
令和4年　　12月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
野菜スープ
鶏肉のオレンジ焼き
ポークビーンズ
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（豆腐・ほうれん草
鯖のみそ煮
里芋と鶏肉の煮物
ブロッコリーと卵のサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
わかめスープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
豚汁
鶏肉の照焼き
じゃが芋の味噌だれ
千草和え

食塩相当量 2.2 ｇ
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal
味噌汁（大根・油揚げ）
焼鮭
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
かぶと卵のとろりスープ
マカロニグラタン
じゃが芋のカレー煮
ひじきとれんこんのサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
コーンポタージュ
ハンバーグ
マッシュポテト
ゆでブロッコリー
ミニトマト 食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal
味噌汁（南瓜・人参・豚肉
魚のあんかけ（唐揚げ）
黒豆の煮物
大根のそぼろ煮

食塩相当量 1.8 ｇ
苺ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
オニオンスープ
白身魚のムニエル
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
鰤の照り焼き
切干し大根の煮付け
ほうれん草かにかまサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal
白菜のポタージュ
チキンカツ
人参のチーズ和え
ボイルサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
かき玉汁
豆腐ナゲット
ごぼうスティック煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 0.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
野菜スープ
鶏肉のオレンジ焼き
ポークビーンズ
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（豆腐・ほうれん草
鯖のみそ煮
里芋と鶏肉の煮物
ブロッコリーと卵のサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
わかめスープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 490 kcal タンパク質 19.1 g

17.9 g 食塩相当量 1.7 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 15.4 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 19.6 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／ロースハム／サ
ラダチーズ／牛乳／き
な粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／バナナ

牛乳
◆きなこサンド

牛乳

たんぱく質 24.8 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 17.4 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さといも／ノン
エッグマヨネーズ／マ
カロニ

牛乳１L／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／まさば／鶏小
間／たまご／のむヨー
グルト／きな粉(大
豆）

ほうれんそう／しょう
が／にんじん／ブロッ
コリー／温州蜜柑(普
通､生)

のむヨーグルト
◆マカロニきなこ

牛乳

たんぱく質 17.5 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.7 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マーマ
レード(高糖度)／ノン
エッグマヨネーズ／黒
ごま食パン

牛乳900ml／ウィン
ナー／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／大豆(国産､
ゆで）／豚ひき肉／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／クリームチーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／りんご

麦茶
◆クリームチーズサンド

牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 14.9 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／白ごま(すり）
／三温糖／白ごま(い
り）／メロンパン

牛乳900ml／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐

玉葱／にんじん／ごぼ
う／ブロッコリー／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳
メロンパン

牛乳

たんぱく質 15.8 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 22.5 ｇ
火

13
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／サフラワー油
／豆腐ドーナツ

牛乳900ml／ベーコン
／牛乳１L／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
パルメザンチーズ

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／温州
蜜柑(普通､生)

麦茶
豆腐ドーナツ

牛乳

たんぱく質 21.9 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.5 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(すり）／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かつ
お加工品(かつお節)／
ぶり／鶏若鶏肉ひき肉
／かに風味かまぼこ

しょうが／にんじん／
切干しだいこん／ほう
れんそう／りんご

牛乳
◆塩おにぎり

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 14.6 ｇ
土

10
苺ロールパン／薄力粉
／有塩バター／さつま
いも／とうもろこし
(冷凍）／水稲穀粒(精
白米)

牛乳１L／メルルーサ
／牛乳／わかめご飯の
素

玉葱／きゅうり／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 11.9 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／サンドイッチ食
パン／いちごジャム
(低糖度)

牛乳900ml／豚小間／
かたくちいわし(煮干
し)／むきがれい／鶏
若鶏肉ひき肉／

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／だいこん／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆ジャムロールパン

牛乳

たんぱく質 20.6 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 23.1 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／有塩バター／
薄力粉／グラニュー糖
／サラダ油

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご

玉葱／ブロッコリー／
ミニトマト／温州蜜柑
(普通､生)

牛乳
◆プアマンケーキ

牛乳

たんぱく質 17.1 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 19.3 ｇ
水

7
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／白ごま(す
り）／三温糖／ノン
エッグマヨネーズ／水

牛乳900ml／たまご／
ベーコン／牛乳１L／
ピザ用チーズ／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ツ
ナチャンク

かぶ／玉葱／きゅうり
／れんこん／にんじん
／バナナ

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（りんご）

脂　質 23.5 ｇ
火

6
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ／ノン
エッグマヨネーズ／薄
力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖

牛乳１L／鶏小間／刻
みのり／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
甘塩鮭／ロースハム／
たまご

にんじん／ほんしめじ
／だいこん／きゅうり
／レモン(果汁､生)

麦茶
◆マドレーヌ

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.5 ｇ
月

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま(いり）／食パン(市
販品）／グラニュー糖
／はちみつ

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／たまご

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／りんご／バナナ

牛乳
◆手作りりんごｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ

牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 19.6 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／ロースハム／サ
ラダチーズ／牛乳／き
な粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／バナナ

牛乳
◆きなこサンド

牛乳

たんぱく質 24.8 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 17.4 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さといも／ノン
エッグマヨネーズ／マ
カロニ

牛乳１L／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／まさば／鶏小
間／たまご／のむヨー
グルト／きな粉(大
豆）

ほうれんそう／しょう
が／にんじん／ブロッ
コリー／温州蜜柑(普
通､生)

のむヨーグルト
◆マカロニきなこ

牛乳

たんぱく質 17.5 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.7 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マーマ
レード(高糖度)／ノン
エッグマヨネーズ／黒
ごま食パン

牛乳900ml／ウィン
ナー／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／大豆(国産､
ゆで）／豚ひき肉／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／クリームチーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／りんご

麦茶
◆クリームチーズサンド

牛乳
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午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
豚汁
鶏肉の照焼き
じゃが芋の味噌だれ
千草和え

食塩相当量 2.2 ｇ
お餅 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
味噌汁（大根・油揚げ）
焼鮭
マカロニサラダ
鶏肉ときのこの煮物

食塩相当量 1.5 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
かぶと卵のとろりスープ
マカロニグラタン
じゃが芋のカレー煮
ひじきとれんこんのサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal
味噌汁（南瓜・人参・豚肉
魚のあんかけ（唐揚げ）
黒豆の煮物
大根のそぼろ煮

食塩相当量 1.8 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 627 kcal
コーンポタージュ
ハンバーグ
マッシュポテト
ゆでブロッコリー
ミニトマト 食塩相当量 2.0 ｇ
苺ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
オニオンスープ
白身魚のムニエル
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
鰤の照り焼き
切干し大根の煮付け
ほうれん草かにかまサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal
白菜のポタージュ
チキンカツ
人参のチーズ和え
ボイルサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
かき玉汁
豆腐ナゲット
ごぼうスティック煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 0.9 ｇ
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19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま(いり）／食パン(市
販品）／グラニュー糖
／はちみつ

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／たまご

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／りんご／バナナ

牛乳
◆手作りりんごｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ たんぱく質 18.8 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.5 ｇ
月 牛乳

20
もち米／三温糖／マカ
ロニ／ノンエッグマヨ
ネーズ／薄力粉／無塩
バター／グラニュー糖

牛乳１L／きな粉(大
豆）／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／甘
塩鮭／ロースハム／た
まご／鶏肉

だいこん／きゅうり／
レモン(果汁､生)／し
めじ

麦茶
◆マドレーヌ たんぱく質 18.8 ｇ

／ 果物（りんご）

脂　質 23.4 ｇ
火 牛乳

21
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／白ごま(す
り）／三温糖／ノン
エッグマヨネーズ／水

牛乳900ml／たまご／
ベーコン／牛乳１L／
ピザ用チーズ／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ツ
ナチャンク

かぶ／玉葱／きゅうり
／れんこん／にんじん
／バナナ

牛乳
◆塩にぎり たんぱく質 17.1 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 19.3 ｇ
水 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／サンドイッチ食
パン／いちごジャム
(低糖度)

牛乳900ml／豚小間／
かたくちいわし(煮干
し)／むきがれい／鶏
若鶏肉ひき肉／ウィン
ナー

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／だいこん／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆ジャムロールパン たんぱく質 22.1 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 11.9 ｇ
木 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／有塩バター／
薄力粉／グラニュー糖
／サラダ油

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／豚ひき肉／たま
ご／スライスチーズ／
焼きのり／スティック
チーズ

にんじん／玉葱／れん
こん／ブロッコリー／
ミニトマト／温州蜜柑
(普通､生)／あんぱん
まんスイートりん／い
ちご

りんごジュース
◆プアマンケーキ たんぱく質 20.7 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 22.6 ｇ
金 牛乳

24
苺ロールパン／薄力粉
／有塩バター／さつま
いも／とうもろこし
(冷凍）／水稲穀粒(精
白米)

牛乳１L／メルルーサ
／牛乳／わかめご飯の
素

玉葱／きゅうり／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 17.7 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 14.6 ｇ
土 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(すり）／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かつ
お加工品(かつお節)／
ぶり／鶏若鶏肉ひき肉
／かに風味かまぼこ

しょうが／にんじん／
切干しだいこん／ほう
れんそう／りんご

牛乳
◆塩おにぎり（スノーボー たんぱく質 21.9 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 17.5 ｇ
月 牛乳

27
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／サフラワー油
／豆腐ドーナツ

牛乳900ml／ベーコン
／牛乳１L／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
パルメザンチーズ

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／温州
蜜柑(普通､生)

麦茶
豆腐ドーナツ たんぱく質 15.8 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 22.5 ｇ
火 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／白ごま(すり）
／三温糖／白ごま(い
り）／メロンパン

牛乳900ml／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐

玉葱／にんじん／ごぼ
う／ブロッコリー／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳
メロンパン たんぱく質 18.4 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 14.9 ｇ
水 牛乳


