
令和3年　　10月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和3年　　10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

スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal トマトクリームスパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
野菜のごまスープ チキンスープ
ポテトサラダ コーンサラダ
果物（巨峰） 果物（バナナ）

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
白菜のコンソメスープ けんちん汁
短冊サラダ れんこん入りつくね
果物(みかん) ひじきとツナの和え物

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
豆腐入り松風焼き 味噌汁
きゅうり華風和え 炒り鶏
果物（バナナ） 小松菜の煮びたし

果物(柿)
食塩相当量 3.1 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

キーマカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
オニオンスープ 味噌汁
梅ドレッシングサラダ ささみのチーズ巻き
果物(オレンジ) マカロニサラダ

果物(みかん)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal 玄米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
味噌汁 味噌汁
はんぺんフライ 魚の煮付け
お浸し 五色なます
果物(梨) 果物（りんご）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
味噌汁 さつま芋のかき揚げ
豆腐の中華煮 鶏肉のあえもの
春雨のあえもの 果物（バナナ）
果物（りんご）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
豚肉と野菜のスープ コーンとひき肉のスープ
チキンコーンフレーク焼き もやしのナムル
さつまいもさらだ ゼリー
果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
若布スープ 味噌汁
ツナサラダ チンジャオロース
ゼリー チョレギ風サラダ

果物（バナナ）
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal スティックパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
味噌汁 大豆とトマトのスープ
ちくわのごまマヨ和え グラタン
果物(オレンジ) フレンチサラダ

果物(柿)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 3.0 ｇ

五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
味噌汁 すまし汁
鰤の幽庵焼き チキンカツ
おかか和え マッシュポテト
果物(みかん) ブロッコリーのおかか和え

食塩相当量 2.0 ｇ 果物(みかん) 食塩相当量 1.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal
中華風玉子スープ 味噌汁
八宝菜 焼さけ
ひじきの中華和え 筑前煮
果物（バナナ） 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
みそラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
肉団子の甘辛煮 味噌汁
大根のゆかり和え レバーの竜田揚げ
果物（りんご） おろし和え

果物（りんご）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
ポトフ風スープ 味噌汁
ポークビーンズ 大根とｶﾆｶﾏのサラダ
塩昆布キャベツ 果物（バナナ）
果物(オレンジ)

食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.1 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。

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　509cal タンパク質 　       19.5g
脂　　　質　　　　17.4ｇ 食塩相当量　       　2.0g

30
精白米／ごま油／★ｲﾅ
ｼｮｸババロアの素／塩せ
んべい

豚小間／油揚げ／削り
節（マルモト）／カニ
カマ卵なし／牛乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
しょうが／玉葱／アル
ファルファもやし／だ
いこん／キャベツ／に
んじん／きゅうり／バ
ナナ／フルーツソース

麦茶
☆ババロア

たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

土 りんごジュース

29
精白米／かたくり粉／
サラダ油／パイシート
／さつまいも／三温糖

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／豚レ
バー／牛乳100ml／生ｸﾘ
-ﾑ

ゆかり／玉葱／しょう
が／えのきたけ／キャ
ベツ／きゅうり／にん
じん／だいこん／りん
ご／日本かぼちゃ

牛乳
☆パンプキンパイ

たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 22.9 ｇ

金 牛乳

28
精白米／さといも／糸
こんにゃく／三温糖／
ホットケーキmix（昭
和）／無塩バター／白
すり胡麻

牛乳１Ｌ／ひとえぐさ
(素干し)／削り節（マ
ルモト）／甘塩鮭／鶏
若鶏肉モモ(皮なし)

玉葱／にんじん／れん
こん／生しいたけ(菌床
栽培、生)／バレンシア
オレンジ／ほうれんそ
う

麦茶
☆ポパイ棒

たんぱく質 24.8 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

木 牛乳

27
精白米／花ふ／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／じゃがいも／有
塩バター／フランスパ
ン／無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳１Ｌ／若布ごはん
の素／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉胸(皮な
し)／手もみ造り本かつ
お節／牛乳100ml

長ねぎ／生しいたけ(菌
床栽培、生)／ブロッコ
リー／みかん(普通､生)

牛乳
☆ラスク

たんぱく質 18.6 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

水 牛乳

26
スティックパン／イン
スタントマカロニ／有
塩バター／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／三温糖／精白米

牛乳１Ｌ／★大豆(国
産､ゆで）／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／玉葱／ブ
ロッコリー／きゅうり
／にんじん／かき(甘が
き)

牛乳
☆焼きライスコロッケ

たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

火 牛乳

25
精白米／じゃがいも／
サラダ油／三温糖／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／ごま(乾)／食パ
ン／アーモンドプード
ル／グラニュー糖／有
塩バター

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／豚
ロース(スライス)／ハ
ム（無添加）／韓国の
り／★たまご

長ねぎ／青ピーマン／
赤ピーマン／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／たけのこ(ゆ
で)／キャベツ／にんじ
ん／きゅうり／おろし
にんにく（チューブ／
バナナ

牛乳
☆アーモンドトースト

たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 18.2 ｇ

月 牛乳

23
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／オレン
ジゼリー／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／鶏
若鶏肉ひき肉／カニカ
マ卵なし

はくさい／にんじん／
生しいたけ(菌床栽培、
生)／玉葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／きゅうり

牛乳
☆さつま芋蒸しパン

たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 15.4 ｇ

土 牛乳

22
うどん(ゆで・玉)／さ
つまいも／薄力粉／サ
ラダ油／ごま油／三温
糖／ごま(いり）／精白
米／三温糖

削り節（マルモト）／
豚小間／焼き竹輪／し
らす干し／鶏若鶏肉胸
(皮なし)／ちりめん
じゃこ／油揚げ（いな
り用）

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
にんじん／玉葱／日本
かぼちゃ／こまつな／
はくさい／長ねぎ／ほ
うれんそう／キャベツ
／ブロッコリー／バナ
ナ／紀州梅　B

麦茶
☆くるくる稲荷

たんぱく質 17.6 ｇ

／
脂　質 11.0 ｇ

金 りんごジュース

21
精白米／発芽玄米／三
温糖／三温糖／ごま(い
り）／薄力粉／サラダ
油／ごま油

牛乳１Ｌ／油揚げ／削
り節（マルモト）／ぎ
んだら／豚ひき肉

キャベツ／玉葱／だい
こん／にんじん／きゅ
うり／こまつな／れん
こん／りんご／たけの
こ(ゆで)／ねぎ

麦茶
☆肉まん

たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 14.9 ｇ

木 牛乳

20
精白米／三温糖／かた
くり粉／インスタント
マカロニ／食パン／有
塩バター

牛乳１Ｌ／油揚げ／鶏
若鶏肉ひき肉／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
削り節（マルモト）／
鶏若鶏肉ささ身／スラ
イスチーズ／ハム（無
添加）／★たまご／ﾌﾛｰ
ｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

えのきたけ／生しいた
け(菌床栽培、生)／ほ
んしめじ／にんじん／
玉葱／玉葱／きゅうり
／みかん(普通､生)／オ
レンジ

牛乳
☆フレンチトースト

たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

水 牛乳

19
精白米／糸こんにゃく
／サラダ油／三温糖／
薄力粉／無塩バター／
グラニュー糖／いちご
ジャム

飲むヨーグルト／★挽
きわり納豆（冷凍）／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／削り節（マルモ
ト）／鶏小間／さつま
揚げ(卵なし）／油揚げ
／ちりめんじゃこ／牛
乳１Ｌ

キャベツ／玉葱／にん
じん／だいこん／ごぼ
う／れんこん／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
さやいんげん／こまつ
な／かき(甘がき)

牛乳
☆スコーン

たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 15.8 ｇ

火 飲むヨーグルト

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 19.1 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

金

1
スパゲッティ／サラダ
油／白すり胡麻／じゃ
がいも／ホットケーキ
mix（森永）／有塩バ
ター

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
豚小間／ハム（無添
加）

なす／にんじん／玉葱
／トマト缶詰(ホール）
／トマトピューレ／
キャベツ／きゅうり／
巨峰

牛乳
☆人参蒸しパン

牛乳

たんぱく質 16.9 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

土

2
精白米／じゃがいも／
サラダ油／ごま油／三
温糖／食パン

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／はく
さい／だいこん／きゅ
うり／みかん(普通､生)

牛乳
☆ツナサンド

牛乳

たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

月

4
うどん(ゆで・玉)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
三温糖／白ごま(いり）
／サラダ油／ごま油／
精白米

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／日高昆布／
豚ばら(脂身付)／鶏若
鶏肉ひき肉／しぼり豆
腐／★たまご／甘塩ざ
け（ブツ）／若布ごは
んの素

えのきたけ／ほんしめ
じ／生しいたけ(菌床栽
培、生)／まいたけ／な
めこ／にんじん／こま
つな／ねぎ／玉葱／
きゅうり／バナナ

麦茶
☆鮭若布おにぎり

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

火

5
精白米／有塩バター／
三温糖／コッペパン
(大）／サラダ油／三温
糖

飲むヨーグルト／豚ひ
き肉／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
／こまつな／キャベツ
／紀州梅　B／バレンシ
アオレンジ

牛乳
☆揚げパン

飲むヨーグルト

たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

水

6
精白米／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
お好み焼き粉

牛乳１Ｌ／菜飯の素(三
島）／生揚げ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
削り節（マルモト）／
★はんぺんちーず／手
もみ造り本かつお節／
★たまご／豚ひき肉／
あおのり

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／日本な
し

麦茶
☆お好み焼き

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

木

7
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）／グ
ラニュー糖／サラダ油

牛乳１Ｌ／油揚げ／削
り節（マルモト）／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／りんご／バ
ナナ／レモン(果汁､生)

牛乳
☆バナナパウンドケーキ

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ

／
脂　質 22.0 ｇ

金

8
ロールパン／白すり胡
麻／★パン粉(生)／
コーンフレーク／さつ
まいも／じゃがいも／
有塩バター／かたくり
粉／サラダ油

牛乳１Ｌ／豚小間／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
エダムチーズ／ハム
（無添加）／むきかれ
い

こまつな／たけのこ(ゆ
で)／にんじん／玉葱／
きゅうり／かき(甘が
き)

麦茶
☆フィッシュボール

牛乳

たんぱく質 15.6 ｇ

／
脂　質 12.7 ｇ

土

9
スパゲッティ／サラダ
油／三温糖／ごま油／
オレンジゼリー／塩せ
んべい／★ハードビス
ケット

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／
キャベツ

牛乳
せんべい、クッキー

りんごジュース

たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 17.0 ｇ

月

11
精白米／三温糖／白す
り胡麻／三温糖／じゃ
がいも／サラダ油／薄
力粉

飲むヨーグルト／豚ば
ら(脂身付)／豚小間／
削り節（マルモト）／
木綿豆腐／煮干／焼き
竹輪／牛乳１Ｌ

玉葱／葉ねぎ／しょう
が／なめこ／長ねぎ／
キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／バレ
ンシアオレンジ

牛乳
☆みそポテト

飲むヨーグルト

たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

火

12
水稲穀粒(半つき米)／
三温糖／ホットケーキ
mix（昭和）／サラダ油

牛乳１Ｌ／木綿豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／削り節（マルモ
ト）／ぶり（切り身）
／手もみ造り本かつお
節／エダムチーズ

ゆず(果皮､生)／はくさ
い／にんじん／こまつ
な／みかん(普通､生)

牛乳
☆もちもちチーズ

牛乳

たんぱく質 16.8 ｇ

／
脂　質 13.8 ｇ

水

13
精白米／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたくり
粉／ごま油／ごま(い
り）／三温糖／蒸しパ
ンmix／無塩バター／サ
ラダ油／グラニュー糖

★たまご／豚小間／★
ロールいか／★むきえ
び／★うずら卵(水煮缶
詰）／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／★た
まご

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
ねぎ／はくさい／アル
ファルファもやし／に
んじん／たけのこ(ゆ
で)／生しいたけ(菌床
栽培、生)／キャベツ／
ほうれんそう／バナナ

牛乳
☆コロンコロンドーナツ

りんごジュース

たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 19.8 ｇ

木

14
中華めん(ゆで)／★パ
ン粉(生)／三温糖／か
たくり粉／三温糖／パ
イ皮／じゃがいも

牛乳１Ｌ／焼き豚／豚
ひき肉／飲むヨーグル
ト／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
／にんじん／玉葱／
しょうが／だいこん／
キャベツ／こまつな／
ゆかり／りんご

飲むヨーグルト
☆ベーコンポテトパイ

牛乳

たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

金

15
コッペパン(大）／バタ
－ピ－ナッツ／じゃが
いも／三温糖／サラダ
油／ごま油／精白米

牛乳１Ｌ／ウィンナー
／豚小間／★大豆(国
産､ゆで）／フジッコの
塩昆布／焼き豚／★た
まご

はくさい／玉葱／にん
じん／だいこん／トマ
トピューレ／キャベツ
／きゅうり／バレンシ
アオレンジ／葉ねぎ

麦茶
☆チャーハン

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

土

16
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
／さつまいも

牛乳１Ｌ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／生ｸﾘ-ﾑ
／鶏小間／ハム（無添
加）

にんじん／玉葱／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

牛乳
☆ふかしいも

牛乳

たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

月

18
精白米／押し麦／さと
いも／ごま油／三温糖
／さつまいも／三温糖
／有塩バター

牛乳１Ｌ／鶏小間／削
り節（マルモト）／鶏
若鶏肉ひき肉／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ツナ
フレークレトルト／生ｸ
ﾘ-ﾑ／★たまご

だいこん／にんじん／
はくさい／葉ねぎ／れ
んこん／生しいたけ(菌
床栽培、生)／長ねぎ／
キャベツ／バレンシア
オレンジ

牛乳
☆スイートポテト

牛乳


