
令和2年　　9月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和2年　　9月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園

午 後 午 後

午 前 午 前

フィッシュバーガー ｴﾈﾙｷﾞｰ 614 kcal コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal

ミネストローネ オニオンスープ

ハムコーンサラダ 鶏肉のピカタ

果物（バナナ） ポテトサラダ

果物(梨)
食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal

味噌汁 春雨肉団子スープ

ピーマンの肉詰め 八宝菜

小松菜の煮びたし ひじきの中華和え

果物（キウイフルーツ） 果物(オレンジ)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal 玄米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal

味噌汁 すまし汁

かぼちゃサラダ 鯵の南蛮漬け

果物(梨) きゅうり華風和え

果物（バナナ）
食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

トマトジャージャーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcal 魚介のﾄﾏﾄｸﾘｰﾑｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal

卵スープ 若布と玉葱のスープ

豆腐の焼きボール コーンサラダ

果物(オレンジ) 果物(梨)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ツナと昆布の塩味ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal

野菜スープ キャベツスープ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ 中華風サラダ

果物（バナナ） プリン

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

キーマカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal 栗おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal

きのこスープ 味噌汁

梅ドレッシングサラダ エビフライ

果物(オレンジ) ブロッコリーサラダ

果物(梨)
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal みそラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal

味噌汁 ひじきボール

豆腐の中華煮 大根のゆかり和え

春雨のあえもの 果物(オレンジ)

果物(梨)
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal

味噌汁 けんちん汁

さばのカレー焼き ちくわのごま和え

肉じゃが 果物（ピオーネ）

果物（ピオーネ）
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 550 kcal ハッシュドポーク ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal

かき揚げ ブロッコリースープ

ささみのごま和え コールスローサラダ

果物（バナナ） 果物（バナナ）

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

塩パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal そぼろ丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal

大豆とトマトのスープ 味噌汁

グラタン 青菜とコーンの和え物

フレンチサラダ 果物(オレンジ)

ゼリー
食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal

コーンスープ 味噌汁

キャベツとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ 焼さけ

果物(オレンジ) 切り昆布の炒め煮

果物（バナナ）
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 4.1 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal 菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal

豚汁 味噌汁

鶏唐揚げ はんぺんフライ

昆布の和え物 お浸し

果物（バナナ） 果物(柿)
食塩相当量 1.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

（★印はアレルギー除去対象食品です）
食材の都合で献立内容を変更する場合があります。
☆は手作りおやつです。

たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

木 牛乳
☆いもきんとん風

17
さつまいも／日本ぐり
(甘露煮）／精白米／発
芽玄米／花ふ／かたくり
粉／サラダ油／三温糖／
三温糖／ごま油／蒸しパ
ンmix／★有塩バター

牛乳１Ｌ／まるともだし
パック／まあじ／サラダ
チーズ

長ねぎ／まいたけ／玉葱
／青ピーマン／にんじん
／キャベツ／レッドキャ
ベツ／きゅうり／バナナ

牛乳

☆チーズ蒸しパン

たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 14.9 ｇ

水 麦茶
せんべい

16
塩せんべい／精白米／緑
豆はるさめ／ごま油／か
たくり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま(いり）
／三温糖／フランスパン
／★無塩バター／グラ
ニュー糖

鶏若鶏肉ひき肉／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／豚
小間／★ロールいか／★
むきえび／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／手もみ造り
本かつお節／★ハム（無
添加）／牛乳１Ｌ

葉ねぎ／しょうが／まい
たけ／はくさい／にんじ
ん／たけのこ(ゆで)／生
しいたけ(菌床栽培、生)
／ほうれんそう／バレン
シアオレンジ

牛乳

☆ラスク

たんぱく質 24.1 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

火 麦茶
☆若布おにぎり

15
精白米／★コッペパン
(大）／バタ－ピ－ナッ
ツ／★有塩バター／薄力
粉／サラダ油／じゃがい
も／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／蒸し中華めん

若布ごはんの素／鶏若鶏
肉ささ身／★たまご／粉
チーズ／★ハム（無添
加）／豚小間

玉葱／にんじん／きゅう
り／日本なし／キャベツ
／りょくとうもやし

麦茶

☆焼きそば

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　543cal
脂　　　質　　　　17.0ｇ

タンパク質 　21.0ｇ
食塩相当量　　2.3ｇ

30
ホットケーキmix（森
永）／三温糖／精白米／
薄力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／三温糖／かた
くり粉／じゃがいも

牛乳１Ｌ／菜飯の素(三
島）／★生揚げ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／ま
るともだしパック／★は
んぺんちーず／手もみ造
り本かつお節

長ねぎ／キャベツ／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／こまつな／かき(甘が
き)

麦茶

☆じゃが芋団子
たんぱく質 12.9 ｇ

／
脂　質 10.1 ｇ

水 麦茶
☆蒸しパン

29
さつまいも／精白米／三
温糖／ごま油／じゃがい
も／サラダ油／ぎょうざ
の皮

牛乳１Ｌ／ひとえぐさ
(素干し)／まるともだし
パック／甘塩鮭／刻み昆
布／★油揚げ／焼き竹輪
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）

玉葱／にんじん／バナナ 牛乳

☆インドサモサ
たんぱく質 26.5 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

火 牛乳
☆ふかしいも

28
インスタントマカロニ／
三温糖／精白米／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／★ドックパン

★きな粉(大豆）／豚ひ
き肉／たら(でんぶ)／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／まるともだしパック／
牛乳１Ｌ／★あらびきウ
インナー

しょうが／りょくとうも
やし／ほうれんそう／こ
まつな／にんじん／玉葱
／バレンシアオレンジ

牛乳

☆ホットドッグ
たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

月 麦茶
☆マカロニきな粉

26
じゃがいも／精白米／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
サラダ油／三温糖／ピザ
クラスト

豚小間／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／★ハム（無添加）
／牛乳１Ｌ／★ウィン
ナー／ピザ用チーズ

玉葱／ぶなしめじ／にん
じん／ブロッコリー／
キャベツ／きゅうり／バ
ナナ／青ピーマン

牛乳

☆ピザ
たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 14.4 ｇ

土 麦茶
☆ゆでじゃがいも

25
精白米／さといも／サラ
ダ油／白すり胡麻／三温
糖／塩せんべい／★ハー
ドビスケット

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／きざみのり／
鶏小間／★しぼり豆腐／
焼き竹輪

バナナ／だいこん／にん
じん／生しいたけ(菌床
栽培、生)／はくさい／
葉ねぎ／キャベツ／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／ピオーネ

牛乳

せんべい、クッキー
たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 16.6 ｇ

金 牛乳
果物(バナナ)

24
★食パン／★無塩バター
／グラニュー糖／中華め
ん(ゆで)／パン粉(乾燥)
／三温糖／かたくり粉／
三温糖／パイ皮／じゃが
いも

飲むヨーグルト／焼き豚
／豚ひき肉／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／牛乳１Ｌ
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）

りょくとうもやし／チン
ゲンツァイ／長ねぎ／玉
葱／しょうが／キャベツ
／きゅうり／だいこん／
ゆかり／バレンシアオレ
ンジ

牛乳

☆ベーコンポテトパイ
たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 23.6 ｇ

木 飲むヨーグルト
☆シュガートースト

23
★ハードビスケット／精
白米／もち米／日本ぐり
(甘露煮）／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／★明治プリン（乳・
卵）

牛乳１Ｌ／まるともだし
パック／ブラックタイ
ガー(フライ／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ

長ねぎ／生しいたけ(菌
床栽培、生)／まいたけ
／ブロッコリー／きゅう
り／キャベツ／日本なし
／オレンジ／ピオーネ

麦茶

☆プリンアラモード
たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

水 牛乳
クッキー

19
★ハードビスケット／精
白米／ごま油／三温糖／
かたくり粉／三温糖／サ
ラダ油／ホットケーキ
mix（昭和）／メープル
シロップ

★しぼり豆腐／豚ひき肉
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／カ
ニカマ卵なし／白いミル
クプリン（乳）／牛乳１
Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／葉
ねぎ／にら／しょうが／
おろしにんにく（チュー
ブ／キャベツ／にんじん
／玉葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／きゅうり

牛乳

☆ホットケーキ
たんぱく質 16.8 ｇ

／
脂　質 15.9 ｇ

土 りんごジュース
ビスケット

18
じゃがいも／スパゲッ
ティ／サラダ油／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／ごま油／三温糖／も
ち米／精白米

牛乳１Ｌ／ツナフレーク
レトルト／★むきえび／
★ロールいか／生ｸﾘ-ﾑ／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／★ハム（無添加）
／あずき(乾）

玉葱／トマトピューレ／
パセリ／ねぎ／にんじん
／きゅうり／キャベツ／
日本なし

麦茶

☆おはぎ
たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 11.0 ｇ

金 牛乳
☆ゆでじゃがいも

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

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

たんぱく質 26.1 ｇ

／
脂　質 13.3 ｇ

火

1
ホットケーキmix（森
永）／サラダ油／★バー
ガーパン／薄力粉／パン
粉(乾燥)／三温糖／じゃ
がいも／インスタントマ
カロニ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／ごま
油／精白米

牛乳１Ｌ／まかじき／
ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／★ハ
ム（無添加）／★油揚げ

キャベツ／にんじん／玉
葱／トマト缶詰(ホー
ル）／トマトピューレ／
きゅうり／バナナ

麦茶

☆いなりおにぎり

牛乳
☆ホットケーキ

たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

水

2
精白米／パン粉(乾燥)／
★食パン／★有塩バター
／三温糖

ウイニー／まるともだし
パック／豚ひき肉／★油
揚げ／牛乳１Ｌ／★たま
ご

まいたけ／とうがん／玉
葱／青ピーマン／こまつ
な／にんじん／ゴールデ
ンキウイ

牛乳

☆フレンチトースト

麦茶
☆ミニウインナー

たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

木

3
じゃがいも／精白米 牛乳１Ｌ／豚小間／★絹

ごし豆腐／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／まるとも
だしパック／★ハム（無
添加）／飲むヨーグルト
／★フランクフルト(無
添加）

しょうが／玉葱／にら／
西洋かぼちゃ／にんじん
／きゅうり／日本なし

飲むヨーグルト

☆フランクフルト

牛乳
☆ゆでじゃがいも

たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

金

4
中華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／かたくり粉／
ホットケーキmix（森
永）／★有塩バター

白いミルクプリン（乳）
／豚ひき肉／★たまご／
★しぼり豆腐／鶏若鶏肉
ひき肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／牛乳100ml／牛
乳１Ｌ

ねぎ／にんじん／きゅう
り／レタス／れんこん／
長ねぎ／バレンシアオレ
ンジ

牛乳

☆人参蒸しパン

ミルクプリン

たんぱく質 16.9 ｇ

／
脂　質 12.5 ｇ

土

5
ウエハース／スパゲッ
ティ／サラダ油／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／精白
米

ツナフレークレトルト／
フジッコの塩昆布／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／★ハム
（無添加）／甘塩鮭／若
布ごはんの素

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
キャベツ／にんじん／生
しいたけ(菌床栽培、生)
／おろしにんにく
（チューブ／玉葱／こま
つな／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ

麦茶

☆鮭若布おにぎり

りんごジュース
ウエハース

たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

月

7
精白米／サラダ油／三温
糖／★コッペパン(大）
／三温糖

おなかにおいしいﾖｰｸﾞﾙﾄ
／豚ひき肉／ﾍﾞｰｺﾝ（無
添加）／ツナフレークレ
トルト／牛乳１Ｌ／★き
な粉(大豆）

玉葱／にんじん／青ピー
マン／干しぶどう／おろ
しにんにく（チューブ／
しょうが／えのきたけ／
ほんしめじ／まいたけ／
きゅうり／キャベツ／紀
州梅　B／バレンシアオ
レンジ

牛乳

☆揚げパン

ヨーグルト

たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

火

8
★食パン／★無塩バター
／グラニュー糖／精白米
／ごま塩／ごま油／かた
くり粉／普通はるさめ
(乾)／ごま(いり）／三
温糖／ホットケーキmix
（森永）／サラダ油

牛乳１Ｌ／★油揚げ／ま
るともだしパック／★し
ぼり豆腐／★むきえび／
豚小間／★ハム（無添
加）／★たまご

だいこん／長ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／にんじん／
生しいたけ(菌床栽培、
生)／きゅうり／キャベ
ツ／日本なし／バナナ／
レモン(果汁､生)

牛乳

☆パウンドケーキ

牛乳
☆シュガートースト

たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

水

9
精白米／薄力粉／サラダ
油／じゃがいも／しらた
き／三温糖／★ｲﾅｼｮｸバ
バロアの素／塩せんべい

ウイニー／★油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)／
まさば／豚小間／牛乳１
Ｌ

こまつな／玉葱／にんじ
ん／むきえだまめ(冷凍)
／ピオーネ／フルーツ
ソース

麦茶

☆ババロア

麦茶
☆ミニウインナー

たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 12.5 ｇ

木

10
精白米／うどん(ゆで・
玉)／三温糖／薄力粉／
サラダ油／白すり胡麻／
三温糖／お好み焼き粉／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

手もみ造り本かつお節／
まるともだしパック／豚
小間／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／★さくらえび
(素干し)／ちりめんじゃ
こ／鶏若鶏肉ささ身／★
たまご／豚ひき肉／あお
のり

にんじん／玉葱／ねぎ／
ほうれんそう／キャベツ
／きゅうり／バナナ／長
ねぎ

麦茶

☆お好み焼き

麦茶
☆おかかおにぎり

たんぱく質 18.2 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

金

11
★ハードビスケット／★
塩パン／インスタントマ
カロニ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／★有塩バター
／薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／三温糖／オ
レンジゼリー／精白米

牛乳１Ｌ／★大豆(水煮
缶詰）／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏小間／エダム
チーズ／★ハム（無添
加）／サラダチーズ

トマト缶詰(ダイス）／
キャベツ／にんじん／玉
葱／ブロッコリー／きゅ
うり

麦茶

☆焼きライスコロッケ

牛乳
クッキー

たんぱく質 17.7 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

土

12
塩せんべい／スパゲッ
ティ／サラダ油／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三
温糖／ごま油／ホット
ケーキmix（昭和）／
メープルシロップ／★無
塩バター

飲むヨーグルト／豚ひき
肉／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／
★ハム（無添加）／牛乳
１Ｌ／生ｸﾘ-ﾑ

にんじん／玉葱／トマト
缶詰(ホール）／きゅう
り／キャベツ／バレンシ
アオレンジ

牛乳

☆カップケーキ

飲むヨーグルト
せんべい

たんぱく質 20.6 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

月

14
インスタントマカロニ／
三温糖／精白米／糸こん
にゃく／かたくり粉／サ
ラダ油／しゅうまいの皮
／★無塩バター／グラ
ニュー糖

★きな粉(大豆）／豚小
間／まるともだしパック
／鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／フジッコの塩昆布／牛
乳１Ｌ

にんじん／だいこん／は
くさい／ねぎ／ごぼう／
キャベツ／きゅうり／バ
ナナ

牛乳

☆シュガレット

麦茶
☆マカロニきな粉


