
令和2年　　12月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和2年　　12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

ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal 梅ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal

蓮根つくね すいとん入り味噌汁

きゅうり華風和え 春巻き

果物（りんご） 華風やさい

果物(オレンジ)
食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal

味噌汁 味噌汁

レバーの竜田揚げ かじきの生姜焼き

おろし和え 春雨のあえもの

果物(みかん) 果物（りんご）
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal ミートスパゲティー ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal

根菜汁 しめじとねぎのスープ

ぶりの照り焼き ツナとキャベツのサラダ

キャベツ和え物 果物(オレンジ)

果物（バナナ）
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal 菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal

白菜のコンソメスープ 味噌汁

大根とｶﾆｶﾏのサラダ 名古屋チキン

果物（りんご） 筑前煮

果物（りんご）
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal

若布スープ 味噌汁

ツナサラダ 白菜のおかかあえ

ゼリー 果物(みかん)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal 若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal

味噌汁 けんちん汁

秋刀魚の蒲焼き 焼さけ

塩昆布キャベツ かぼちゃ煮

果物（バナナ） 果物（りんご）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ

しょうゆラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal

シュウマイ 生姜のぽかぽかみそ汁

５色ナムル チーズはんぺんフライ

果物(みかん) コールスローサラダ

果物(みかん)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 638 kcal

マカロニスープ 味噌汁

鶏肉のトマト煮込み ちくわの梅マヨ和え

かぼちゃサラダ 果物（バナナ）

果物（りんご）
食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ

豚すき風どん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal ミルクロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal

味噌汁 ポトフ風スープ

じゃこと大豆の和え物 ポークビーンズ

果物(みかん) ブロッコリーサラダ

果物（りんご）
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal

味噌汁 野菜スープ

鯖のみそ煮 鶏唐揚げ

小松菜のおかかあえ コロコロポテトサラダ

果物(オレンジ) (付)ブロッコリー
食塩相当量 2.4 ｇ 果物 食塩相当量 2.0 ｇ

中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal ツナトマトスパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal

コーンとひき肉のスープ 若布と玉葱スープ

もやしの中華サラダ 白菜のマヨドレあえ

果物（バナナ） ゼリー

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ウィンナーのケチャップライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

オニオンスープ 春雨スープ

チキンコーンフレーク焼き マカロニサラダ

ごまマヨ和え ミルクプリン

果物(みかん)
食塩相当量 3.4 ｇ 食塩相当量 1.7 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 21.4 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

木

17
スパゲッティ／三温糖
／サラダ油／★食パン
／★有塩バター

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／★
たまご／スライスチー
ズ／プレスハム

バナナ／にんじん／玉
葱／トマト缶詰(ホー
ル）／トマトピューレ
／長ねぎ／ほんしめじ
／きゅうり／キャベツ
／バレンシアオレンジ

牛乳

☆クロックムッシュ

麦茶
果物(バナナ)

たんぱく質 19.0 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

水

16
精白米／さつまいも／
三温糖／サラダ油／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／三温糖／★無塩バ
ター／グラニュー糖／
ホットケーキmix（森
永）

おなかにおいしいﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ／煮干／まかじき／★
ハム（無添加）／牛乳
１Ｌ／★たまご

玉葱／しょうが／キャ
ベツ／にんじん／りん
ご／レモン

牛乳

☆マドレーヌ

ヨーグルト

たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 14.4 ｇ

火

15
さつまいも／三温糖／
日本ぐり(甘露煮）／精
白米／薄力粉／春巻き
の皮／緑豆はるさめ／
かたくり粉／サラダ油
／三温糖／ごま油／
ホットケーキmix（昭
和）

牛乳１Ｌ／しらす干し
／利久(卵なし／削り節
（マルモト）／豚小間
／エダムチーズ／★木
綿豆腐

紀州梅　B／はくさい／
にんじん／玉葱／ほう
れんそう／りょくとう
もやし／にら／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
きゅうり／だいこん／
バレンシアオレンジ

麦茶

☆豆腐チーズパン

牛乳
☆いもきんとん風

たんぱく質 18.6 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

月

14
塩せんべい／精白米／
★有塩バター／★パン
粉(生)／コーンフレー
ク／ごま(いり）／★シ
フォンケーキ

飲むヨーグルト／★
ウィンナー（無添加）
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／エダムチーズ／焼
き竹輪／牛乳100ml／ﾌ
ﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

にんじん／玉葱／こま
つな／きゅうり／みか
ん(普通､生)／オレンジ

牛乳

シフォンケーキ

飲むヨーグルト
せんべい

たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 15.5 ｇ

土

12
塩せんべい／精白米／
ごま油／かたくり粉／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／ごま(いり）／三温
糖／ホットケーキmix
（森永）／★無塩バ
ター／さつまいも

牛乳１Ｌ／豚小間／★
むきえび／鶏若鶏肉ひ
き肉／カニカマ卵なし

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／玉葱
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／バナナ

牛乳

☆さつま芋蒸しパン

牛乳
せんべい

たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 19.1 ｇ

金

11
ホットケーキmix（森
永）／サラダ油／精白
米／三温糖／薄力粉／
★無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳１Ｌ／★絹ごし豆
腐／削り節（マルモ
ト）／まさば／しらす
干し／手もみ造り本か
つお節／★たまご

なめこ／長ねぎ／しょ
うが／こまつな／きゅ
うり／りょくとうもや
し／バレンシアオレン
ジ

麦茶

☆型抜きクッキー

牛乳
☆ホットケーキ

たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

木

10
★ハードビスケット／
精白米／しらたき／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま(いり）

牛乳１Ｌ／豚小間／★
焼き豆腐／削り節（マ
ルモト）／★油揚げ／
煮干／ちりめんじゃこ
／★大豆(国産､ゆで）
／★フランクフルト(無
添加）

はくさい／玉葱／だい
こん／長ねぎ／みかん
(普通､生)

麦茶

フランクフルト

牛乳
ビスケット

たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

水

9
★コッペパン(大）／バ
タ－ピ－ナッツ／イン
スタントマカロニ／三
温糖／じゃがいも／サ
ラダ油／三温糖／薄力
粉

ウイニー／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏小間／★ハム
（無添加）

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／トマト缶詰(ダイ
ス）／セロリー／おろ
しにんにく（チューブ
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／りんご

麦茶

☆味噌ポテト

麦茶
ミニウインナー

たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 18.3 ｇ

火

8
精白米／中華めん(ゆ
で)／三温糖／かたくり
粉／しゅうまいの皮／
ごま(いり）／ごま油／
三温糖／パイシート／
カスタードクリーム

手もみ造り本かつお節
／焼き豚／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚ひ
き肉／カニカマ卵なし
／牛乳１Ｌ

りょくとうもやし／長
ねぎ／玉葱／しょうが
／にんじん／だいこん
／ほうれんそう／豆も
やし／みかん(普通､生)

牛乳

☆カスタードパイ

麦茶
☆おかかおにぎり

たんぱく質 17.1 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

月

7
じゃがいも／精白米／
ごま塩／薄力粉／ごま
油／サラダ油／グラ
ニュー糖／ホットケー
キmix（昭和）

★油揚げ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／さん
ま／フジッコの塩昆布
／牛乳100ml／★たまご

長ねぎ／キャベツ／に
んじん／バナナ／りん
ご

牛乳

☆りんごのパウンドケーキ

麦茶
☆ゆでじゃがいも

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 12.8 ｇ

土

5
塩せんべい／スパゲッ
ティ／サラダ油／三温
糖／ごま油／オレンジ
ゼリー／★ハードビス
ケット

ウイニー／★ウィン
ナー（無添加）／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸ
ﾎﾜｲﾄ)／牛乳100ml

あんぱんまんりんご／
にんじん／青ピーマン
／玉葱／ねぎ／ブロッ
コリー／きゅうり

牛乳

せんべい、クッキー

りんごジュース
せんべい

たんぱく質 18.8 ｇ

／
脂　質 23.3 ｇ

金

4
インスタントマカロニ
／三温糖／精白米／
じゃがいも／サラダ油
／ごま油／★豆乳ドー
ナｯツ

牛乳１Ｌ／★きな粉(大
豆）／豚小間／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）／カニカマ
卵なし／牛乳100ml

にんじん／玉葱／はく
さい／だいこん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／きゅうり
／りんご

牛乳

豆乳ドーナッツ

牛乳
☆マカロニきな粉

たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 11.3 ｇ

木

3
精白米／さつまいも／
サラダ油／三温糖／黒
ごま(いり）

明治ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾖｰｸﾞﾙﾄ苺／
★木綿豆腐／★油揚げ
／ぶり（切り身）／フ
ジッコの塩昆布

にんじん／だいこん／
ごぼう／はくさい／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

麦茶

☆大学芋

ヨーグルト（いちご）

たんぱく質 25.0 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

水

2
★食パン／★無塩バ
ター／グラニュー糖／
精白米／かたくり粉／
サラダ油／ごま油／蒸
しパンmix

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／煮干
／豚レバー／ちりめん
じゃこ／サラダチーズ

ゆかり／玉葱／しょう
が／にんじん／きゅう
り／こまつな／だいこ
ん／みかん(普通､生)

牛乳

☆チーズ蒸しパン

牛乳
☆シュガートースト

たんぱく質 24.4 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

火

1
じゃがいも／うどん(ゆ
で・玉)／三温糖／かた
くり粉／三温糖／ごま
油／精白米

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／豚小間／★
油揚げ／★しぼり豆腐
／鶏若鶏肉ひき肉／甘
塩ざけ（ブツ）／若布
ごはんの素

にんじん／玉葱／日本
かぼちゃ／ほうれんそ
う／はくさい／れんこ
ん／しょうが／きゅう
り／りんご

麦茶

☆鮭若布おにぎり

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

18
★食パン／★無塩バ
ター／グラニュー糖／
精白米／三温糖／薄力
粉／ごま(いり）／さと
いも／糸こんにゃく／
ぎょうざの皮／サラダ
油

牛乳１Ｌ／菜飯の素(三
島）／★絹ごし豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／★油揚げ／削り節
（マルモト）／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／鶏若
鶏肉モモ(皮なし)／QBB
チーズ

おろしにんにく
（チューブ／にんじん
／れんこん／生しいた
け(菌床栽培、生)／り
んご

麦茶

☆UFO焼き
たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 15.8 ｇ

金 牛乳
☆シュガートースト

19
★ハードビスケット／
精白米／ホットケーキ
mix（昭和）／三温糖／
★有塩バター／メープ
ルシロップ

牛乳１Ｌ／豚小間／★
油揚げ／削り節（マル
モト）／しらす干し／
手もみ造り本かつお節

しょうが／玉葱／にら
／こまつな／はくさい
／きゅうり／にんじん
／みかん(普通､生)

牛乳

☆カップケーキ
たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

土 牛乳
クッキー

21
精白米／さといも／糸
こんにゃく／三温糖／
フランスパン／★無塩
バター／グラニュー糖

ウイニー／若布ごはん
の素／★しぼり豆腐／
鶏小間／煮干／甘塩鮭
／削り節（マルモト）
／ブルガリヤのむヨー
グルト

だいこん／にんじん／
はくさい／葉ねぎ／日
本かぼちゃ／りんご

飲むヨーグルト

☆ラスク
たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

月 麦茶
ミニウインナー

22
塩せんべい／精白米／
三温糖／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
三温糖／蒸し中華めん

牛乳１Ｌ／干ひじき(ｽﾃ
ﾝﾚｽ釜、乾)／鶏小間／
★油揚げ／★たまご／
★揚げ玉／削り節（マ
ルモト）／★はんぺん
ちーず／★ハム（無添
加）／豚小間

にんじん／はくさい／
葉ねぎ／しょうが／
キャベツ／レッドキャ
ベツ／玉葱／きゅうり
／みかん(普通､生)／
りょくとうもやし

麦茶

☆焼きそば
たんぱく質 19.0 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

火 牛乳
せんべい

23
ホットケーキmix（森
永）／サラダ油／精白
米／三温糖／さつまい
も

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉胸
(皮なし)／鶏若鶏肉ひ
き肉／★たまご／★生
揚げ／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／削り節
（マルモト）／焼き竹
輪／牛乳100ml

玉葱／根みつば／はく
さい／きゅうり／紀州
梅　B／バナナ

牛乳

☆茶巾絞り
たんぱく質 28.3 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

水 牛乳
☆ホットケーキ

24
★ミルクロール／じゃ
がいも／三温糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／精
白米

おなかにおいしいﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ／★ウィンナー（無添
加）／豚小間／★大豆
(国産､ゆで）／★ハム
（無添加）／甘塩ざけ
（ブツ）／若布ごはん
の素

はくさい／玉葱／にん
じん／だいこん／セロ
リー／トマトピューレ
／ブロッコリー／きゅ
うり／キャベツ／りん
ご

麦茶

☆若布おにぎり
たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

木 麦茶
ヨーグルト

25
インスタントマカロニ
／三温糖／精白米／サ
ラダ油／かたくり粉／
じゃがいも／★マリー
ビスケット／チョコ
（かざり）

★きな粉(大豆）／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／★ハム
（無添加）／牛乳１Ｌ
／生ｸﾘ-ﾑ／明治デザー
トホイップ

玉葱／にんじん／はく
さい／カリフラワー／
きゅうり／ブロッコ
リー／オレンジ／りん
ご／いちご

麦茶

☆ビスケットケーキ
たんぱく質 16.1 ｇ

／
脂　質 27.4 ｇ

金 麦茶
☆マカロニきな粉

26
ウエハース／スパゲッ
ティ／サラダ油／オレ
ンジゼリー／塩せんべ
い／★ハードビスケッ
ト

牛乳１Ｌ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
★ハム（無添加）

にんじん／玉葱／はく
さい／キャベツ

牛乳

せんべい、クッキー
たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 19.1 ｇ

土 牛乳
ウエハース

ｇ

／
脂　質 11.8 ｇ

月 麦茶
せんべい

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　537cal タンパク質 　       20.0g
脂　　　質　　　　17.4ｇ 食塩相当量　       　2.3g

28
塩せんべい／精白米／
じゃがいも／サラダ油
／緑豆はるさめ／ごま
油／インスタントマカ
ロニ／★ハードビス
ケット

豚小間／★ハム（無添
加）／白いミルクプリ
ン（乳）／乳酸菌飲料
（カルピス）

玉葱／にんじん／はく
さい／きゅうり

カルピス

せんべい、クッキー
たんぱく質 11.4

冬至


