
令和5年　　1月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
ひじきのさらだ
よーぐると

食塩相当量 2.1 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
たまごすーぷ
れいしゃぶちゅうかさらだ
ういんなーそてー
みかん

食塩相当量 2.8 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal
みそしる
やきさけ
かいそうさらだ
ぶろっこりーのまよやき
ばなな 食塩相当量 2.5 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal
いなかじる
さかなのおろしに
れんこんのきんぴら
きゃべつのしおこんぶあえ
りんご 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
すましじる
ちきんみそかつ
はくさいのきざみのりさら
さつまいものあまに
みかん 食塩相当量 1.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
こふきいも
いたりあんさらだ
りんご 食塩相当量 3.9 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
きっかしゅうまい
いかさらだ
かぼちゃのふくめに
みかん

食塩相当量 2.5 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
ちきんすーぷ
たんどりーさーもん
はくさいのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 3.6 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
こーんしちゅー
とりにくのあまからあえ
ごぼうのごまよごし
きゃべつかにかまさらだ
みかん 食塩相当量 2.9 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
とうふいりまつかぜやき
ほうれんそのごまあえ
かふうきゅうり
りんご

食塩相当量 2.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
ひじきのさらだ
よーぐると

食塩相当量 2.1 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
たまごすーぷ
れいしゃぶちゅうかさらだ
ういんなーそてー
みかん

食塩相当量 2.8 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
みそしる
やきさけ
かいそうさらだ
ぶろっこりーのまよやき
ばなな 食塩相当量 2.6 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 557 kcal タンパク質 21.8 g

18.3 g 食塩相当量 2.6 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 16.9 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
土

21
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／食パン
(市販品）／メープル
シロップ／有塩バター

豚小間／ベーコン／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳

玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／だ
いこん／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど

たんぱく質 26.0 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
金

20
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／甘塩鮭
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／牛乳900ml／
たまご

玉葱／きゅうり／ブ
ロッコリー／バナナ

ぎゅうにゅう
◆たまごぞうすい

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 24.4 ｇ
木

19
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／白ごま
(すり）／三温糖／ご
ま油／サラダ油／有塩
バター／グラニュー糖
／薄力粉

豚小間／たまご／豚
ロース(赤肉)／ウィン
ナー／牛乳１L

にんじん／玉葱／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆くっきー

たんぱく質 25.9 ｇ
／

脂　質 12.0 ｇ
水

18
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／ごま油／
プレミックス粉(ﾎｯﾄｹｰ
ｷ用)／メープルシロッ
プ

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／さわら／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／かに風味かまぼ
こ／ヨーグルト／牛乳
900ml

えだまめ(冷凍)／きゅ
うり

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
火

17
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
パン粉(乾燥)／三温糖
／白ごま(いり）／ご
ま油／小町麩／有塩バ
ター／上白糖／粉糖

豚ひき肉／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／牛乳
900ml

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／ねぎ／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
りんご

ぎゅうにゅう
◆やきしょこらふ

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
月

16
牛乳パン／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸ
ﾘｰﾑ)／薄力粉／有塩バ
ター／かたくり粉／サ
ラダ油／はちみつ／黒
ごま(いり）／三温糖
／白ごま(すり）／水

豚小間／牛乳１L／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
かに風味かまぼこ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／焼きのり

玉葱／にんじん／ごぼ
う／キャベツ／きゅう
り／温州蜜柑(普通､
生)

むぎちゃ
◆のりまき

たんぱく質 31.6 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
土

14
コッペパン／かたくり
粉／白ごま(いり）／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

プロセスチーズ／鶏小
間／しろさけ／明治ブ
ルガリアヨーグルト／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／にんにく(りん
茎)／玉葱／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなとごまのおにぎり

たんぱく質 16.8 ｇ
／

脂　質 12.0 ｇ
金

13
うどん(ゆで)／しゅう
まいの皮／かたくり粉
／三温糖／サフラワー
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／豚ひき肉／た
まご／いかくん製／あ
ずき(乾）

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／しょうが
／きゅうり／セロリー
／日本かぼちゃ／温州
蜜柑(普通､生)／あん
ぱんまんスイートりん

りんごじゅーす
◆あずきおにぎり

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 19.9 ｇ
木

12
コッペパン／有塩バ
ター／パン粉(半生)／
コーンフレーク／じゃ
がいも／三温糖／サフ
ラワー油／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／薄力粉／サラダ

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／パルメザンチーズ／
あおのり／ロースハム
／サラダチーズ／塩昆
布

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／きゅうり／ブ
ロッコリー／りんご

むぎちゃ
◆こんぶとてんかすにぎり

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 14.3 ｇ
水

11
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／三温糖
／サラダ油／ごま油／
さつまいも／上白糖／
トック

はんぺん／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／しらす干し
(半乾燥品)／刻みのり
／あずき(乾）

ねぎ／はくさい／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

むぎちゃ
◆おしるこ

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／白ご
ま(いり）／三温糖／
ごま油／白玉粉／サフ
ラワー油

絹ごし豆腐／さつま揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
塩昆布／牛乳１L／パ
ルメザンチーズ

にんじん／ごぼう／ね
ぎ／だいこん／れんこ
ん／キャベツ／りんご

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん

たんぱく質 16.9 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
土

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／食パン
(市販品）／メープル
シロップ／有塩バター

豚小間／ベーコン／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳

玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／だ
いこん／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 16.8 ｇ
金

6
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／甘塩鮭
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／牛乳900ml

玉葱／きゅうり／ブ
ロッコリー／バナナ／
せり／かぶ／きょうな
／だいこん／ほうれん
そう／根みつば／にん
じん

ぎゅうにゅう
◆ななくさがゆ

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 24.4 ｇ
木

5
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／白ごま
(すり）／三温糖／ご
ま油／サラダ油／有塩
バター／グラニュー糖
／薄力粉

豚小間／たまご／豚
ロース(赤肉)／ウィン
ナー／牛乳１L

にんじん／玉葱／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆くっきー

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 10.0 ｇ
水

4
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／ごま油／
プレミックス粉(ﾎｯﾄｹｰ
ｷ用)／メープルシロッ
プ

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／さわら／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／かに風味かまぼ
こ／ヨーグルト／牛乳
900ml

えだまめ(冷凍) ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの



午 後

午 前
どりあふうらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
はくさいべーこんのすーぷ
あおのりぽてと
ごしきさらだ
ばなな

食塩相当量 3.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal
いなかじる
さかなのおろしに
れんこんのきんぴら
きゃべつのしおこんぶあえ
りんご 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
すましじる
ちきんみそかつ
はくさいのきざみのりさら
さつまいものあまに
みかん 食塩相当量 1.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
こふきいも
いたりあんさらだ
りんご 食塩相当量 3.9 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
きっかしゅうまい
いかさらだ
かぼちゃのふくめに
みかん

食塩相当量 2.5 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
ちきんすーぷ
たんどりーさーもん
はくさいのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 3.6 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
こーんしちゅー
とりにくのあまからあえ
ごぼうのごまよごし
きゃべつかにかまさらだ
みかん 食塩相当量 2.9 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
とうふいりまつかぜやき
ほうれんそのごまあえ
かふうきゅうり
りんご

食塩相当量 2.0 ｇ

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

23
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／じゃがいも
／サラダ油／普通はる
さめ(乾)／三温糖／ご
ま油／食パン(市販
品）／グラニュー糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／牛乳１L／ベーコン
／あおのり／ロースハ
ム／たまご／クリーム
チーズ／ｸﾘ-ﾑ(植物性
脂肪)

玉葱／にんじん／はく
さい／きゅうり／バナ
ナ

むぎちゃ
◆ちーずけーきふうとーすとたんぱく質 15.9 ｇ

／
脂　質 21.0 ｇ

月

24
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／白ご
ま(いり）／三温糖／
ごま油／白玉粉／サフ
ラワー油

絹ごし豆腐／さつま揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
塩昆布／牛乳１L／パ
ルメザンチーズ

にんじん／ごぼう／ね
ぎ／だいこん／れんこ
ん／キャベツ／りんご

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん たんぱく質 24.2 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

火

25
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／三温糖
／サラダ油／ごま油／
さつまいも／上白糖／
トック

はんぺん／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／しらす干し
(半乾燥品)／刻みのり
／あずき(乾）

ねぎ／はくさい／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

むぎちゃ
◆おしるこ たんぱく質 21.6 ｇ

／
脂　質 14.3 ｇ

水

26
コッペパン／有塩バ
ター／パン粉(半生)／
コーンフレーク／じゃ
がいも／三温糖／サフ
ラワー油／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／薄力粉／サラダ

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／パルメザンチーズ／
あおのり／ロースハム
／サラダチーズ／塩昆
布

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／きゅうり／ブ
ロッコリー／りんご

むぎちゃ
◆こんぶとてんかすにぎり たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 19.9 ｇ

木

27
うどん(ゆで)／しゅう
まいの皮／かたくり粉
／三温糖／サフラワー
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／豚ひき肉／た
まご／いかくん製／あ
ずき(乾）

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／しょうが
／きゅうり／セロリー
／日本かぼちゃ／温州
蜜柑(普通､生)／あん
ぱんまんスイートりん

りんごじゅーす
◆あずきおにぎり たんぱく質 16.8 ｇ

／
脂　質 12.0 ｇ

金

28
コッペパン／かたくり
粉／白ごま(いり）／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

プロセスチーズ／鶏小
間／しろさけ／明治ブ
ルガリアヨーグルト／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／にんにく(りん
茎)／玉葱／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなとごまのおにぎり たんぱく質 31.6 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

土

30
牛乳パン／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸ
ﾘｰﾑ)／薄力粉／有塩バ
ター／かたくり粉／サ
ラダ油／はちみつ／黒
ごま(いり）／三温糖
／白ごま(すり）／水

豚小間／牛乳１L／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
かに風味かまぼこ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／焼きのり

玉葱／にんじん／ごぼ
う／キャベツ／きゅう
り／温州蜜柑(普通､
生)

むぎちゃ
◆のりまき たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

月

31
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
パン粉(乾燥)／三温糖
／白ごま(いり）／ご
ま油／小町麩／有塩バ
ター／上白糖／粉糖

豚ひき肉／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／牛乳
900ml

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／ねぎ／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
りんご

ぎゅうにゅう
◆やきしょこらふ たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

火


