
令和3年　　12月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和3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 477 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal

五目つくね 春雨スープ

きゅうり華風和え イカと野菜のサラダ

果物（バナナ） プリン

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal 三色丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal

根菜汁 味噌汁

ぶりの照り焼き ポテトサラダ

キャベツ和え物 果物（バナナ）

果物(みかん)
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal

味噌汁 味噌汁

レバーの竜田揚げ 名古屋チキン

おろし和え 小松菜の和え物

果物（りんご） 果物（りんご）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal そぼろ丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal

若布スープ 味噌汁

ツナサラダ ツナサラダ

ゼリー ヨーグルト

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal

味噌汁 生姜のぽかぽかみそ汁

秋刀魚の蒲焼き チーズはんぺんフライ

塩昆布キャベツ コールスローサラダ

果物（バナナ） 果物(みかん)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal

マカロニスープ ポトフ風スープ

鶏肉のトマト煮込み ポークビーンズ

かぼちゃサラダ ブロッコリーサラダ

果物（りんご） 果物（りんご）

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

しょうゆラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal

シュウマイ けんちん汁

５色ナムル 焼さけ

果物(みかん) かぼちゃ煮

果物(みかん)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

ソースカツ丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal 鶏牛蒡ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal

味噌汁 味噌汁

野菜のじゃこあえ あんかけ卵焼き

果物（りんご） 白菜の梅おかか和え

果物（バナナ）
食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

黒米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal

味噌汁 野菜スープ

かじきの酢豚風 鶏唐揚げ

大根と焼豚のサラダ コロコロサラダ

果物(オレンジ) 果物
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal

若布スープ コーンとひき肉のスープ

大根とｶﾆｶﾏのサラダ もやしのナムル

果物（バナナ） ゼリー

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

タコ飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal

味噌汁 豚汁

鰆の幽庵焼き じゃこと青菜の煮びたし

ブロッコリーのおかか和え 果物（りんご）

果物(オレンジ)

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

ちゃんぽん麺 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal

肉団子の甘辛煮 春雨スープ

青菜とコーンの和え物 マカロニサラダ

果物（りんご） ミルクプリン

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 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　　　　508cal タンパク質 　       20.4g
脂　　　質　　　　17.1ｇ 食塩相当量　       　2.1g

28
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／塩せんべい／★
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）

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／玉葱／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 11.2 ｇ

／
脂　質 13.5 ｇ

火 りんごジュース

27
精白米／三温糖／糸こん
にゃく／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／豚小間／
削り節（マルモト）／ち
りめんじゃこ

玉葱／根みつば／にんじ
ん／だいこん／はくさい
／ねぎ／ごぼう／こまつ
な／りんご

牛乳

☆ふかしいも
たんぱく質 29.6 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

月 牛乳

25
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 19.6 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

土 牛乳

24
精白米／サラダ油／かた
くり粉／じゃがいも／さ
つまいも／★ハーベスト
／三温糖／チョコ（かざ
り）

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ハム（無添加）
／生ｸﾘ-ﾑ／明治デザート
ホイップ

玉葱／にんじん／はくさ
い／きゅうり／ブロッコ
リー／オレンジ／りんご
／いちご

麦茶

☆ハーベストケーキ
たんぱく質 14.3 ｇ

／
脂　質 30.8 ｇ

金 牛乳

23
精白米／三温糖／小町麩
／かたくり粉／ごま(い
り）／コッペパン(大）
／サラダ油／グラニュー
糖

鶏小間／削り節（マルモ
ト）／豚小間／★たまご
／しらす干し／手もみ造
り本かつお節／牛乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／ご
ぼう／長ねぎ／生しいた
け(菌床栽培、生)／玉葱
／にんじん／葉ねぎ／は
くさい／きゅうり／紀州
梅　B／バナナ

牛乳

☆揚げパン
たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 13.2 ｇ

木 りんごジュース

22
精白米／さといも／糸こ
んにゃく／三温糖／お好
み焼き粉

飲むヨーグルト／しぼり
豆腐／鶏小間／煮干／甘
塩鮭／削り節（マルモ
ト）／牛乳１Ｌ／★たま
ご／豚ひき肉／あおのり
／手もみ造り本かつお節

だいこん／にんじん／は
くさい／葉ねぎ／日本か
ぼちゃ／みかん(普通､
生)／キャベツ／長ねぎ

牛乳

☆お好み焼き
たんぱく質 25.4 ｇ

／
脂　質 13.7 ｇ

水 飲むヨーグルト

21
クロワッサン／じゃがい
も／三温糖／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／精白米

牛乳１Ｌ／ウィンナー
（無添加）／豚小間／★
大豆(国産､ゆで）／ハム
（無添加）／ツナフレー
クレトルト

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／なめ
たけ瓶詰め

麦茶

☆なめたけおにぎり
たんぱく質 18.1 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

火 牛乳

20
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 20.2 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

月 牛乳

18
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
たんぱく質 26.9 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

土 牛乳

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 22.1 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

水

1
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／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／★揚げ玉

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／む
きえだまめ(冷凍)／しょ
うが／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 21.0 ｇ

／
脂　質 14.3 ｇ

木

2
精白米／さといも／さつ
まいも／サラダ油／三温
糖／黒ごま(いり）

飲むヨーグルト／木綿豆
腐／油揚げ／削り節（マ
ルモト）／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／みかん
(普通､生)

麦茶

☆大学芋

飲むヨーグルト

たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 14.5 ｇ

金

3
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

玉葱／しょうが／にんじ
ん／きゅうり／こまつな
／だいこん／りんご

牛乳

☆チーズ蒸しパン

牛乳

たんぱく質 15.7 ｇ

／
脂　質 11.0 ｇ

土

4
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

ウイニー／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

たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

月

6
精白米／薄力粉／ごま油
／グラニュー糖／ホット
ケーキmix（昭和）／サ
ラダ油

牛乳１Ｌ／★挽きわり納
豆（冷凍）／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／★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

牛乳

たんぱく質 17.6 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火

7
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

牛乳１Ｌ／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

牛乳

たんぱく質 19.0 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

水

8
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

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１
Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
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

りんごジュース

たんぱく質 25.6 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木

9
精白米／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／三温
糖／ごま油／食パン／有
塩バター

牛乳１Ｌ／豚ひれ／油揚
げ／削り節（マルモト）
／ちりめんじゃこ／★た
まご／スライスチーズ／
★プレスハム

キャベツ／だいこん／長
ねぎ／こまつな／にんじ
ん／りんご

牛乳

☆クロックムッシュ

牛乳

たんぱく質 17.5 ｇ

／
脂　質 14.0 ｇ

金

10
精白米／黒米／かたくり
粉／サラダ油／三温糖／
三温糖／ごま油／薄力粉
／強力粉／無塩バター／
グラニュー糖／★チョコ
チップ

飲むヨーグルト／油揚げ
／削り節（マルモト）／
まかじき（ブツ）／焼き
豚／★たまご

はくさい／玉葱／にんじ
ん／青ピーマン／たけの
こ(ゆで)／だいこん／
きゅうり／バレンシアオ
レンジ

麦茶

☆ビスコッティー

飲むヨーグルト

たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 15.5 ｇ

土

11
スパゲッティ／サラダ油
／精白米

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／カニカマ卵なし／甘塩
鮭

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

麦茶

☆鮭おにぎり

牛乳

たんぱく質 25.2 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

月

13
精白米／三温糖／薄力粉
／無塩バター／グラ
ニュー糖／いちごジャム

牛乳１Ｌ／★まだこ／ひ
とえぐさ(素干し)／削り
節（マルモト）／さわら
（甘塩）／手もみ造り本
かつお節／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ

しょうが／玉葱／ゆず
(果皮､生)／ブロッコ
リー／にんじん／バレン
シアオレンジ

牛乳

☆スコーン

牛乳

たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

火

14
中華めん(ゆで)／パン粉
(乾燥)／三温糖／かたく
り粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／さつまいも／
メープルシロップ／白玉
粉／薄力粉／三温糖

牛乳１Ｌ／豚小間／なる
と／★ロールいか／豚ひ
き肉／ハム（無添加）

にんじん／玉葱／りょく
とうもやし／キャベツ／
しょうが／ほうれんそう
／こまつな／りんご

牛乳

☆さつま芋のきんつば

牛乳

たんぱく質 14.3 ｇ

／
脂　質 14.0 ｇ

水

15
精白米／じゃがいも／サ
ラダ油／緑豆はるさめ／
ごま油／三温糖／ポテト

豚小間／いかくん製／白
いミルクプリン（乳）／
牛乳100ml／あおのり

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／玉
葱／にんじん／りょくと
うもやし／きゅうり／
キャベツ／トマト

牛乳

フライドポテト

りんごジュース

たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

木

16
精白米／三温糖／サラダ
油／じゃがいも／ホット
ケーキmix（昭和）／
メープルシロップ

飲むヨーグルト／★たま
ご／豚ひき肉／たら(で
んぶ)／絹ごし豆腐／削
り節（マルモト）／ハム
（無添加）／牛乳１Ｌ／
★たまご

しょうが／ほうれんそう
／なめこ／にんじん／
きゅうり／バナナ

牛乳

☆ホットケーキ

飲むヨーグルト

たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

金

17
精白米／三温糖／薄力粉
／ごま(いり）／食パン
／無塩バター／グラ
ニュー糖／粉糖

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)／しらす干し／手
もみ造り本かつお節

おろしにんにく（チュー
ブ／こまつな／きゅうり
／りょくとうもやし／り
んご

牛乳

☆シュガートースト

牛乳


