
令和2年　　3月分 献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
コーンシチュー
レバーハンバーグ
マカロニサラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.6 ｇ
ひなちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
すまし汁(はんぺん・麩）
鰆の西京焼き
ほうれん草のごま和え
果物(いよかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
和風スパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
キャベツベーコンスープ
わかめとコーンのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
ひじき団子の甘酢あんかけ
春雨サラダ
果物(苺)

食塩相当量 2.1 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
南瓜の天ぷら
小松菜とベーコンのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
レタススープ
大根のおかかサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.1 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
マカロニスープ
タンドリーサーモン
イタリアンサラダ
果物(いよかん)

食塩相当量 2.2 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
すまし汁（わかめ・手毬麩
チキン南蛮
五色サラダ
果物(苺)

食塩相当量 1.2 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 448 kcal
すまし汁（にら・卵）
鶏肉の照焼き
切干し大根の煮付け
果物(苺)

食塩相当量 1.6 ｇ
あんかけ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal
春雨スープ
さつまいもサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.3 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
味噌汁（大根・油揚げ）
コーンサラダ
ヨーグルト

食塩相当量 2.2 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
卵スープ
海藻サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.4 ｇ
長崎ちゃんぽん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
チキンカツ
温サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.1 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
すまし汁(青菜･花麩･椎茸
豆腐入り松風焼き
ほうれん草のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え
果物(苺)

食塩相当量 1.8 ｇ
焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
おろし汁
わかめときゅうりの酢の物
果物(いよかん)

食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 510 kcal タンパク質 20.2 g

18.2 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 24.1 ｇ
／ ◆キーマカレー

脂　質 18.9 ｇ
水

18
蒸し中華めん／サラダ
油／じゃがいも／糸こ
んにゃく／三温糖／ナ
ン

調製豆乳／豚小間／鶏
小間／木綿豆腐／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／わかめ／か
に風味かまぼこ／牛乳
／豚ひき肉

玉葱／キャベツ／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ねぎ／だいこん／
きゅうり／いよかん／
トマト缶詰(ホール）
／にんにく(りん茎)

牛乳
ナン

豆乳

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 11.8 ｇ
火

17
水稲穀粒(精白米)／花
麩／パン粉(乾燥)／三
温糖／白ごま(いり）
／★ピ－ナッツパウ
ダー／★ピーナッツバ
ター／中華めん(ゆで)

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉ひき
肉／木綿豆腐／豚ひき
肉

ほうれんそう／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
ねぎ／玉葱／キャベツ
／いちご／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら

麦茶
◆味噌ラーメン

牛乳

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 15.0 ｇ
月

16
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／サフラワー油／じゃ
がいも／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／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／魚肉
ソ－セ－ジ／かつお加
工品(かつお節)

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)／西
洋かぼちゃ／★えだま
め(冷凍)／バナナ

麦茶
◆おかかおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 17.4 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／三温糖
／サラダ油／ごま油／
食パン(市販品）／
じゃがいも

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たまご／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かに風味かま
ぼこ／たらこ

玉葱／パセリ／きゅう
り／バナナ

牛乳
◆じゃがたらサンド

牛乳

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
金

13
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ショートケーキ

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／なかよし
ヨーグルト

にんじん／玉葱／だい
こん／キャベツ／きゅ
うり

麦茶
ケーキ

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
木

12
蒸し中華めん／ごま油
／かたくり粉／普通は
るさめ(乾)／さつまい
も／サンドイッチ食パ
ン／ソフトタイプマー
ガリン

牛乳900ml／ロールい
か／むき海老／なると
／豚小間／ベーコン／
スライスチーズ／焼き
のり

キャベツ／にんじん／
玉葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／干し椎茸／にんに
く(りん茎)／しょうが
／チンゲンツァイ／
きゅうり／りんご

牛乳
◆海苔チーズサンド

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 13.7 ｇ
水

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）

調製豆乳／わかめご飯
の素／たまご／鰹節
（花かつお）／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／鶏若
鶏肉ひき肉／牛乳１L
／塩ざけ

にら／にんじん／切干
しだいこん／いちご

牛乳
◆鮭おにぎり

豆乳

たんぱく質 19.9 ｇ
／

脂　質 24.6 ｇ
火

10
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／手まり麩／薄力粉／
サフラワー油／三温糖
／普通はるさめ(乾)／
ごま油／スポンジケー
キ／上白糖

牛乳１L／ささげ(乾）
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かつお加工
品(かつお節)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／たま
ご／ロースハム／ﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

レモン(果汁､生)／
きゅうり／にんじん／
いちご／★キウイフ
ルーツ／温州蜜柑缶詰
(果肉)

麦茶
◆手づくりケーキ

牛乳

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
月

9
ロールパン／ABCマカ
ロニ／三温糖／サフラ
ワー油／薄力粉／サラ
ダ油／こんにゃく(精
粉)／白ごま(いり）／
ごま油

牛乳１L／しろさけ／
明治ブルガリアヨーグ
ルト／ロースハム／サ
ラダチーズ／牛乳

玉葱／キャベツ／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／きゅうり／いよかん
／ごぼう／にんじん

牛乳
◆きんぴら饅頭

牛乳

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
土

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／玄米食パン

牛乳／鶏小間／たまご
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／かつお加工品
(かつお節)／クリーム
チーズ

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／レタ
ス／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／だいこん／バナナ

牛乳
◆クリームチーズサンド

牛乳

たんぱく質 14.0 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
金

6
うどん(ゆで)／薄力粉
／サフラワー油／三温
糖／ごま(いり）／無
塩バター／グラニュー
糖／チョコチップ

牛乳900ml／豚小間／
ベーコン／牛乳１L

にんじん／玉葱／西洋
かぼちゃ／こまつな／
バナナ

牛乳
◆スコーン

牛乳

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 23.4 ｇ
木

5
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／かたくり粉／
三温糖／普通はるさめ
(乾)／小町麩／有塩バ
ター／上白糖／粉糖

牛乳１L／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)／豚ひき
肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／ロースハム
／牛乳900ml

ねぎ／しょうが／きゅ
うり／いちご

牛乳
◆麩のラスク風

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
水

4
スパゲッティ／有塩バ
ター／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／サ
ラダ油／食パン(市販
品）

調製豆乳／ツナチャン
ク／刻みのり／ベーコ
ン／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／牛乳／きな粉
(大豆）

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆きなこサンド

豆乳

たんぱく質 22.8 ｇ
／ ◆手毬麩のひなあられ

脂　質 14.9 ｇ
火

3
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／花麩／三温糖／
黒ごま(いり）／薄力
粉／白玉粉／手まり麩

牛乳１L／たまご／は
んぺん／鰹節（花かつ
お）／さわら／かに風
味かまぼこ／牛乳／あ
ずき(乾）

にんじん／れんこん／
きゅうり／ほうれんそ
う／いよかん／いちご

牛乳
◆桜餅

牛乳

脂　質 24.5 ｇ
月

2
牛乳パン／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸ
ﾘｰﾑ)／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(乾燥)／
マカロニ／ツイスト
ドーナツ

牛乳１L／豚小間／豚
肝臓／豚ひき肉／たま
ご／ロースハム／牛乳

玉葱／にんじん／パセ
リ／きゅうり／いちご

牛乳
ツイストドーナツ

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 23.5 ｇ
／



午 後

午 前
もち麦御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
むらくも汁
鮭の西京焼き
切り昆布と打ち豆の煮物
果物(苺)

食塩相当量 1.9 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
大根とツナのサラダ
果物(バナナ)半分

食塩相当量 2.0 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
チーズとコーンのオムレツ
ポテトサラダ
果物(いよかん)

食塩相当量 3.2 ｇ
タコライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
南瓜のカレースープ
海藻サラダ
果物(苺)

食塩相当量 2.1 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
麻婆豆腐
ほうれん草のナムル
果物（清見オレンジ）

食塩相当量 2.5 ｇ
スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal
コーンポタージュ
七色サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.4 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
グーラッシュ
鮭のムニエル
れんこんサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ
ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
オニオンスープ
キャベツの塩昆布和え
果物(バナナ)

食塩相当量 2.2 ｇ
冷し中華 ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
肉団子スープ
鶏スティックの煮付け
果物(バナナ)

食塩相当量 2.7 ｇ
ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal
野菜スープ
華風きゅうり
果物(メロン)

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

19
水稲穀粒(精白米)／も
ち麦／かたくり粉／三
温糖／黒ごま(いり）

牛乳１L／たまご／木
綿豆腐／かつお加工品
(かつお節)／りしりこ
んぶ(素干し)／しろさ
け／刻み昆布／さつま
揚げ／★打ち豆（国産
大豆､乾)／牛乳

にんじん／いちご 牛乳
◆ごまおにぎり たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 11.9 ｇ

木 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サンドイッチ食
パン

牛乳／豚小間／絹ごし
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／スラ
イスチーズ

玉葱／グリンピース
(冷凍)／なめこ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆チーズサンド たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 21.9 ｇ

土 牛乳

23
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／有
塩バター／じゃがいも
／三温糖／もち米／水
稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／豚小間／
たまご／サラダチーズ
／ロースハム／あずき
(乾）／きな粉(大豆）

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／きゅうり／いよか
ん

麦茶
◆ぼたもち たんぱく質 18.1 ｇ

／
脂　質 14.1 ｇ

月 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／サンドイッチ食パ
ン／いちごジャム(低
糖度)

牛乳900ml／豚ひき肉
／プロセスチーズ／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

玉葱／にんじん／レタ
ス／トマト／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／いち
ご

牛乳
◆ジャムサンド たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

火 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／ごま
油／三温糖／かたくり
粉／白ごま(いり）／
バンズパン／パン粉
(乾燥)

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)／
木綿豆腐／豚ひき肉／
焼きのり／牛乳900ml
／ピザ用チーズ

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／清見オレン
ジ／青ピーマン

牛乳
◆チーズバーガー たんぱく質 24.4 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

水 豆乳

26
スパゲッティ／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

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／わかめ
ご飯の素

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／だい
こん／きゅうり／レッ
ドキャベツ／バナナ

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木 牛乳

27
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／薄
力粉／三温糖／白ごま
(すり）／どら焼

牛乳900ml／鶏小間／
しろさけ／ロースハム

玉葱／にんじん／にん
にく(りん茎)／れんこ
ん／きゅうり／バナナ

麦茶
どら焼き たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 15.8 ｇ

金 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ごま油／
食パン(市販品）

牛乳／豚小間／塩昆布
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)

玉葱／グリンピース
(冷凍)／パセリ／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
◆ツナマヨトースト たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 20.2 ｇ

土 牛乳

30
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／薄力粉／上白糖／
有塩バター／サフラ
ワー油

牛乳900ml／ロースハ
ム／たまご／豚ひき肉
／蒸しかまぼこ／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／牛
乳１L

きゅうり／玉葱／にん
じん／はくさい／ほう
れんそう／しょうが／
にんにく(りん茎)／バ
ナナ

麦茶
◆人参ドーナツ たんぱく質 23.1 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

月 牛乳

31
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油

牛乳900ml／豚ひき肉
／ウィンナー／ヨーグ
ルト

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）／キャベツ
／パセリ／きゅうり／
メロン(温室)／バナナ
／温州蜜柑缶詰(果肉)

麦茶
◆フルーツヨーグルト たんぱく質 17.1 ｇ

／
脂　質 13.4 ｇ

火 牛乳

ぞう組さんリクエストランキング！ ※うさぎ組さんは進級に向け午前のおやつがなくなります

主食

1位 カレーライス

2位 味噌ラーメン

3位 ドライカレー

主菜

1位 鶏肉のから揚げ

2位 鮭の西京焼き

3位 同率３位がいっぱ

汁物

1位 コーンシチュー

2位 コーンポタージュ

3位 野菜スープ

副菜

1位 五色サラダ

2位 華風きゅうり

3位 春雨サラダ

（マヨネーズ

果物

1位 いちご

2位 メロン

3位 みかん

飲み物

1位 リンゴジュース

2位 麦茶

3位 ぶどうジュース

おやつ

1位 キッズショートケーキ

2位 焼きショコラ麩

3位 プリン・アラモード


