
令和元年　　11月分 献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁（かぶ・なめこ）
鶏肉の味噌漬け焼き
春雨サラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.8 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
パンプキンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁(さつま芋･玉葱)
ひじき団子の甘酢あんかけ
ほうれん草のみぞれ和え
果物(柿)

食塩相当量 1.6 ｇ
ドリア ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
春雨スープ
キャベツのしらす和え
果物(バナナ)

食塩相当量 1.6 ｇ
コッペパン 牛乳 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
クラムチャウダー ◆わかめおにぎり
パンプキンオムレツ
カッペリーニサラダ
果物(みかん)

牛乳 食塩相当量 1.5 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
きのこハンバーグ
ポテトサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.3 ｇ
鮭おにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
芋煮
果物(みかん)

食塩相当量 1.0 ｇ
鶏ごぼう御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
白身魚の紅葉焼き
かぶのサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
オニオンスープ
チキンカツ
ボイルサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
スコップコロッケ
キャベツの塩昆布和え
果物(バナナ)

食塩相当量 1.5 ｇ
きび御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
れんこん団子スープ
納豆
ひじきの煮物
かぼちゃの含煮
果物(りんご) 食塩相当量 1.7 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
すまし汁（豆腐・葱・麩）
あこう鯛の西京焼き
刻み昆布の煮物
果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
ウインナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
キャベツベーコンスープ
大根とツナのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ
ほうれん草ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
ミネストローネスープ
鮭のムニエル
マカロニサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
薩摩汁
麻婆もやし
わかめと豆腐のサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 506 kcal タンパク質 20.1 g

17.9 g 食塩相当量 1.7 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.2 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
火

19
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／ごま油／三
温糖／かたくり粉／上
白糖／サラダ油／薄力
粉／強力粉(全粒粉)／
★ピ－ナッツパウダー

★ピ ナ バタ

牛乳１L／鶏小間／か
たくちいわし(煮干し)
／豚ひき肉／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／木
綿豆腐／たまご

にんじん／ごぼう／だ
いこん／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／玉葱／に
ら／にんにく(りん茎)
／しょうが／きゅうり
／温州蜜柑(普通､生)

麦茶
◆ピーナッツビスケット

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

18
ほうれん草ロール／
じゃがいも／薄力粉／
有塩バター／マカロニ
／水稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／ベーコン
／しろさけ／ロースハ
ム／牛乳／焼きのり／
たまご

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／パセ
リ／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳
◆のりたまおにぎり

牛乳

たんぱく質 17.6 ｇ
／

脂　質 20.9 ｇ
土

16
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／食パン(市販品）

牛乳／ウィンナー／
ベーコン／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ロー
スハム／ピザ用チーズ

玉葱／赤ピーマン／パ
セリ／キャベツ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ／青ピーマン

牛乳
◆ピザトースト

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 11.7 ｇ
金

15
もち米／黒ごま(い
り）／手まり麩／三温
糖／薄力粉／サラダ油

牛乳１L／ささげ(乾）
／絹ごし豆腐／鰹節
（花かつお）／あこう
だい／刻み昆布／さつ
ま揚げ／牛乳

ねぎ／にんじん／温州
蜜柑(普通､生)

牛乳
◆紅白まんじゅう

牛乳

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 15.4 ｇ
木

14
水稲穀粒(精白米)／き
び(精白粒）／かたく
り粉／三温糖／蒸し中
華めん／サラダ油

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご／★糸引納豆／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／焼き竹輪／牛乳
900ml／むき海老

れんこん／にんじん／
玉葱／キャベツ／ほう
れんそう／日本かぼ
ちゃ／りんご／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし

牛乳
◆海鮮塩焼きそば

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 13.1 ｇ
水

13
うどん(ゆで)／さとい
も／じゃがいも／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
サラダ油／パン粉(乾
燥)／ごま油／水稲穀
粒(精白米)

調製豆乳／豚小間／油
揚げ／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
塩昆布／牛乳／しらす
干し(微乾燥品)

だいこん／にんじん／
ごぼう／ほうれんそう
／ねぎ／玉葱／キャベ
ツ／バナナ

牛乳
◆しらすおにぎり

豆乳

たんぱく質 16.1 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
火

12
バンズパン／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サフラ
ワー油／さつまいも／
三温糖／有塩バター

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／牛乳

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／にんじん／バナナ

牛乳
◆スイートポテト

牛乳

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
月

11
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／ごま
油／じゃがいも／有塩
バター／かたくり粉／
サラダ油

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かたくち
いわし(煮干し)／メル
ルーサ／ロースハム／
牛乳／むきがれい／パ
メザ ズ たま

ごぼう／玉葱／にんじ
ん／かぶ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆フィッシュボール

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
土

9
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／スピン／サフラワー
油

牛乳／甘塩鮭／焼きの
り／豚小間／木綿豆腐
／油揚げ／かたくちい
わし(煮干し)

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳
◆スピン

牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ
／

脂　質 20.9 ｇ
金

8
うどん(ゆで)／三温糖
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／豆腐ドーナツ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚小
間／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
ロースハム／牛乳

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／えのきた
け／生しいたけ(菌床
栽培、生)／きゅうり
／バナナ

牛乳
豆腐ドーナツ

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
木

7
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／薄
力粉／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／カッぺリー
ニスパゲティー／三温
糖／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

牛乳１L／あさり(缶
詰､水煮)／脱脂粉乳／
豚ひき肉／たまご／ツ
ナチャンク／わかめご
飯の素

玉葱／にんじん／パセ
リ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 17.0 ｇ
水

6
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／普
通はるさめ(乾)／三温
糖／ごま油／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

調製豆乳／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／むき海老
／牛乳１L／ピザ用
チーズ／ベーコン／し
らす干し(微乾燥品)／
牛乳／絹ごし豆腐／脱
脂粉乳

玉葱／パセリ／干し椎
茸／チンゲンツァイ／
キャベツ／バナナ／に
んじん

牛乳
◆人参入りホットケーキ

豆乳

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
火

5
水稲穀粒(半つき米)／
さつまいも／かたくり
粉／三温糖／食パン
(市販品）

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／牛乳／ちり
めんじゃこ／しらす干
し(半乾燥品)

にんじん／ねぎ／しょ
うが／ほうれんそう／
ほんしめじ／だいこん
／かき(甘がき)

牛乳
◆じゃこトースト

牛乳

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
土

2
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／花
麩／食パン(市販品）
／有塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳／豚小間／ロール
いか／むき海老／なる
と／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かつお加工
品(かつお節)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／西洋かぼちゃ／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆シュガートースト

牛乳

脂　質 17.7 ｇ
金

1
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／白ごま(いり）／
普通はるさめ(乾)／蒸
しパン粉

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／
ロースハム／牛乳／サ
ラダチーズ

かぶ／なめこ／きゅう
り／りんご

牛乳
◆チーズ蒸しパン

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

たんぱく質 19.7 ｇ
／



午 後

午 前
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
魚の唐揚げ
キャベツかにかまサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
里芋ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
石狩汁
切り干し大根入り鶏バーグ
ほうれん草のナムル
果物(りんご)

食塩相当量 2.2 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
味噌汁（大根・油揚げ）
筑前煮
春雨サラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
わかめスープ
いかサラダ
ヨーグルト

食塩相当量 1.8 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
中華風コーンスープ
レバーのケチャップ炒め
れんこんサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.7 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
味噌汁（厚揚げ・白菜）
鶏スティックの煮付け
ほうれん草かにかまサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.0 ｇ
長崎ちゃんぽん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
白身魚のホイル焼き
さつまいもサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.3 ｇ
山菜おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
鶏肉の唐揚げ
スパゲティサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.7 ｇ
スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
チキンスープ
大根のおかかサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.4 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

20
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／黒ごま(いり）／
水稲穀粒(精白米)

調製豆乳／豚小間／め
かじき／かに風味かま
ぼこ／牛乳900ml／鶏
小間／鰹節（花かつ
お）

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ご
ぼう／えのきたけ／ね
ぎ

牛乳
◆だまこ汁 たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

水 豆乳

21
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／三温糖／じゃ
がいも／糸こんにゃく
／パン粉(乾燥)／かた
くり粉／ごま油／白ご
ま(いり）／食パン(市
販品）／白ごま(す

牛乳１L／しろさけ／
鶏若鶏肉ひき肉／焼き
のり／牛乳／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ピザ
用チーズ

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／切干
しだいこん／玉葱／
しょうが／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／りんご

牛乳
◆ひじきトースト たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

木 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／板こんにゃく
／三温糖／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／サ
フラワー油／ごま油／
さつまいも

牛乳１L／わかめご飯
の素／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
ロースハム

だいこん／にんじん／
ごぼう／れんこん／干
し椎茸／グリンピース
(冷凍)／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆さつま芋スティック たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 18.2 ｇ

金 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
無塩バター／薄力粉／
グラニュー糖

牛乳900ml／豚ひき肉
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／いかくん製
／明治プロカルヨーグ
ルト／たまご

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／トマト缶詰
(ホール）／ねぎ／
きゅうり／セロリー／
りんご

麦茶
◆林檎のﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

月 牛乳

26
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／ごま油／白ごま
(すり）／水稲穀粒(精
白米)

牛乳１L／たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／豚肝臓
／ロースハム／しらす
干し(微乾燥品)

ねぎ／にんにく(りん
茎)／れんこん／きゅ
うり／にんじん／りん
ご／あさつき

牛乳
◆しらす炒飯 たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

火 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／食パン(市販品）

調製豆乳／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ
／生揚げ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／かに風味かまぼこ／

にんじん／しょうが／
にんにく(りん茎)／ほ
うれんそう／温州蜜柑
(普通､生)／玉葱

牛乳
◆ホットオープンサンド たんぱく質 25.3 ｇ

／
脂　質 22.8 ｇ

水 豆乳

28
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
サラダ油／さつまいも
／水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／豚小間／さ
つま揚げ／むき海老／
蒸しかまぼこ／めかじ
き／かに風味かまぼこ
／たまご／ピザ用チー
ズ／塩昆布

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／きくらげ(乾)／グ
リンピース(冷凍)／え
のきたけ／ほんしめじ
／きゅうり／バナナ

麦茶
◆塩昆布おにぎり たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

木 牛乳

29
もち米／水稲穀粒(精
白米)／三温糖／かた
くり粉／サフラワー油
／マカロニ･スパゲッ
ティ／スポンジケーキ
／上白糖

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／ロー
スハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植
物性脂肪)

わらび／たけのこ(ゆ
で)／にんじん／干し
椎茸／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／いち
ご／温州蜜柑缶詰(果
肉)

麦茶
◆手づくりケーキ たんぱく質 16.3 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

金 牛乳

30
スパゲッティ／かたく
り粉／三温糖／サフラ
ワー油／ごま油／水稲
穀粒(精白米)

牛乳／豚ひき肉／鶏小
間／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつお加工
品(かつお節)／たらこ
(焼)

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／えの
きたけ／ほうれんそう
／だいこん／バナナ

牛乳
◆たらこおにぎり たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

土 牛乳
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