
令和元年　　12月分 献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
南瓜のカレースープ
鶏肉の唐揚げ
スパゲティサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.2 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
春雨スープ
白菜の刻みのりサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
味噌汁（キャ・油揚げ）
おでん
わかめのなめ茸和え
果物(バナナ)

食塩相当量 3.3 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
菊花焼売
さつま芋と林檎のサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.3 ｇ
焼き鳥丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
ひじきのサラダ
果物（バナナ）

食塩相当量 1.7 ｇ

チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
キャベツベーコンスープ
鮭のムニエル
イタリアンサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.7 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
すまし汁（わかめ・手毬麩
麻婆豆腐
ササミとキャベツの胡麻和
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
ひじき団子の甘酢あんかけ
ブロッコリーのサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.1 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
栄養すいとん
鶏肉のｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ焼き
ごぼうサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.4 ｇ
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
味噌汁（かまぼこ・ほうれ
鰤の照り焼き
大根の和風サラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.8 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 460 kcal
わかめスープ
キャベツのおかかあえ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.7 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
中華風コーンスープ
ほうれん草のサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.5 ｇ
味噌ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
タラのチーズカレー焼き
五色サラダ
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） 501 kcal タンパク質 19.4 g
18.9 g 食塩相当量 2.1 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

／

水

18

たんぱく質 23.1 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
火

17
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
パン粉(乾燥)／普通は
るさめ(乾)／三温糖／
サラダ油／ごま油／サ
ンドイッチ食パン／★
ピ ナ バタ

牛乳900ml／豚ひき肉
／すけとうだら／パル
メザンチーズ／ロース
ハム／たまご／牛乳

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳
◆ピーナッツサンド

牛乳

たんぱく質 15.1 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
月

16
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
ごま油／薄力粉／サフ

油

牛乳１L／豚小間／た
まご／鶏若鶏肉ひき肉
／ツナチャンク／鶏小
間

にんじん／玉葱／ねぎ
／ほうれんそう／りん
ご／レッドキャベツ

麦茶
◆トルティーヤ

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／

脂　質 15.2 ｇ
土

14
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／食パン
(市販品）

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
つお加工品(かつお節)
／ロースハム／ピザ用
チーズ

玉葱／パセリ／ねぎ／
キャベツ／バナナ／青
ピーマン

牛乳
◆ピザトースト

牛乳

たんぱく質 24.3 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
金

13
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／うどん(ゆで)

牛乳１L／鶏小間／油
揚げ／刻みのり／蒸し
かまぼこ／かたくちい
わし(煮干し)／ぶり／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(か お節) 牛乳 豚

にんじん／ほんしめじ
／ほうれんそう／しょ
うが／だいこん／きゅ
うり／りんご／玉葱／
キャベツ

牛乳
◆焼きうどん

牛乳

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
木

12
コッペパン／有塩バ
ター／薄力粉／じゃが
いも／三温糖／白ごま
(いり）／黒ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)

牛乳900ml／牛乳１L／
豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ツナチャン
ク／塩ざけ／塩昆布

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／りんご／に
んにく(りん茎)／ごぼ
う／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆鮭と塩昆布のおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
水

11
うどん(ゆで)／かたく
り粉／三温糖／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サ
ラダ油／ごま油／水稲
穀粒(精白米)

調製豆乳／豚小間／豚
ひき肉／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／ロースハ
ム／油揚げ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／しょ
うが／ブロッコリー／
りんご

麦茶
◆きつねごはん（稲荷寿し

豆乳

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／手
まり麩／ごま油／三温
糖／かたくり粉／白ご
ま(すり）／食パン(市
販品）／薄力粉／無塩
バター／上白糖

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かつ
お加工品(かつお節)／
木綿豆腐／豚ひき肉／
鶏若鶏肉ささ身／たま
ご

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
キャベツ／バナナ

麦茶
◆マドレーヌパン

牛乳

たんぱく質 19.3 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
月

9
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／サフラワー油／
無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／鶏若鶏肉
ひき肉／ベーコン／し
ろさけ／ロースハム／
サラダチーズ／牛乳／
たまご／大豆(国産､ゆ
で）

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／りんご

牛乳
◆黒豆ケーキ

牛乳

／

土

7

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
金

6
牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／刻みの
り／絹ごし豆腐／鰹節
（花かつお）／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／か
に風味かまぼこ／牛乳

ねぎ／きゅうり／★え
だまめ(冷凍)／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳
ミルクパン（チョコ）

牛乳

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
木

5
うどん(ゆで)／三温糖
／しゅうまいの皮／か
たくり粉／サラダ油／
さつまいも／水稲穀粒
(精白米)

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／
たまご／ロースハム／
牛乳／しらす干し(半
乾燥品)／ピザ用

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／しょうが／
きゅうり／キャベツ／
りんご／温州蜜柑(普
通､生)／ほうれんそう

牛乳
◆しらす焼きおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
水

4
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／フランスパン
／黒ごま(いり）／有
塩バター／グラニュー
糖

牛乳900ml／油揚げ／
かたくちいわし(煮干
し)／生揚げ／さつま
揚げ／うずら卵(水煮
缶詰）／ウィンナー／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かに風味かま

キャベツ／だいこん／
きゅうり／えのきたけ
(味付け瓶詰)／バナナ

牛乳
◆黒ゴマラスク

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
火

3
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／有塩バター／薄力粉
／普通はるさめ(乾)／
三温糖／サラダ油／ご
ま油／いちごジャム
(低糖度) 蒸しパ 粉

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／むき海老
／ベーコン／しらす干
し(半乾燥品)／刻みの
り／牛乳／加糖練乳

玉葱／にんじん／パセ
リ／干し椎茸／チンゲ
ンツァイ／はくさい／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆いちごミルク蒸しパン

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
／

脂　質 22.0 ｇ
月

2
白パン／かたくり粉／
サフラワー油／マカロ
ニ･スパゲッティ／薄
力粉

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／ロース
ハム／豚小間／しらす
干し(半乾燥品)／さく
らえび(素干し)／あお
り／か お加 品

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／きゅうり／
りんご／ねぎ／キャベ
ツ／しょうが

麦茶
◆お好み焼き

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

お遊戯会 （パン・みかん・りんごジュースを配ります。）

ク リ ス マ ス 会 🎅🎅 🎄🎄 🎂🎂



午 後

午 前
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
ミネストローネスープ
長芋の豚肉巻き
れんこんサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.5 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鮭フライ
いかサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.6 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
チキンスープ
パンプキンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
二色ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
味噌汁（豆腐・長葱）
ひじきの中華和え
果物(りんご)

食塩相当量 2.3 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 403 kcal
鶏肉の照焼き
海藻サラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.2 ｇ
ジャンバラヤ ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
ササミと白菜のスープ
タンドリーチキン
春雨サラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.7 ｇ
豚肉とれんこんの御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
すまし汁(はんぺん・葱）
鯖のみそ煮
ほうれん草かにかまサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
オニオンスープ
七色サラダ
果物（バナナ）

食塩相当量 1.5 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
さつまいもサラダ
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

19
牛乳パン／じゃがいも
／有塩バター／ながい
も／かたくり粉／三温
糖／白ごま(すり）／
薄力粉／ごま油

牛乳900ml／ベーコン
／豚ばら(脂身付)／
ロースハム／牛乳／豚
ひき肉

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／パセ
リ／れんこん／きゅう
り／りんご／にら

牛乳
◆チヂミ たんぱく質 15.9 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

木 牛乳

20
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／薄力粉／パン粉(乾
燥)／サフラワー油／
三温糖／ごま油／
ショートケーキ

牛乳１L／ささげ(乾）
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／し
ろさけ／たまご／いか
くん製

なめこ／玉葱／きゅう
り／セロリー／にんじ
ん／いちご

麦茶
◆クッキーケーキ たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

金 牛乳

21
スパゲッティ／サフラ
ワー油／かたくり粉／
黒ごま(いり）／水稲
穀粒(精白米)

牛乳／ウィンナー／鶏
小間／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／塩ざけ

玉葱／青ピーマン／に
んにく(りん茎)／にん
じん／えのきたけ／ほ
うれんそう／干し椎茸
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆鮭おにぎり たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

土 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／白ごま(い
り）／ごま油／上白糖
／薄力粉／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／サフ
ラワー油

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご／絹ごし豆腐／
かたくちいわし(煮干
し)／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／かつお加工
品(かつお節)／ロース
ハム／牛乳／キャン

しょうが／ねぎ／きゅ
うり／にんじん／りん
ご

牛乳
◆チーズボール たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 19.6 ｇ

月 牛乳

24
うどん(ゆで)／さとい
も／三温糖／サラダ油
／ごま油／メープル
ロールパン

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／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

だいこん／にんじん／
ごぼう／ほうれんそう
／ねぎ／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳
メープルロールパン たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

火 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／普
通はるさめ(乾)／三温
糖／サフラワー油／ご
ま油／プリン

牛乳１L／ウィンナー
／むき海老／鶏若鶏肉
ささ身／鰹節（花かつ
お）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／明治ブルガ
リアヨーグルト／ロー
スハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳

玉葱／赤ピーマン／に
んにく(りん茎)／はく
さい／生しいたけ(菌
床栽培、生)／しょう
が／きゅうり／にんじ
ん／いちご／バナナ／
温州蜜柑缶詰(果肉)

麦茶
◆プリン・ア・ラ・モード たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 22.5 ｇ

水 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／メロンパン

牛乳900ml／豚小間／
はんぺん／鰹節（花か
つお）／まさば／かに
風味かまぼこ／牛乳

れんこん／ねぎ／しょ
うが／ほうれんそう／
バナナ

牛乳
メロンパン たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

木 牛乳

27
スパゲッティ／三温糖
／サラダ油／ごま油／
豆腐ドーナツ

牛乳１L／豚ひき肉／
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

にんじん／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／
バナナ

牛乳
豆腐ドーナツ たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

金 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／花
麩／さつまいも／とう
もろこし(冷凍）

牛乳／豚小間／なると
／かつお加工品(かつ
お節)／わかめご飯の
素

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)／ねぎ／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 16.3 ｇ

／
脂　質 13.6 ｇ

土 牛乳

鍋やうどん、雑炊、シチュー

などは体を温めてくれる定

番メニュー。長ネギ、玉ねぎ、

しょうが、にんにくなどを使

うとより効果的です。

体が温まって血液の循環が

よくなると、免疫機能が高

まり風邪の予防になります。

朝食にも温かい味噌汁や

スープを添えるといいでしょ

う。

冬休みは、ふだんより親子で一緒

に過ごす時間があります。そこで、

お子さんに食事のお手伝いを呼

びかけてみてはいかがでしょうか。

買い物で一緒に食材を選んだり、

簡単な下準備を手伝ってもらった

りなど、まずは子供ができる範囲

で参加することから始めてみま

しょう。そして、「ありがとう、おい

しいよ」の一言で、子どもの食へ

の関心を高めていきましょう。
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