
令和4年　　3月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和4年　　3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

ナン🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
キャベツスープ 野菜のごまスープ
キーマカレー🌸 ポテトサラダ
豆サラダ 果物（デコポン）
果物（はっさく）

食塩相当量 3.4 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal 黒米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
味噌汁 味噌汁
チキン南蛮🌸 焼さけ
ひじきの炒め煮 白和え
果物(苺) 果物（きよみ）

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ちらし寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal ぶどうパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
すまし汁 ポタージュスープ
さわらの西京焼き ポークビーンズ
千草和え 梅ドレッシングサラダ
果物（バナナ） 果物（はっさく）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
醤油ラーメン🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
揚げ餃子 小松菜スープ
５色ナムル ハムサラダ
果物（きよみ） ゼリー

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ
マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
若布と玉葱のスープ オニオンスープ
もやしの中華サラダ 鶏唐揚げ🌸

果物（バナナ） リボンサラダ
果物（きよみ）

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
シーフードピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal ハッシュドポーク ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
トマトスープ 春雨スープ
チーズバーグ イカと野菜のサラダ
マカロニサラダ🌸 ヨーグルト
果物（デコポン）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ
納豆ごはん🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal 若布ごはん🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
豚汁 味噌汁
鯖のみそ煮 鶏肉のオレンジ焼き
お浸し ブロッコリーのおかか和え
果物（きよみ） 果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ゆかりごはん🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal 五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
なめこの味噌汁 味噌汁
鶏肉の照り焼き ぶりのみそ焼き
青菜とコーンの和え物 ちくわのごま和え
果物(苺) 果物（デコポン）

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
カレーライス🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal ベーコンクリームスパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
マカロニスープ チキンスープ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ
果物（バナナ） 果物(バナナ)

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
ほうとううどん🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal そぼろごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
豆腐の五目焼き 味噌汁
のらぼうのごま和え 春雨のあえもの
果物（はっさく） ミルクプリン🌸

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ウィンナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal ジャムサンド🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
コーンスープ ポークトマトスープ
ブロッコリーサラダ 南瓜グラタン🌸

ゼリー コールスローサラダ
果物（バナナ）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal ふりかけごはん🌸 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
味噌汁 味噌汁
大根とｶﾆｶﾏのサラダ レバーの竜田揚げ🌸

果物（バナナ） ごま味噌和え
果物（はっさく）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal あんかけ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
味噌汁 コーンとひき肉のスープ
豚すき風 ちくわの梅マヨ和え
じゃこと大豆の和え物 果物(甘夏)
果物(苺)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 3.3 ｇ
☆は手作りおやつ、🌸はゆり組リクエストメニューです。 （★印はアレルギー除去対象食品です） 508 kcal タンパク質 21.2 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 2.4 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 14.5 ｇ

木

31
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(ｸ
ﾘｰﾑ)／コッペパン(大）
／サラダ油／三温糖

飲むヨーグルト／豚小
間／★ロールいか／★
むきえび／鶏若鶏肉ひ
き肉／焼き竹輪／牛乳
１Ｌ／加糖練乳／★き
な粉(大豆）

にんじん／りょくとう
もやし／チンゲンツァ
イ／玉葱／きゅうり／
紀州梅　B／なつみかん
／いちご

☆苺ミルク
☆揚げパン

飲むヨーグルト

たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

水

30
精白米／かたくり粉／
サラダ油／白すり胡麻
／三温糖／さつまいも
／パイシート／メープ
ルシロップ／黒ごま(い
り）

牛乳１Ｌ／あおさ(素干
し)／削り節（マルモ
ト）／豚レバー

えのきたけ／玉葱／
しょうが／キャベツ／
のらぼう／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／はっ
さく

牛乳
☆さつま芋スティックパイ

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

火

29
食パン／いちごジャム
／じゃがいも／三温糖
／インスタントマカロ
ニ／有塩バター／薄力
粉／パン粉(乾燥)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
サラダ油／精白米

牛乳１Ｌ／豚小間／鶏
小間／エダムチーズ／
甘塩鮭

玉葱／にんじん／トマ
ト缶詰(ダイス）／ブ
ロッコリー／西洋かぼ
ちゃ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ／むきえ
だまめ(冷凍)

麦茶
☆鮭豆おにぎり

牛乳

たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

月

28
精白米／三温糖／サラ
ダ油／普通はるさめ
(乾)／ごま(いり）／ご
ま油／お好み焼き粉／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
たら(でんぶ)／油揚げ
／削り節（マルモト）
／ハム（無添加）／白
いミルクプリン（乳）
／★たまご／あおのり
／手もみ造り本かつお
節

しょうが／だいこん／
長ねぎ／きゅうり／に
んじん／キャベツ

麦茶
☆お好み焼き🌸

牛乳

たんぱく質 19.0 ｇ

／
脂　質 13.6 ｇ

土

26
スパゲッティ／有塩バ
ター／薄力粉／三温糖
／サラダ油／ごま油／
精白米

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏小間／ハム
（無添加）／手もみ造
り本かつお節／切れて
るチーズ

おろしにんにく
（チューブ／玉葱／ほ
んしめじ／にんじん／
キャベツ／ブロッコ
リー／バナナ

麦茶
☆おかかチーズおにぎり

牛乳

たんぱく質 22.2 ｇ

／
脂　質 15.9 ｇ

金

25
水稲穀粒(半つき米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／白すり胡麻
／ホットケーキmix（森
永）

湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／削り節（マルモ
ト）／ぶり（切り身）
／焼き竹輪／牛乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
キャベツ／にんじん／
のらぼう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／デコポン

牛乳
☆ｺｺｱ蒸しﾊﾟﾝ

りんごジュース

たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

木

24
精白米／マーマレード
(高糖度)／食パン／有
塩バター／三温糖

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)／手
もみ造り本かつお節／
★たまご

ねぎ／にんにく(りん
茎)／しょうが／ブロッ
コリー／にんじん／バ
ナナ

牛乳
☆フレンチトースト

牛乳

たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 14.9 ｇ

水

23
精白米／普通はるさめ
(乾)／三温糖／サラダ
油／ホットケーキmix
（森永）

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／いかく
ん製／明治ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾖｰｸﾞ
ﾙﾄ苺／★たまご

玉葱／ぶなしめじ／に
んじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／きゅうり／キャベ
ツ／トマト

牛乳
☆手作りドーナツ

牛乳

17.8 ｇ

／
脂　質 28.6 ｇ

火

22
精白米／サラダ油／有
塩バター／かたくり粉
／マカロニ(ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ）
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／★スポンジケーキ

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／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾑ

玉葱／にんじん／きゅ
うり／きよみオレンジ
／もも缶（大）／みか
ん缶（大）／いちご

麦茶
☆手作りケーキ

牛乳

たんぱく質

19
精白米／サラダ油／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油／オレ
ンジゼリー／ドックパ
ン

牛乳１Ｌ／鶏小間／豚
小間／ハム（無添加）
／あらびきウインナー

玉葱／にんじん／こま
つな／きゅうり／キャ
ベツ

牛乳
☆ホットドッグ

たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

土 牛乳

麦茶
☆ぼたもち

たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 13.1 ｇ

金 牛乳

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
ぶどうパン／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／有
塩バター／薄力粉／サ
ラダ油／じゃがいも／
三温糖／三温糖／もち
米／精白米

牛乳１Ｌ／豚小間／★
大豆(国産､ゆで）／ツ
ナフレークレトルト／
あずき(乾）

玉葱／にんじん／トマ
ト缶詰(ダイス）／トマ
トピューレ／きゅうり
／キャベツ／ブロッコ
リー／紀州梅　B／はっ
さく

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価

たんぱく質 24.2 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

木

17
精白米／黒米／糸こん
にゃく／三温糖／ごま
(いり）／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／油揚
げ／削り節（マルモ
ト）／甘塩鮭／しぼり
豆腐／牛乳１Ｌ

キャベツ／玉葱／のら
ぼう／にんじん／きよ
みオレンジ

牛乳
☆スコーン

飲むヨーグルト

たんぱく質 17.5 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

水

16
スパゲッティ／サラダ
油／白すり胡麻／じゃ
がいも／フランスパン
／無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳１Ｌ／ウィンナー
（無添加）／豚小間／
ハム（無添加）

にんじん／青ピーマン
／玉葱／キャベツ／
きゅうり／デコポン

牛乳
☆ラスク

牛乳

たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 18.1 ｇ

火

15
精白米／しらたき／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま(いり）／
メープルシロップ／
ホットケーキmix（森
永）／無塩バター

牛乳１Ｌ／菜飯の素(三
島）／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／削り節
（マルモト）／豚小間
／焼き豆腐／ちりめん
じゃこ／★大豆(国産､
ゆで）／★たまご／生ｸ
ﾘ-ﾑ

まいたけ／玉葱／はく
さい／にんじん／長ね
ぎ／いちご／りんご(ｽﾄ
ﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)

りんごジュース
☆メープルカップケーキ

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 23.3 ｇ

月

14
精白米／三温糖／ポテ
ト／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／絹ごし豆腐／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／カニカマ卵なし／あ
おのり

玉葱／根みつば／だい
こん／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／きゅうり
／バナナ

牛乳
☆フライドポテト🌸

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 14.6 ｇ

土

12
精白米／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ピーチ
ゼリー／塩せんべい／
★ハードビスケット

飲むヨーグルト／ウィ
ンナー（無添加）／鶏
若鶏肉ひき肉／ハム
（無添加）／牛乳１Ｌ

玉葱／ブロッコリー／
きゅうり／キャベツ

牛乳
せんべい、クッキー

飲むヨーグルト

たんぱく質 24.9 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

金

11
うどん(ゆで・玉)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま(いり）／三温糖／
食パン／有塩バター／
マシュマロ／★ハー
シーチョコソース

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／豚小間／し
ぼり豆腐／豚ひき肉／
★むきえび／しらす干
し／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／ちりめんじゃ
こ

にんじん／玉葱／日本
かぼちゃ／ほうれんそ
う／はくさい／長ねぎ
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／のらぼう／
はっさく／パインアッ
プル缶（大）

牛乳
☆ﾃﾞｻﾞｰﾄﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ🌸

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

木

10
精白米／じゃがいも／
サラダ油／インスタン
トマカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／ごま油／ホットケー
キmix（森永）

豚小間／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ツナフレークレ
トルト／牛乳１Ｌ／魚
肉ソ－セ－ジ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
玉葱／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／ブロッコ
リー／きゅうり／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
☆アメリカンドック風

りんごジュース

たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

水

9
精白米／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／三温糖／ごま
油

牛乳１Ｌ／絹ごし豆腐
／削り節（マルモト）
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／豚ひき肉

ゆかり／なめこ／長ね
ぎ／ほうれんそう／の
らぼう／玉葱／にんじ
ん／いちご／たけのこ
(ゆで)／ねぎ

麦茶
☆肉まん

牛乳

たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

火

8
精白米／さといも／糸
こんにゃく／三温糖／
パイシート／カスター
ドクリーム

牛乳１Ｌ／★挽きわり
納豆（冷凍）／豚小間
／削り節（マルモト）
／まさば／手もみ造り
本かつお節／★たまご

にんじん／だいこん／
はくさい／ねぎ／ごぼ
う／しょうが／のらぼ
う／キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／きよみオレ
ンジ／りんご

麦茶
☆アップルパイ🌸

牛乳

たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 22.1 ｇ

月

7
精白米／パン粉(乾燥)
／インスタントマカロ
ニ／ホットケーキmix
（森永）／サラダ油

牛乳１Ｌ／★むきえび
／★ロールいか／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）／豚ひき肉
／スライスチーズ／ハ
ム（無添加）／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

玉葱／おろしにんにく
（チューブ／青ピーマ
ン／トマト缶詰(ダイ
ス）／キャベツ／ブ
ロッコリー／にんじん
／きゅうり／デコポン
／いちご

麦茶
☆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

土

5
精白米／ごま油／三温
糖／かたくり粉／ごま
(いり）／ホットケーキ
mix（昭和）／グラ
ニュー糖／有塩バター
／粉糖

牛乳１Ｌ／しぼり豆腐
／豚ひき肉／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／カ
ニカマ卵なし

葉ねぎ／にら／おろし
にんにく（チューブ／
玉葱／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／きゅうり／バ
ナナ

牛乳
☆ココアケーキ

牛乳

たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

金

4
中華めん(ゆで)／ぎょ
うざの皮／サラダ油／
ごま(いり）／ごま油／
三温糖／コッペパン
(大）／ソフトタイプ
マーガリン

牛乳１Ｌ／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／スライス
チーズ／ハム（無添
加）

りょくとうもやし／長
ねぎ／キャベツ／にら
／玉葱／しょうが／に
んじん／だいこん／ほ
うれんそう／豆もやし
／きよみオレンジ／サ
ラダ菜

牛乳
☆サンドイッチ🌸

牛乳

たんぱく質 26.2 ｇ

／
脂　質 14.1 ｇ

木

3
精白米／三温糖／三温
糖／花ふ／サラダ油／
ごま(いり）／桜もち
(ふつう)

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／たら(でんぶ)／
きざみのり／★むきえ
び／削り節（マルモ
ト）／さわら（甘塩）
／★たまご／油揚げ

にんじん／ごぼう／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／しょうが／スナッ
プえんどう／菜の花(茎
葉､生)／長ねぎ／のら
ぼう／キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／バナナ

麦茶
桜餅

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ

／
脂　質 14.4 ｇ

水

2
精白米／かたくり粉／
サラダ油／三温糖／糸
こんにゃく／三温糖／
じゃがいも／薄力粉

飲むヨーグルト／油揚
げ／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／★たまご／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／牛
乳１Ｌ

のらぼう／玉葱／にん
じん／れんこん／えだ
まめ／いちご

牛乳
☆じゃが芋みたらし団子

飲むヨーグルト

たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 19.7 ｇ

火

1
ナン／サラダ油／じゃ
がいも／白すり胡麻／
精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／★大
豆(国産､ゆで）／サラ
ダチーズ／しらす干し
／フジッコの塩昆布

玉葱／キャベツ／にん
じん／青ピーマン／お
ろしにんにく（チュー
ブ／しょうが／むきえ
だまめ(冷凍)／きゅう
り／はっさく

麦茶
☆しらす昆布おにぎり

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


