
令和2年　　2月分 献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 354 kcal
わかめスープ
キャベツのしらす和え
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
鰯の蒲焼丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
五目豆
果物(りんご)

食塩相当量 2.1 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
すまし汁(はんぺん・葱）
鮭のチャンチャン焼き
水菜のゴマサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
ミネストローネスープ
ツナ入りオムレツ
キャベツかにかまサラダ
果物(いよかん)

食塩相当量 2.4 ｇ
豚汁うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
魚のおろし煮
春雨サラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.3 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
おこと汁
鰤の照り焼き
わかめのなめ茸和え
果物(バナナ)

食塩相当量 2.3 ｇ
焼きカレーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
ポテトスープ
大根とツナのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
豆腐入り松風焼き
ひじきのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ
鶏ごぼう御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
味噌汁（豆腐・白菜）
鰯のパン粉焼き
千草和え
果物(いよかん)

食塩相当量 2.0 ｇ
ライ麦パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
春雨スープ
ハムカツ
ボイルサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.9 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
白菜とベーコンのスープ
五色サラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.9 ｇ
スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
チキンスープ
海藻サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
中華風コーンスープ
いかサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal
味噌汁（油揚げ・白菜）
焼鮭
切干し大根の煮付け
果物(いよかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
白身魚のホイル焼き
七色サラダ
果物(いよかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 496 kcal タンパク質 19.3 g

19.7 g 食塩相当量 2.0 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.9 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
水

19
うどん(ゆで)／サラダ
油／三温糖／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／豚小間／
めかじき／かに風味か
まぼこ／たまご／ピザ
用チーズ／鶏若鶏肉さ
さ身／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／サラダチー
ズ／わかめご飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／グリンピース(冷
凍)／えのきたけ／ほ
んしめじ／だいこん／
きゅうり／レッドキャ
ベツ／いよかん

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 15.4 ｇ
火

18
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／三温糖／さつ
まいも／サラダ油

調製豆乳／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／甘塩鮭／鶏若鶏肉ひ
き肉／牛乳

はくさい／にんじん／
切干しだいこん／いよ
かん

牛乳
◆さつま芋スティック

豆乳

たんぱく質 16.0 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
月

17
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／三温糖／サフ
ラワー油／ごま油／フ
ランスパン／黒ごま
(いり）／有塩バター

牛乳900ml／豚小間／
たまご／鶏若鶏肉ひき
肉／いかくん製／牛乳

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／セロリー
／バナナ

牛乳
◆黒ゴマラスク

牛乳

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 20.8 ｇ
土

15
スパゲッティ／かたく
り粉／三温糖／サラダ
油／ごま油／黒ごま食
パン

牛乳／豚ひき肉／鶏小
間／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／クリームチー
ズ

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
／干し椎茸／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆クリームチーズサンド

牛乳

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 27.5 ｇ
金

14
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／パイ皮／ミルク
チョコレート／いちご

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／むき海
老／牛乳１L／ベーコ
ン／ロースハム／たま
ご／牛乳

玉葱／にんじん／パセ
リ／はくさい／きゅう
り／りんご

牛乳
◆ジャムパイ

牛乳

たんぱく質 15.2 ｇ
／

脂　質 27.6 ｇ
木

13
ライ麦食パン／有塩バ
ター／普通はるさめ
(乾)／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／米
粉／アーモンドプード
ル／オリーブ油／黒蜜

牛乳１L／ベーコン／
ロースハム／絹ごし豆
腐

玉葱／干し椎茸／チン
ゲンツァイ／キャベツ
／にんじん／いちご

麦茶
◆米粉のフィナンシェ

牛乳

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
水

12
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／パン
粉(乾燥)／上白糖／ご
ま(いり）／食パン(市
販品）

牛乳900ml／鶏若鶏肉
ひき肉／絹ごし豆腐／
かたくちいわし／まい
わし／たまご／油揚げ
／牛乳／パルメザン
チーズ

ごぼう／はくさい／ほ
うれんそう／にんじん
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
いよかん

牛乳
◆チーズカレーラスク

牛乳

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
月

10
うどん(ゆで)／三温糖
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／ごま油／
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)／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
かに風味かまぼこ／牛

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／きゅうり
／★えだまめ(冷凍)／
バナナ

牛乳
◆きつねごはん（稲荷寿し

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ
／

脂　質 23.4 ｇ
土

8
0 牛乳／ベーコン／まぐ

ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／塩ざけ

玉葱／パセリ／だいこ
ん／きゅうり／バナナ

牛乳
◆鮭おにぎり

牛乳

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 13.4 ｇ
金

7
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／さと
いも／糸こんにゃく／
ランチパン／蒸し中華
めん

牛乳900ml／焼き豆腐
／さつま揚げ／あずき
(乾）／かたくちいわ
し(煮干し)／ぶり／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かに風味かまぼ
こ／牛乳／あおのり

にんじん／ごぼう／だ
いこん／しょうが／
きゅうり／えのきたけ
(味付け瓶詰)／バナナ
／キャベツ

牛乳
◆焼きそばパン

牛乳

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
木

6
うどん(ゆで)／こん
にゃく(精粉)／かたく
り粉／サラダ油／普通
はるさめ(乾)／三温糖
／サフラワー油／ごま
油／水稲穀粒(精白米)
／薄力粉／パン粉(乾

牛乳１L／豚小間／油
揚げ／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
ロースハム／鶏若鶏肉
ひき肉／プロセスチー
ズ

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／きゅう
り／りんご／玉葱

麦茶
◆ライスコロッケ

牛乳

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
水

5
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／黒
ごま(いり）／水稲穀
粒(精白米)／ごま油

牛乳900ml／ベーコン
／ツナチャンク／たま
ご／かに風味かまぼこ
／牛乳／なると／豚ひ
き肉

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／パセ
リ／ほうれんそう／赤
ピーマン／きゅうり／
いよかん／あさつき

牛乳
◆炒飯

牛乳

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
火

4
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／有塩バター
／グラニュー糖／薄力
粉／マーマレード(低
糖度)

牛乳１L／わかめご飯
の素／はんぺん／鰹節
（花かつお）／しろさ
け／焼きのり／牛乳／
たまご

ねぎ／キャベツ／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／にら／きょうな／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆マーマレードクッキー

牛乳

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
月

3
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／三温糖／サンド
イッチ食パン

牛乳900ml／まいわし
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／大
豆(国産､ゆで）／りし
りこんぶ(素干し)／焼
き竹輪／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ(植物性脂肪)

なめこ／ごぼう／にん
じん／りんご／いちご
／

牛乳
◆恵方ロール

牛乳

たんぱく質 10.7 ｇ
／

脂　質 11.1 ｇ
土

1
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／三温糖
／ごま油／サンドイッ
チ食パン／有塩バター

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)／しらす干
し(微乾燥品)／牛乳／
きな粉(大豆）

玉葱／パセリ／ねぎ／
キャベツ／バナナ

牛乳
◆きなこサンド

麦茶

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
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
白菜の中華スープ
鶏肉の唐揚げ
マカロニサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.0 ｇ
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
味噌汁（キャ・油揚げ）
肉豆腐
いかサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.8 ｇ
和風スパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal
春雨スープ
キャベツのおかかあえ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
味噌汁（えのき・わかめ）
麻婆豆腐
白菜の刻みのりサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.4 ｇ
味噌ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
チキンフレーク焼き
イタリアンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
南瓜のカレースープ
カジキのバター醤油焼き
れんこんサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.3 ｇ
赤飯2 ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
ハンバーグ
スパゲティサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.8 ｇ
クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 415 kcal
ジュリアンヌスープ
ひじきのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ

バナナ

29
クロワッサン／じゃが
いも／スパゲッティ／
三温糖／ごま油／水稲
穀粒(精白米)

ベーコン／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／かに風
味かまぼこ／牛乳／た
らこ(焼)／焼きのり

にんじん/きゃべつ/だ
いこん/玉ねぎ/セロリ
/パセリ/きゅうり/

牛乳
◆たらこおにぎり たんぱく質 12.4 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

土 麦茶

28
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／じゃがいも／パン粉
(乾燥)／マカロニ･ス
パゲッティ／ハードビ
スケット／上白糖

牛乳900ml／ささげ
(乾）／かたくちいわ
し(煮干し)／豚ひき肉
／たまご／ロースハム
／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂
肪)

玉葱／きゅうり／いち
ご

麦茶
◆クッキーケーキ たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

金 牛乳

27
キャロブパン／薄力粉
／有塩バター／三温糖
／白ごま(すり）／メ
ロンパン

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／めかじき
／ロースハム／牛乳

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／にんにく
(りん茎)／れんこん／
きゅうり／りんご

牛乳
メロンパン たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 23.2 ｇ

木 牛乳

26
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
パン粉(半生)／コーン
フレーク／三温糖／サ
フラワー油／春巻きの
皮／じゃがいも／サラ
ダ油

牛乳900ml／豚ひき肉
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／パルメザンチー
ズ／ロースハム／サラ
ダチーズ／ベーコン／
ピザ用チーズ

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／ブロッ
コリー／バナナ／玉葱
／グリンピース(冷凍)

牛乳
◆ポテト春巻 たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 25.0 ｇ

水 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／サラダ油／食パ
ン(市販品）／上白糖
／有塩バター

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
木綿豆腐／豚ひき肉／
しらす干し(半乾燥品)
／刻みのり／牛乳／た
まご

えのきたけ／あさつき
／玉葱／ねぎ／にんじ
ん／にら／にんにく
(りん茎)／しょうが／
はくさい／りんご

牛乳
◆フレンチトースト たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 20.2 ｇ

火 牛乳

22
スパゲッティ／有塩バ
ター／普通はるさめ
(乾)／食パン(市販
品）／グラニュー糖

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／刻みのり
／ベーコン／かつお加
工品(かつお節)

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／チンゲンツァ
イ／キャベツ／バナナ

牛乳
◆シュガートースト たんぱく質 16.2 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

土 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／しらたき／サフ
ラワー油／ごま油／サ
ンドイッチ食パン

牛乳１L／鶏小間／油
揚げ／刻みのり／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き豆腐／豚小間／い
かくん製／牛乳／スラ
イスチーズ／ロースハ
ム

にんじん／ほんしめじ
／キャベツ／きゅうり
／セロリー／りんご

牛乳
◆ハムチーズサンド たんぱく質 25.9 ｇ

／
脂　質 24.1 ｇ

金 牛乳

20
牛乳パン／かたくり粉
／ごま油／サフラワー
油／マカロニ／無塩バ
ター／薄力粉／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ロースハム／
たまご

はくさい／ねぎ／えの
きたけ／きくらげ(乾)
／きゅうり／いちご

麦茶
◆マーブルケーキ たんぱく質 14.8 ｇ

／
脂　質 24.9 ｇ

木 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

よく食べて、寝て、遊んで、笑う。

子供にとっては、そのような毎日

が、自然と免疫力を高めていくこ

とにつながります。それでもこの

季節には、かぜに負けない体作り

を意識した食事を撮りましょう。

ビタミンＡ、Ⅽ、Ｅを含む緑黄色

野菜や果物は、ウイルスに対する

粘膜の免疫を高めます。これに、

良質なたんぱく質を含む卵、魚、

肉、大豆製品を組み合わせて体力

をつけましょう。また、胃腸を丈

夫にすることもかぜの予防になり

ます。規則正しく、偏食のない生

活を心がけて、元気に冬を乗り切

りましょう。

２月は味噌を仕込むのに適した季節で

す。秋に収穫した大豆を乾燥させて保

存し、寒い時期に柔らかく煮て麹と混

ぜて味噌を仕込みます。味噌は仕込む

大豆や麹の種類、季節の温度など、さ

まざまな要素で味が違ってきます。麹

は主に、「米麹」「麦麹」「豆麹」と

３種類あり、地方によってこの麹を使

い分け、味噌を仕込みます。昔から味

噌は調味料でありながら、貴重なたん

ぱく源でした。

今年も、きりん組のお友達が来年の

芋煮会に向けて味噌を仕込みます。

楽しみにしていてください。


