
令和4年　　9月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和4年　　9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

ぶどうパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal 塩わかめラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal

コーンチャウダー 春巻き

タンドリーサーモン ほうれん草と人参のナムル

マカロニサラダ 果物(オレンジ)

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal

味噌汁 マカロニスープ

鶏肉と野菜のうま煮 イカと野菜のサラダ

オクラのおかか和え 果物(梨)

果物（バナナ）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ

マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal 和風スパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal

若布と玉葱のスープ チキンスープ

ナムル ブロッコリーサラダ

ゼリー 果物（バナナ）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

味噌煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal 玄米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal

ししゃもの天ぷら きのこの味噌汁

ささみの和え物 プルコギ風

果物(梨) チョレギサラダ

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.1 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal

味噌汁 味噌汁

鶏の塩麹焼き 鰤と野菜のみそがらめ

春雨サラダ きゅうり華風和え

果物（バナナ） 果物(梨)
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal ライ麦パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal

大豆とトマトのスープ ポークトマトスープ

グラタン 鶏肉のオレンジ焼き

フレンチサラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ

果物（ピオーネ） 果物（バナナ）
食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal

中華風コーンスープ 味噌汁

ひじきとツナの中華和え キャベツのおかかあえ

ゼリー ゼリー

食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

栗ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal

豚汁 野菜のごまスープ

魚の煮付け コロコロシーザーサラダ

菊の花の酢の物 果物(柿)

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal

小松菜スープ 味噌汁

大根とｶﾆｶﾏのサラダ 南瓜コロッケ

果物（バナナ） 小松菜の磯和え

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 418 kcal

味噌汁 キャベツスープ

鶏唐揚げ ポークビーンズ

ちくわのごま和え きのこサラダ

果物（ピオーネ） 果物(柿)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

ハムカツチーズサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal

野菜スープ ジュリエンヌスープ

ポテトサラダ ツナサラダ

プリン 果物（バナナ）

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal 野沢菜ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal

味噌汁 味噌汁

鯖の塩焼 焼さけ

小松菜のしらすあえ 切り昆布の炒め煮

果物（バナナ） 果物(オレンジ)
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 4.3 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。
☆は手作りおやつです。

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　494cal タンパク質 　       19.0g
脂　　　質　　　　17.1ｇ 食塩相当量　       　2.2g

たんぱく質 27.9 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

金

30
精白米／三温糖／ごま油
／食パン／有塩バター／
三温糖

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／甘塩鮭
／刻み昆布／焼き竹輪／
★たまご

にんじん／玉葱／のざわ
な(調味漬)／ほうれんそ
う／バレンシアオレンジ

牛乳

☆フレンチトースト

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

木

29
精白米／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／有塩
バター／じゃがいも／イ
ンスタントマカロニ／三
温糖／サラダ油／ホット
ケーキmix（昭和）

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／
牛乳１Ｌ／ツナフレーク
レトルト／魚肉ソ－セ－
ジ

にんじん／玉葱／だいこ
ん／セロリー／きゅうり
／キャベツ／バナナ

牛乳

☆アメリカンドック風

飲むヨーグルト

たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

水

28
クロワッサン／じゃがい
も／三温糖／三温糖／ご
ま油／精白米

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（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／フジッコの塩昆
布

玉葱／キャベツ／にんじ
ん／トマト缶詰(ダイ
ス）／トマトピューレ／
ほうれんそう／ほんしめ
じ／えのきたけ／かき
(甘がき)

麦茶

☆ツナ昆布おにぎり

牛乳

たんぱく質 14.3 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火

27
精白米／サラダ油／三温
糖／じゃがいも(皮つき､
生)／薄力粉／パン粉(乾
燥)／無塩バター／グラ
ニュー糖／ホットケーキ
mix（森永）／さつまい
も／日本ぐり(甘露煮）

牛乳１Ｌ／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／鶏小間／油
揚げ／ひとえぐさ(素干
し)／削り節（マルモ
ト）／豚ひき肉／焼きの
り／生ｸﾘ-ﾑ

にんじん／さやえんどう
／玉葱／日本かぼちゃ／
こまつな／バレンシアオ
レンジ／レモン

麦茶

☆モンブラン風

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

月

26
スパゲッティ／サラダ油
／白すり胡麻／じゃがい
も(皮つき､生)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／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／ウィンナー
（無添加）／豚小間／サ
ラダチーズ／飲むヨーグ
ルト　Caプラス／★たま
ご／生ｸﾘ-ﾑ

にんじん／青ピーマン／
玉葱／キャベツ／ブロッ
コリー／きゅうり／かき
(甘がき)

飲むヨーグルト

☆メープルカップケーキ

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ

／
脂　質 11.4 ｇ

土

24
精白米／ピーチゼリー／
ドックパン

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／ウィン
ナー（無添加）

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰ
ｽ)／しょうが／玉葱／に
ら／こまつな／キャベツ
／きゅうり／にんじん／
あんぱんまん野菜とりん
ご

野菜ジュース

☆ホットドッグ

オレンジジュース

たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 15.3 ｇ

木

22
ライ麦パン／じゃがいも
／三温糖／マーマレード
(高糖度)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油／も
ち米／精白米

牛乳１Ｌ／豚小間／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ツナ
フレークレトルト／あず
き(乾）／★きな粉(大
豆）

玉葱／にんじん／トマト
缶詰(ダイス）／にんに
く(りん茎)／しょうが／
ブロッコリー／きゅうり
／キャベツ／バナナ

麦茶

☆きな粉おはぎ

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

水

21
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油／三温糖
／さつまいも／有塩バ
ター

油揚げ／削り節（マルモ
ト）／ぶり／牛乳１Ｌ／
生ｸﾘ-ﾑ／★たまご

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／だ
いこん／おろしにんにく
（チューブ／ねぎ／ごぼ
う／れんこん／にんじん
／たけのこ(ゆで)／きゅ
うり／日本なし

牛乳

☆スイートポテト

りんごジュース

たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

火

20
精白米／発芽玄米／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

牛乳１Ｌ／削り節（マル
モト）／豚小間／ハム
（無添加）／焼きのり／
韓国のり／★たまご

えのきたけ／ほんしめじ
／まいたけ／生しいたけ
(菌床栽培、生)／葉ねぎ
／玉葱／にんじん／にら
／しょうが／キャベツ／
きゅうり／バレンシアオ
レンジ

麦茶

☆ビスコッティー

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 20.5 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

木

1
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)／じゃが
いも／インスタントマカ
ロニ／精白米

牛乳１Ｌ／生鮭／ヨーグ
ルト(全脂無糖)／ハム
（無添加）／焼き豚／★
たまご

玉葱／にんじん／おろし
にんにく（チューブ／パ
セリ／きゅうり／バレン
シアオレンジ／こねぎ

麦茶

☆チャーハン

牛乳

たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 14.7 ｇ

金

2
精白米／かたくり粉／
じゃがいも／サラダ油／
ホットケーキmix（昭
和）／メープルシロップ

牛乳１Ｌ／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
／★調製豆乳

とうがん／なす／長ねぎ
／青ピーマン／たけのこ
(ゆで)／にんじん／玉葱
／しょうが／おろしにん
にく（チューブ／刻みオ
クラ(冷凍)／きゅうり／
バナナ

牛乳

☆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 13.9 ｇ

／
脂　質 9.6 ｇ

土

3
精白米／ごま油／三温糖
／かたくり粉／ごま(い
り）／オレンジゼリー／
ホットケーキmix（昭
和）／グラニュー糖／サ
ラダ油／粉糖

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／
★調製豆乳

あんぱんまん野菜とりん
ご／葉ねぎ／にら／おろ
しにんにく（チューブ／
玉葱／ねぎ／にんじん／
きゅうり／こまつな／ｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝぶどうとりんご

りんごジュース

☆ココアケーキ

野菜ジュース

たんぱく質 30.0 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

月

5
うどん(ゆで・玉)／薄力
粉／サラダ油／ごま油／
三温糖／ごま(いり）／
プチパン

牛乳１Ｌ／削り節（マル
モト）／豚小間／ししゃ
も(生干し)／あおのり／
鶏若鶏肉ささ身／ツナフ
レークレトルト

にんじん／玉葱／ほうれ
んそう／ねぎ／ブロッコ
リー／キャベツ／きゅう
り／日本なし

牛乳

☆ツナロール

牛乳

たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

火

6
精白米／ごま塩／普通は
るさめ(乾)／インスタン
トマカロニ／三温糖

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／ハム
（無添加）／乳酸菌飲料
（カルピス）／★きな粉
(大豆）

キャベツ／玉葱／きゅう
り／にんじん／バナナ

カルピス

☆マカロニきな粉

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 20.9 ｇ

水

7
ロールパン／インスタン
トマカロニ／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／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）
／豚ひき肉／サラダチー
ズ

トマト缶詰(ダイス）／
キャベツ／にんじん／玉
葱／ブロッコリー／きゅ
うり／ピオーネ

麦茶

☆カレーライスコロッケ

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 14.6 ｇ

木

8
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／ピーチゼリー／
じゃがいも／サラダ油／
薄力粉

豚ひき肉／★たまご／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
ツナフレークレトルト／
牛乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
しょうが／ほうれんそう
／だいずもやし／にんじ
ん／ねぎ／キャベツ

牛乳

☆味噌ポテト

りんごジュース

たんぱく質 17.5 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

金

9
精白米／日本ぐり(甘露
煮）／糸こんにゃく／三
温糖／さつまいも／三温
糖／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）／ぎんだ
ら／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)

にんじん／はくさい／だ
いこん／ねぎ／ごぼう／
ほうれんそう／こまつな
／きくの花／きゅうり／
バレンシアオレンジ

麦茶

☆うさぎまんじゅう

牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ

／
脂　質 14.0 ｇ

土

10
スパゲッティ／サラダ油
／精白米／三温糖

豚ひき肉／豚小間／カニ
カマ卵なし／まぐろ缶詰
(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／玉葱／トマト缶
詰(ホール）／こまつな
／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

☆ツナマヨおにぎり

りんごジュース

たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

月

12
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／白すり胡麻／三
温糖／ホットケーキmix
（昭和）

牛乳１Ｌ／絹ごし豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／焼き竹輪

ゆかり／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／ピオー
ネ

牛乳

☆ココア蒸しパン

牛乳

たんぱく質 15.3 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

火

13
食パン／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／じゃがいも／
★とろけるﾌﾟﾘﾝ（乳・
卵・大／さつまいも／サ
ラダ油／三温糖／黒ごま
(いり）

牛乳１Ｌ／★ハムカツ／
スライスチーズ／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）／ハム（無添
加）

キャベツ／にんじん／玉
葱／ブロッコリー／きゅ
うり

牛乳

☆大学芋

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 14.5 ｇ

水

14
精白米／マシュマロ／無
塩バター／コーンフレー
ク／フルーツグラノーラ

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／油揚げ／削り節（マ
ルモト）／まさば／しら
す干し／手もみ造り本か
つお節／牛乳１Ｌ

だいこん／長ねぎ／こま
つな／きゅうり／にんじ
ん／りょくとうもやし／
バナナ

牛乳

☆マシュマロおこし

飲むヨーグルト

たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 21.0 ｇ

木

15
中華めん(ゆで)／春巻き
の皮／薄力粉／かたくり
粉／サラダ油／ごま(い
り）／ごま油／三温糖／
パイシート

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／焼き豚／
豚小間／カニカマ卵なし
／生ｸﾘ-ﾑ

長ねぎ／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)／にんじん／ほ
うれんそう／豆もやし／
バレンシアオレンジ／西
洋かぼちゃ

牛乳

☆パンプキンパイ

牛乳

たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

金

16
精白米／じゃがいも／サ
ラダ油／インスタントマ
カロニ／三温糖／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／豚小間／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／いかくん
製／★たまご

玉葱／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／日本
なし

牛乳

☆アーモンドトースト

牛乳

たんぱく質 14.6 ｇ

／
脂　質 15.4 ｇ

土

17
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／食パン

ハム（無添加）／きざみ
のり／鶏小間／ウィン
ナー（無添加）／ピザ用
チーズ

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／ブロッ
コリー／きゅうり／キャ
ベツ／バナナ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚ
ﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／青
ピーマン

オレンジジュース

☆ピザ

りんごジュース


