
令和2年　　1月分 献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
スパゲティツナソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal
卵スープ
わかめのなめ茸和え
果物(パイン缶)

食塩相当量 1.9 ｇ
黒米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鶏肉の味噌漬け焼き
きりざい
果物(りんご)

食塩相当量 1.5 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal
豆腐入り松風焼き
パンプキンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ
しらす御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
すいとん
鶏肉の塩麹焼き
海藻サラダ
果物(みかん)

食塩相当量 4.6 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
ごぼうのポタージュ
白身魚フライ ◆黒豆煮
ボイルサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ
鮭寿し ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
じゃが芋のカレー煮
きんぴらごぼう
果物(りんご)

食塩相当量 1.6 ｇ
カレーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
マカロニスープ
大根とツナのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.4 ｇ
ジャムサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal
中華風スープ
パンプキンオムレツ
スパゲティサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.0 ｇ
小豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
鮭の西京焼き
五色サラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
春巻
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え
果物(バナナ)

食塩相当量 1.6 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
味噌汁（厚揚げ・白菜）
豚肉のプルコギ風
さつまいもサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.6 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
キャベツベーコンスープ
白菜のおかかあえ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.2 ｇ
ソフト麺ミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
ポテトスープ
七色サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
けんちん汁
レバーのケチャップ炒め
パンプキンサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.3 ｇ
大根菜飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
味噌汁（長葱・わかめ）
ぶり大根
冷しゃぶ中華ｻﾗﾀﾞ
果物(みかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 493 kcal タンパク質 18.8 g

17.3 g 食塩相当量 1.8 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.9 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
水

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま(いり）／
ごま油／さつまいも／
上白糖／サラダ油／黒
ごま(いり）

調製豆乳／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
ぶり／豚ロース(赤肉)
／牛乳１L

だいこん葉／ねぎ／だ
いこん／きゅうり／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

牛乳
◆大学芋

豆乳

たんぱく質 16.8 ｇ
／

脂　質 15.2 ｇ
火

21
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／かたくり粉／サラダ
油／三温糖／ごま油／
食パン(市販品）／グ
ラニュー糖／はちみつ

牛乳900ml／豚小間／
木綿豆腐／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／豚肝臓／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／にんに
く(りん茎)／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／りん
ご

麦茶
◆手作りりんごｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
月

20
ソフト麺／じゃがいも
／三温糖／サラダ油／
ごま油／蒸しパン粉／
黒砂糖

牛乳900ml／豚ひき肉
／ベーコン／鶏若鶏肉
ささ身／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／サラダ
チーズ／牛乳

玉葱／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ホー
ル）／パセリ／だいこ
ん／きゅうり／レッド
キャベツ／にんじん／
バナナ

牛乳
◆黒糖蒸しパン

牛乳

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 15.9 ｇ
土

18
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１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ベー
コン／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／
ロースハム／ピザ用
チーズ

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／はくさい／バナナ
／青ピーマン

牛乳
◆ピザトースト

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
金

17
水稲穀粒(半つき米)／
白ごま(いり）／さつ
まいも／とうもろこし
(冷凍）／ワンタンの
皮／じゃがいも／サラ
ダ油

牛乳１L／生揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／豚ロース(脂身付き)
／たらこ

はくさい／玉葱／にん
じん／にら／きゅうり
／りんご

麦茶
◆じゃがたら揚げ

牛乳

たんぱく質 16.9 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
木

16
うどん(ゆで)／春巻き
の皮／ごま油／薄力粉
／サラダ油／ごま(い
り）／三温糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／メープルシロップ

牛乳900ml／豚小間／
牛乳／たまご

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／
しょうが／キャベツ／
ブロッコリー／バナナ

牛乳
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 14.6 ｇ
水

15
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／普通はる
さめ(乾)／サフラワー
油／ごま油／白玉粉

調製豆乳／あずき
(乾）／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かつお
加工品(かつお節)／し
ろさけ／ロースハム／
たまご／牛乳／牛乳１
L／パルメザンチーズ

きゅうり／にんじん／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆もちもちチーズパン

豆乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
火

14
食パン(市販品）／い
ちごジャム(低糖度)／
かたくり粉／普通はる
さめ(乾)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／マカロ
ニ･スパゲッティ／サ
ラダ油／三温糖／薄力

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／明治ブルガリア
ヨーグルト

干し椎茸／玉葱／にん
じん／ほうれんそう／
西洋かぼちゃ／きゅう
り／りんご／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚ
ﾝｼﾞ濃縮還元ｼﾞｭｰｽ／温
州蜜柑(普通､生)

麦茶
◆みかんケーキ

牛乳

たんぱく質 16.3 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
土

11
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ABCマカロニ
／サンドイッチ食パン

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／クリームチー
ズ

玉葱／にんじん／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／パセリ／だいこ
ん／きゅうり／バナナ
／ブルーベリー(ジャ
ム)

牛乳
◆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

牛乳

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 10.2 ｇ
金

10
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／白ごま(いり）
／じゃがいも／三温糖
／糸こんにゃく／サフ
ラワー油／ごま油／か
たくり粉

牛乳900ml／塩ざけ／
たまご／絹ごし豆腐／
かたくちいわし(煮干
し)／豚小間／あずき
(乾）

きゅうり／なめこ／玉
葱／にんじん／グリン
ピース／ごぼう／りん
ご

麦茶
◆おしるこ

牛乳

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
木

9
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／サラダ油／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖

牛乳900ml／豚小間／
牛乳１L／メルルーサ

ごぼう／玉葱／にんじ
ん／パセリ／キャベツ
／温州蜜柑(普通､生)

麦茶
◆塩むすび

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
水

8
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／じゃがいも／三
温糖／サラダ油／ごま
油／強力粉(１等)／無
塩バター／グラニュー
糖／黒ごま(いり）

調製豆乳／しらす干し
(微乾燥品)／豚小間／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かに風
味かまぼこ／牛乳／き

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆黒ごまきなこﾋﾞｽｺｯﾃｨ

豆乳

たんぱく質 20.6 ｇ
／ ◆田作り

脂　質 15.8 ｇ
火

7
うどん(ゆで)／三温糖
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／水稲穀粒
(精白米)

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
小間／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／牛乳／かたくちいわ

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／バナ
ナ／せり／かぶ／きょ
うな／だいこん／ほう
れんそう／根みつば

牛乳
◆七草粥

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
月

6
水稲穀粒(精白米)／黒
米／じゃがいも／三温
糖／白ごま(いり）／
食パン(市販品）／有
塩バター／グラニュー
糖

牛乳１L／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／糸引
納豆／牛乳

玉葱／こまつな／にん
じん／りんご

牛乳
◆シュガートースト

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ ◆おかかおにぎり

脂　質 13.4 ｇ
土

4
スパゲッティ／水稲穀
粒(精白米)

牛乳／ツナチャンク／
たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かに風
味かまぼこ／かつお加
工品(かつお節)

トマト缶詰(ホール）
／玉葱／えのきたけ
(味付け瓶詰)／パイン
アップル(缶詰)／あん
ぱんまんスイートりん

牛乳（3歳未満児クラス）
リンゴジュース（以上児）

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



午 後

午 前
ブリオッシュ ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
白菜のポタージュ
タンドリーサーモン
マカロニサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
おろし汁
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
カッペリーニサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.3 ｇ
ほうれん草ｸﾘｰﾑｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
オニオンスープ
大根のおかかサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
呉汁
回鍋肉
ほうれん草のナムル
果物(りんご)

食塩相当量 1.7 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
鶏団子と野菜のスープ
ウインナーソテー
温サラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
台湾風まぜ麺 ｴﾈﾙｷﾞｰ 457 kcal
酸辣湯
ポテトサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 0.9 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
味噌汁（豆腐・油揚げ）
揚げ餃子
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
根菜カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
わかめスープ
イタリアンサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.9 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

23
ブリオッシュ／薄力粉
／有塩バター／マカロ
ニ／さつまいも／三温
糖／白ごま(いり）／
サラダ油／白玉粉

牛乳900ml／ベーコン
／牛乳１L／しろさけ
／明治ブルガリアヨー
グルト／ロースハム

はくさい／玉葱／にん
じん／パセリ／にんに
く(りん茎)／きゅうり
／バナナ

麦茶
◆ごま団子 たんぱく質 17.8 ｇ

／
脂　質 22.0 ｇ

木 牛乳

24
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／じゃがいも／糸こん
にゃく／三温糖／カッ
ぺリーニスパゲティー
／ごま油／ショート
ケーキ

牛乳900ml／ささげ
(乾）／鶏小間／木綿
豆腐／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
明治ブルガリアヨーグ
ルト／ツナチャンク

にんじん／ねぎ／だい
こん／にんにく(りん
茎)／しょうが／きゅ
うり／いちご

麦茶
ケーキ たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 17.4 ｇ

金 牛乳

25
マカロニ･スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／有
塩バター／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳／ベーコン／牛乳
１L／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)／焼きのり

玉葱／ほうれんそう／
パセリ／だいこん／バ
ナナ

牛乳
◆たらこおにぎり たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

土 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／じゃ
がいも／サフラワー油
／三温糖／ごま油／白
ごま(いり）／薄力粉
／黒砂糖

牛乳１L／大豆(国産､
ゆで）／かたくちいわ
し(煮干し)／豚小間／
焼きのり

にんじん／だいこん／
ねぎ／キャベツ／赤
ピーマン／しょうが／
にんにく(りん茎)／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／りんご

牛乳
◆ちんぴん たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 16.5 ｇ

月 牛乳

28
ロールパン／白ごま
(いり）／かたくり粉
／じゃがいも／ビーフ
ン／サラダ油／ごま油

牛乳900ml／鶏若鶏肉
ひき肉／ウィンナー／
魚肉ソ－セ－ジ／豚小
間

あさつき／しょうが／
はくさい／ほうれんそ
う／西洋かぼちゃ／★
えだまめ(冷凍)／温州
蜜柑(普通､生)／キャ
ベツ／にんじん／生し
いたけ(菌床栽培、生)

牛乳
◆焼きビーフン たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 24.1 ｇ

火 牛乳

29
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／じゃがいも／水稲
穀粒(精白米)

豚ひき肉／刻みのり／
かつお加工品(かつお
節)／豚小間／絹ごし
豆腐／たまご／ロース
ハム／牛乳１L／わか
めご飯の素

ねぎ／にら／にんにく
(りん茎)／しょうが／
きくらげ(乾)／干し椎
茸／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 13.7 ｇ

水

30
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／
ぎょうざの皮／サラダ
油／玄米食パン

牛乳900ml／豚小間／
ロールいか／むき海老
／なると／絹ごし豆腐
／油揚げ／かたくちい
わし(煮干し)／豚ひき
肉／たまご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／グリ
ンピース(冷凍)／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／キャベツ／にら
／ねぎ／バナナ

麦茶
◆卵サンド たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木 牛乳

31
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／薄力粉／サラ
ダ油／ごま油

牛乳900ml／鶏小間／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／ロースハム／
サラダチーズ／牛乳／
豚ひき肉

にんじん／玉葱／れん
こん／ごぼう／ねぎ／
きゅうり／りんご／た
けのこ(ゆで)／しょう
が

麦茶
◆肉まん たんぱく質 14.8 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

金 牛乳

だ い こ ん

「大根食ったら菜っ葉干せ」
ダイコンの葉っぱのように普段は捨ててしまうものでも、いざというときに役立つこと。

ダイコンの葉っぱは、ビタミン・カルシウムが豊富です。

２２日は大根の葉を使用し「菜飯」にしてみようと思います。

「大根どきの医者いらず」
ダイコンの収穫時には誰もが健康になり、医者に疎遠になるという意味。

ダイコンはおなかの調子を整え、消化を良くしてくれます。

ダイコンの

ことわざ


