
令和4年　　2月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和4年　　2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

味噌煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal

豆腐入り松風焼き 御嶽汁

きゅうり華風和え 鰆の照り焼き

果物(いよかん) 小松菜の磯和え

果物（バナナ）

食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

スティックパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 461 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

ミネストローネ 野菜スープ

マカロニグラタン 鶏唐揚げ

ブロッコリーサラダ かぼちゃサラダ

果物(苺) 果物(苺)

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal

鰯のつみれ汁 中華風コーンスープ

エビフライ キャロットサラダ

五目豆煮 果物（バナナ）

果物（デコポン）

食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 457 kcal しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal

野菜汁 味噌汁

ぶりの味噌焼き 春巻き

昆布の和え物 ゆかり和え

果物（バナナ） 果物(いよかん)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal

若布スープ コーンとひき肉のスープ

ツナサラダ もやしの中華サラダ

果物(オレンジ) 果物（バナナ）

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 441 kcal

豚汁 鶏の塩麹焼き

魚の煮付け 青菜とコーンの和え物

ひじきの和風和え 果物(いよかん)

果物（デコポン）

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 445 kcal

春雨コーンスープ トマトスープ

中華風サラダ 鮭のムニエル

プリン マカロニサラダ

果物(苺)

食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal たぬきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal

なめこ汁 味噌汁

あんかけ卵焼き レバーの竜田揚げ

ツナと野菜の和え物 小松菜の煮びたし

果物（バナナ） 果物（デコポン）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ミルクロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal

グリーンシチュー 白菜と鶏団子のスープ

チキンカツ 回鍋肉

カミカミサラダ ナムル

果物(いよかん) 果物（きよみ）

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

トマトクリームスパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal

若布と玉葱スープ 味噌汁

白菜サラダ キャベツのおかかあえ

果物（バナナ） 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal ポークストロガノフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal

ジュリエンヌスープ 冬野菜のスープ

イカと野菜のサラダ シュフレサラダ

果物(いよかん) 果物（デコポン）

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.4 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。 脂　　　質　　　　18.6ｇ 食塩相当量　       　2.2g

たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

月 牛乳

28

精白米／サラダ油／三
温糖／ごま油／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／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／ハム
（無添加）

玉葱／ぶなしめじ／ブ
ロッコリー／はくさい
／にんじん／だいこん
／きゅうり／キャベツ
／デコポン

牛乳

☆さつま芋のきんつば

26

精白米／ピザクラスト
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)

飲むヨーグルト／豚小
間／豚ロース(スライ
ス)／油揚げ／削り節
（マルモト）／手もみ
造り本かつお節／牛乳
１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）
／ピザ用チーズ

しょうが／玉葱／にら
／こまつな／キャベツ
／きゅうり／にんじん
／バレンシアオレンジ
／青ピーマン

牛乳

☆ピザ
たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 16.6 ｇ

土 飲むヨーグルト

25

精白米／押し麦／ごま
油／サラダ油／三温糖
／かたくり粉／ごま(い
り）／蒸し中華めん

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／豚小間／
豚ばら(脂身付)／カニ
カマ卵なし／豚ひき肉

葉ねぎ／しょうが／に
んじん／はくさい／
キャベツ／玉葱／長ね
ぎ／たけのこ(ゆで)／
青ピーマン／おろしに
んにく（チューブ／
きゅうり／こまつな／
豆もやし／きよみオレ
ンジ／りょくとうもや

麦茶

☆焼きそば
たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

金 牛乳

24

精白米／かたくり粉／
サラダ油／無塩バター
／グラニュー糖／ホッ
トケーキmix（昭和）

★揚げ玉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／豚レ
バー／油揚げ／牛乳１
Ｌ／★たまご

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
こねぎ／まいたけ／玉
葱／しょうが／こまつ
な／にんじん／デコポ
ン／レモン(果汁､生)

牛乳

☆マドレーヌ
たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木 りんごジュース

22

コッペパン(大）／バタ
－ピ－ナッツ／薄力粉
／有塩バター／インス
タントマカロニ

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／生鮭／ハム（無
添加）／フランクフル
ト(無添加）

トマト缶詰(ダイス）／
玉葱／キャベツ／にん
じん／きゅうり／いち
ご

麦茶

フランクフルト
たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 25.5 ｇ

火 牛乳

21

うどん(ゆで・玉)／さ
といも／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／さつまいも
／サラダ油／三温糖／
黒ごま(いり）

牛乳１Ｌ／鶏小間／削
り節（マルモト）／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
焼き竹輪

だいこん／にんじん／
長ねぎ／ほうれんそう
／こまつな／玉葱／い
よかん

牛乳

☆大学芋
たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 16.9 ｇ

月 牛乳

19

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／ドック
パン

牛乳１Ｌ／豚小間／鶏
若鶏肉ひき肉／カニカ
マ卵なし／あらびきウ
インナー

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

☆ホットドッグ
たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 17.2 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 23.8 ｇ

／
脂　質 22.5 ｇ

火

1

うどん(ゆで・玉)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
白ごま(いり）／ごま油
／パイ皮／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／豚小間／鶏
若鶏肉ひき肉／しぼり
豆腐／★たまご／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）

にんじん／玉葱／はく
さい／ほうれんそう／
ねぎ／きゅうり／いよ
かん

牛乳

☆ベーコンポテトパイ

牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ

／
脂　質 17.4 ｇ

水

2

スティックパン／じゃ
がいも／サラスパ／イ
ンスタントマカロニ／
サラダ油／有塩バター
／薄力粉／パン粉(乾
燥)／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／精白米

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ウィンナー（無
添加）／粉チーズ／焼
き豚／★たまご

キャベツ／にんじん／
玉葱／トマト缶詰(ダイ
ス）／トマトピューレ
／ブロッコリー／きゅ
うり／いちご／こねぎ

麦茶

☆チャーハン

牛乳

たんぱく質 27.3 ｇ

／
脂　質 23.3 ｇ

木

3

精白米／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
さといも／糸こんにゃ
く／ごま油／三温糖／
★ｲﾅｼｮｸババロアの素

牛乳１Ｌ／まいわし／
日高昆布／だしパック
無添加だし／ブラック
タイガー(フライ／★た
まご／★大豆(国産､ゆ
で）／鶏小間／削り節
（マルモト）／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

しょうが／ごぼう／葉
ねぎ／玉葱／パセリ／
にんじん／デコポン／
いちご

麦茶

☆鬼さんババロア

牛乳

たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 14.0 ｇ

金

4

精白米／食パン／アー
モンドプードル／グラ
ニュー糖／有塩バター

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／牛乳１Ｌ／
★たまご

にんじん／だいこん／
はくさい／ごぼう／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳

☆アーモンドトースト

飲むヨーグルト

たんぱく質 16.6 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

土

5

スパゲッティ／サラダ
油／三温糖／ごま油／
ホットケーキmix（森
永）／有塩バター

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１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
にんじん／青ピーマン
／玉葱／ねぎ／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
レンシアオレンジ

牛乳

☆人参蒸しパン

りんごジュース

たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

月

7

精白米／さといも／糸
こんにゃく／三温糖／
ごま(いり）／ホット
ケーキmix（昭和）／無
塩バター／グラニュー
糖

牛乳１Ｌ／豚小間／削
り節（マルモト）／ぎ
んだら／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）／★たまご

にんじん／だいこん／
はくさい／ねぎ／ごぼ
う／キャベツ／ほうれ
んそう／デコポン／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 19.0 ｇ

／
脂　質 19.8 ｇ

火

8

精白米／ごま油／三温
糖／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
緑豆はるさめ／三温糖
／サラダ油／フランス
パン／有塩バター／グ
ラニュー糖

牛乳１Ｌ／しぼり豆腐
／豚ひき肉／★たまご
／カニカマ卵なし／白
いミルクプリン（乳）

葉ねぎ／にら／しょう
が／おろしにんにく
（チューブ／ねぎ／だ
いこん／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／きゅう
り

牛乳

☆ラスク

牛乳

たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

水

9

精白米／三温糖／サラ
ダ油／じゃがいも／薄
力粉

牛乳１Ｌ／菜飯の素(三
島）／絹ごし豆腐／削
り節（マルモト）／★
たまご／豚小間／ツナ
フレークレトルト

なめこ／玉葱／にんじ
ん／ほうれんそう／こ
まつな／キャベツ／バ
ナナ

牛乳

☆味噌ポテト

牛乳

たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

木

10

ミルクロール／薄力粉
／有塩バター／パン粉
(乾燥)／サラダ油／ご
ま油／精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き）／鶏若鶏肉
胸(皮なし)／いかくん
製／油揚げ（いなり
用）

ほうれんそう／玉葱／
にんじん／ブロッコ
リー／きゅうり／だい
こん／ごぼう／いよか
ん

麦茶

☆いなり寿司

牛乳

たんぱく質 16.6 ｇ

／
脂　質 19.7 ｇ

土

12

スパゲッティ／有塩バ
ター／精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／★むきえび
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／生
ｸﾘ-ﾑ／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／ハム（無
添加）／鶏若鶏肉ひき
肉

玉葱／生しいたけ(菌床
栽培、生)／はくさい／
ブロッコリー／にんじ
ん／バナナ／しょうが

麦茶

☆そぼろおにぎり

牛乳

たんぱく質 17.8 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

月

14

精白米／じゃがいも／
サラダ油／三温糖／食
パン／はちみつ／有塩
バター

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／いかく
ん製

玉葱／にんじん／だい
こん／セロリー／パセ
リ／きゅうり／キャベ
ツ／トマト／いよかん

牛乳

☆ハニートースト

牛乳

たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

火

15

精白米／糸こんにゃく
／三温糖／薄力粉／グ
ラニュー糖／サラダ油

牛乳１Ｌ／豚小間／油
揚げ／削り節（マルモ
ト）／さわら（甘塩）
／焼きのり／飲むヨー
グルト／★たまご

ゆかり／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ごぼう
／ぶなしめじ／しょう
が／こまつな／バナナ

飲むヨーグルト

☆コロンコロンドーナツ

牛乳

たんぱく質 10.5 ｇ

／
脂　質 27.4 ｇ

水

16

精白米／かたくり粉／
サラダ油／★マリービ
スケット／三温糖

ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ハ
ム（無添加）／牛乳１
Ｌ／生ｸﾘ-ﾑ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
玉葱／にんじん／はく
さい／西洋かぼちゃ／
きゅうり／いちご

麦茶

☆ビスケットケーキ

りんごジュース

たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

木

17

スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)／かたくり粉／
ごま油／三温糖／精白
米／パン粉(乾燥)／有
塩バター

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
鶏若鶏肉ひき肉／★た
まご／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／カニカマ
卵なし／サラダチーズ

にんじん／玉葱／トマ
ト缶詰(ホール）／トマ
トピューレ／ねぎ／
きゅうり／キャベツ／
バナナ

麦茶

☆ライスコロッケ

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

金

18

精白米／味付き白ごま
／春巻きの皮／薄力粉
／かたくり粉／サラダ
油／三温糖／ホット
ケーキmix（昭和）

牛乳１Ｌ／しらす干し
／湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／削り節（マルモ
ト）／豚小間／エダム
チーズ／木綿豆腐

玉葱／りょくとうもや
し／たけのこ(ゆで)／
にら／生しいたけ(菌床
栽培、生)／キャベツ／
こまつな／にんじん／
ゆかり／いよかん

牛乳

☆もちもち豆腐チーズパン

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　494cal タンパク質 　       20.0g


