
令和3年　　11月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和3年　　11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

坦々麺風 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal

おかられんこんボール 味噌汁

塩昆布キャベツ ひれカツ

果物(みかん) ごま味噌和え

果物(オレンジ)
食塩相当量 3.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal 磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal

なめこの味噌汁 ゆずチキン

鶏肉のオレンジ焼き きゅうりのしらすあえ

ポテトサラダ 果物(みかん)

果物（バナナ）
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal

豚汁 キャベツスープ

鯵の梅肉ソース スパニッシュオムレツ

ほうれん草の中華和え リボンサラダ

果物(オレンジ) 果物（バナナ）

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal すき焼き風丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal

マカロニスープ 味噌汁

カミカミサラダ 野菜の梅肉和え

果物（りんご） 果物（りんご）

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

そぼろ丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

味噌汁 コーンとひき肉のスープ

ツナサラダ 大根とｶﾆｶﾏのサラダ

ヨーグルト 果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

ミルクロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal

グリーンシチュー 味噌汁

ハンバーグ 肉団子の甘辛煮

コーンサラダ なめ茸おろし和え

果物(オレンジ) 果物(オレンジ)

食塩相当量 3.4 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal 若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal

味噌汁 味噌汁

ししゃもの天ぷら 鶏唐揚げ

ささみと春雨の酢の物 小松菜のおかかあえ

果物(みかん) 果物（りんご）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

魚介のﾄﾏﾄｸﾘｰﾑｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal あんかけ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal

白菜のコンソメスープ 白菜と鶏団子のスープ

コールスローサラダ ひじきの中華和え

果物（バナナ） 果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal

中華風コーンスープ 味噌汁

大根と焼豚のサラダ 焼さけ

ゼリー 肉じゃが

果物(みかん)
食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 和風スパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal

すいとん入りけんちん汁 小松菜のスープ

豚肉のみそ煮 ｷｬﾍﾞﾂとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ

ブロッコリーのおかか和え ミルクプリン

果物（りんご）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ウィンナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal

舞茸スープ 味噌汁

ハムサラダ ちくわのごま和え

果物(みかん) 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal ハムカツサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal

味噌汁 トマトスープ

秋刀魚の蒲焼き さつまいもとりんごのｻﾗﾀﾞ

しめじと青菜の煮びたし 果物(みかん)

果物（バナナ）
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

☆は手作りおやつです。 （★印はアレルギー除去対象食品です） 505 kcal タンパク質 20.4 g
食材の都合で献立を変更する場合があります。 17.9 g 食塩相当量 2.3 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

たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

月

1
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
★おから(新製法)／鶏
若鶏肉ひき肉／フジッ
コの塩昆布／油揚げ

ねぎ／おろしにんにく
（チューブ／しょうが
／チンゲンツァイ／れ
んこん／むきえだまめ
(冷凍)／にんじん／玉
葱／キャベツ／きゅう
り／みかん(普通､生)／
えのきたけ／干し椎茸

麦茶

☆きのこご飯の五平もち風

牛乳

たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

火

2
精白米／マーマレード
(高糖度)／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ピザクラスト／食
パン

飲むヨーグルト／菜飯
の素(三島）／絹ごし豆
腐／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉手羽(皮
付)／ハム（無添加）／
牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ピザ用チーズ

なめこ／長ねぎ／にん
にく(りん茎)／しょう
が／にんじん／きゅう
り／ブロッコリー／バ
ナナ／玉葱／トマト／
青ピーマン

牛乳

☆ピザ

飲むヨーグルト

たんぱく質 17.3 ｇ

／
脂　質 13.7 ｇ

木

4
精白米／さといも／糸
こんにゃく／かたくり
粉／サラダ油／三温糖
／ごま油／さつまいも
／無塩バター／ホット
ケーキmix（昭和）

牛乳１Ｌ／豚小間／削
り節（マルモト）／ま
あじ

にんじん／だいこん／
はくさい／ねぎ／ごぼ
う／紀州梅　B／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／バレンシアオレン
ジ

麦茶

☆さつまいもまんじゅう

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

金

5
精白米／じゃがいも／
サラダ油／インスタン
トマカロニ／ごま油／
ホットケーキmix（森
永）／粉糖

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／いかく
ん製／絹ごし豆腐

玉葱／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／きゅうり
／だいこん／ごぼう／
りんご／バナナ

牛乳

☆豆腐とﾊﾞﾅﾅのﾄﾞｰﾅﾂ

牛乳

たんぱく質 26.9 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

土

6
精白米／三温糖／サラ
ダ油／食パン／いちご
ジャム

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／きざみのり／油
揚げ／削り節（マルモ
ト）／ツナフレークレ
トルト／おなかにおい
しいﾖｰｸﾞﾙﾄ

しょうが／こまつな／
にんじん／玉葱／きゅ
うり／キャベツ

牛乳

☆ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 23.1 ｇ

／
脂　質 22.8 ｇ

月

8
ミルクロール／薄力粉
／有塩バター／パン粉
(乾燥)／三温糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／じゃがいも／かた
くり粉／無塩バター

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き）／豚ひき肉
／ハム（無添加）／焼
きのり／きざみのり

ほうれんそう／玉葱／
にんじん／ブロッコ
リー／きゅうり／キャ
ベツ／バレンシアオレ
ンジ

麦茶

☆磯じゃがくん

牛乳

たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

火

9
きび(精白粒）／精白米
／薄力粉／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／三
温糖／ごま油／無塩バ
ター／ホットケーキmix
（昭和）／いちごジャ
ム

油揚げ／削り節（マル
モト）／ししゃも(生干
し)／あおのり／鶏若鶏
肉ささ身／牛乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
キャベツ／玉葱／にん
じん／きゅうり／みか
ん(普通､生)

牛乳

☆マーブルケーキ

りんごジュース

たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 11.7 ｇ

水

10
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／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／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）
／手もみ造り本かつお
節／切れてるチーズ

玉葱／トマトピューレ
／バジル／はくさい／
にんじん／キャベツ／
きゅうり／バナナ

麦茶

☆おかかチーズおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ

／
脂　質 20.8 ｇ

木

11
精白米／三温糖／ごま
油／ごま(いり）／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
緑豆はるさめ／かたく
り粉／三温糖／サラダ
油／ピーチゼリー／パ
イシート／カスタード
クリーム

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
★たまご／焼き豚

しょうが／ほうれんそ
う／だいずもやし／に
んじん／ねぎ／だいこ
ん／きゅうり／りんご

麦茶

☆アップルパイ

牛乳

たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

金

12
水稲穀粒(半つき米)／
薄力粉／ホットケーキ
mix（森永）／サラダ油

牛乳１Ｌ／鶏小間／豚
肩ロース(脂身付)／手
もみ造り本かつお節／
ウィンナー

だいこん／にんじん／
生しいたけ(菌床栽培、
生)／はくさい／長ねぎ
／玉葱／しょうが／ブ
ロッコリー／りんご

牛乳

☆アメリカンドック風

牛乳

たんぱく質 14.4 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

土

13
精白米／サラダ油／三
温糖／ごま油／ホット
ケーキmix（森永）／有
塩バター／メープルシ
ロップ

牛乳１Ｌ／ウィンナー
（無添加）／ﾍﾞｰｺﾝ（無
添加）／ハム（無添
加）

玉葱／まいたけ／きゅ
うり／キャベツ／にん
じん／みかん(普通､生)

牛乳

☆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

月

15
もち米／精白米／ごま
塩／薄力粉／三温糖／
じゃがいも

飲むヨーグルト／ささ
げ(乾）／絹ごし豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／削り節（マルモ
ト）／さんま／油揚げ
／牛乳１Ｌ

ぶなしめじ／こまつな
／にんじん／バナナ

牛乳

☆ゆでじゃがいも

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

たんぱく質 25.5 ｇ

／
脂　質 17.2 ｇ

火

16
精白米／さつまいも／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／白すり胡
麻／三温糖／人参食パ
ン

牛乳１Ｌ／生揚げ／削
り節（マルモト）／豚
ひれ／生ｸﾘ-ﾑ

えのきたけ／玉葱／ブ
ロッコリー／キャベツ
／ほうれんそう／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
／バナナ／もも缶
（大）／みかん缶
（大）

牛乳

☆フルーツサンド

牛乳

たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

水

17
うどん(ゆで・玉)／三
温糖／ごま油／黒糖ま
んじゅう

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／しらす干し

にんじん／玉葱／ねぎ
／ゆず(果皮､生)／きゅ
うり／キャベツ／みか
ん(普通､生)

牛乳

黒糖まんじゅう

牛乳

たんぱく質 16.4 ｇ

／
脂　質 24.9 ｇ

木

18
クロワッサン／じゃが
いも／マカロニ(ﾌｧﾙﾌｧｯ
ﾚ）／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／★たまご／ハム
（無添加）／油揚げ
（いなり用）

玉葱／キャベツ／にん
じん／青ピーマン／
きゅうり／バナナ

麦茶

☆いなり寿司

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 12.6 ｇ

金

19
精白米／しらたき／三
温糖／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／フランスパン
／有塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳１Ｌ／豚小間／焼
き豆腐／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／削り節
（マルモト）／ツナフ
レークレトルト／飲む
ヨーグルト／★きな粉
(大豆）

はくさい／にんじん／
玉葱／きゅうり／キャ
ベツ／こまつな／紀州
梅　B／りんご

飲むヨーグルト

☆きな粉ラスク

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ

／
脂　質 15.9 ｇ

土

20
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)／精白米

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
鶏若鶏肉ひき肉／カニ
カマ卵なし／★揚げ玉

にんじん／玉葱／トマ
ト缶詰(ダイス）／トマ
トピューレ／だいこん
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／バナナ／こ
ねぎ

麦茶

☆たぬきむすび

牛乳

たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 18.1 ｇ

月

22
精白米／パン粉(乾燥)
／三温糖／かたくり粉
／ごま油／三温糖／
メープルシロップ／薄
力粉／無塩バター

ひとえぐさ(素干し)／
削り節（マルモト）／
豚ひき肉／牛乳１Ｌ／
★たまご／生ｸﾘ-ﾑ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
ゆかり／玉葱／にんじ
ん／しょうが／えのき
たけ／キャベツ／こま
つな／だいこん／バレ
ンシアオレンジ

牛乳

☆メープルカップケーキ

りんごジュース

たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 21.0 ｇ

水

24
精白米／かたくり粉／
サラダ油／食パン／有
塩バター

牛乳１Ｌ／若布ごはん
の素／木綿豆腐／削り
節（マルモト）／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／し
らす干し／手もみ造り
本かつお節／★たまご

ねぎ／こまつな／きゅ
うり／にんじん／りょ
くとうもやし／りんご
／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄ
ｼﾞｭｰｽ)

牛乳

☆ｵﾚﾝｼﾞ風味ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

牛乳

たんぱく質 23.0 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

木

25
蒸し中華めん／ごま油
／三温糖／かたくり粉
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／黒糖蒸しパンmix／
日本ぐり(甘露煮）

牛乳１Ｌ／豚小間／★
ロールいか／鶏若鶏肉
ひき肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚ
ｽ釜、乾)／削り節（マ
ルモト）／ハム（無添
加）

にんじん／りょくとう
もやし／チンゲンツァ
イ／葉ねぎ／しょうが
／はくさい／生しいた
け(菌床栽培、生)／ほ
うれんそう／バナナ

牛乳

☆黒糖蒸しパン

牛乳

たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 13.0 ｇ

金

26
精白米／じゃがいも／
しらたき／三温糖／薄
力粉／三温糖／サラダ
油／かたくり粉／ごま
油

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／甘塩
鮭／豚小間／豚ひき肉

まいたけ／玉葱／にん
じん／みかん(普通､生)
／たけのこ(ゆで)／ね
ぎ

麦茶

☆豚肉のおやき

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 11.6 ｇ

土

27
スパゲッティ／サラダ
油／三温糖／ごま油／
さつまいも

ハム（無添加）／きざ
みのり／豚小間／ハム
（無添加）／白いミル
クプリン（乳）／牛乳
１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
にんじん／玉葱／ほん
しめじ／えのきたけ／
こまつな／キャベツ／
ブロッコリー

牛乳

☆ふかしいも

りんごジュース

たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

月

29
精白米／三温糖／白す
り胡麻／三温糖／コッ
ペパン(大）／サラダ油

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／鶏小間／削り節
（マルモト）／★たま
ご／油揚げ／焼き竹輪

玉葱／根みつば／だい
こん／長ねぎ／キャベ
ツ／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／バレンシアオレン
ジ

牛乳

☆ココア揚げパン

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 14.5 ｇ

／
脂　質 26.8 ｇ

火

30
食パン／さつまいも／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／パイシート

牛乳１Ｌ／★ハムカツ
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／ハ
ム（無添加）／クリー
ムチーズ

トマト缶詰(ダイス）／
キャベツ／きゅうり／
りんご／みかん(普通､
生)／ブルーベリー
(ジャム)

牛乳

☆ブルーベリーチーズパイ

牛乳


