
令和2年　　5月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
みそしる
ひじきだんごあまずあん
ほうれんそうのなむる
ばなな

食塩相当量 1.7 ｇ
すぱげてぃみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
やさいすーぷ
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 1.6 ｇ
らいむぎろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
たけのこいりたきおこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
すましじる
あかうおのさいきょうやき
はるさめさらだ
めろん

食塩相当量 1.8 ｇ
わふうすぱげてぃー ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
わかめとたまごのすーぷ
おんさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
みそしる
あじのみそづけやき
きゃべつかにかまさらだ
あまなつ

食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
みそしる
さわらのしおやき
たいしょうきんときのにつ
ほうれんそうのおひたし
ぐれーぷふるーつ 食塩相当量 1.9 ｇ
むぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
みそしる
とりのよーぐるとみそやき
なっとう
わかめとおかひじきあえ
ぐれーぷふるーつ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 760 kcal
あんかけやきそば
きゃべつめんちかつ
あすぱらぽてとさらだ
ばなな

食塩相当量 1.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
さけのみそばたーてりやき
まかろにたまごさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
すぱげてぃみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
やさいすーぷ
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 1.6 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
しんたまおにおんすーぷ
きゃべつとはむのさらだ
よーぐると

食塩相当量 2.6 ｇ
むぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
みそしる
やきさけ
ちぐさあえ
おれんじ

食塩相当量 2.7 ｇ
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcal
ちきんばーぐ
ぶろっこりーのさらだ
おれんじ

食塩相当量 1.8 ｇ
らいむぎろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 570 kcal タンパク質 22.7 g

18.4 g 食塩相当量 2.1 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.8 ｇ
／

脂　質 23.6 ｇ
木

21
ライ麦ロール／ABCマ
カロニ／パン粉(半生)
／コーンフレーク／さ
つまいも／じゃがいも
／サラダ油

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／牛乳900ml

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しんじゃがぽてとふらい

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 24.5 ｇ
水

20
うどん(ゆで)／こん
にゃく(精粉)／薄力粉
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／無塩バ
ター／グラニュー糖

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐／ツナチャンク／
牛乳１L／たまご

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ブロッ
コリー／バレンシアオ
レンジ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ばななぱうんどけーき

たんぱく質 30.0 ｇ
／

脂　質 17.4 ｇ
火

19
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／上白
糖／ごま(いり）／薄
力粉

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)
／甘塩鮭／たまご／油
揚げ／牛乳１L／豚ひ
き肉／しらす干し(半
乾燥品)／さくらえび

ほうれんそう／にんじ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／バレンシアオレンジ
／ねぎ／キャベツ／
しょうが

ぎゅうにゅう
◆おこのみやき

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 15.9 ｇ
月

18
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サンド
イッチ食パン／いちご
ジャム(低糖度)

豚小間／ロースハム／
ヨーグルト／牛乳
900ml

にんじん／玉葱／パセ
リ／キャベツ

ぎゅうにゅう
◆じゃむさんど

たんぱく質 26.0 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
土

16
スパゲッティ／じゃが
いも／三温糖／サフラ
ワー油／ごま油／サン
ドイッチ食パン

豚ひき肉／ウィンナー
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／ス
ライスチーズ／ロース
ハム

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／キャ
ベツ／パセリ／だいこ
ん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずさんど

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
金

15
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／三温糖／マ
カロニ／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）
／サラダ油

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／たまご／塩昆
布

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／
きゅうり／バナナ

むぎちゃ
◆しおこんぶてんかすにぎり

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
木

14
水稲穀粒(精白米)／蒸
し中華めん／ごま油／
かたくり粉／パン粉
(乾燥)／薄力粉／サラ
ダ油／じゃがいも／サ
フラワー油

豚小間／豚ひき肉／牛
乳１L／たまご／ロー
スハム／なると

はくさい／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
／キャベツ／アスパラ
ガス／バナナ／あさつ
き

むぎちゃ
◆ちゃーはん

たんぱく質 23.8 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
水

13
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／食パン(市販品）

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／★糸引
納豆／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml

かぶ／ほうれんそう／
にんにく(りん茎)／
しょうが／おかひじき
／えのきたけ(味付け
瓶詰)／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆しらすとーすと

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 10.6 ｇ
火

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
大正金時／かつお加工
品(かつお節)／牛乳１
L／焼きのり／たまご

ねぎ／ほうれんそう／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆のりたまおにぎり

たんぱく質 23.1 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

11
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
白ごま(いり）／サン
ドイッチ食パン

かたくちいわし(煮干
し)／まあじ／かに風
味かまぼこ／牛乳１L
／ツナチャンク

グリンピース／玉葱／
キャベツ／きゅうり／
なつみかん

ぎゅうにゅう
◆つなさんど

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
土

9
スパゲッティ／有塩バ
ター／かたくり粉／
じゃがいも／食パン
(市販品）

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／刻みのり／たま
ご／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／魚肉ソ－セ
－ジ／牛乳／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／西洋かぼちゃ
／★えだまめ(冷凍)／
バナナ／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと

たんぱく質 20.8 ｇ
／ ◆そらまめ

脂　質 6.2 ｇ
金

8
水稲穀粒(精白米)／も
ち米／三温糖／普通は
るさめ(乾)／サフラ
ワー油／ごま油／上新
粉／白玉粉／上白糖

油揚げ／絹ごし豆腐／
鰹節（花かつお）／あ
こうだい／ロースハム
／あずき(乾）

たけのこ(ゆで)／にん
じん／こねぎ／きゅう
り／メロン(温室)／そ
らまめ

おちゃ
◆かしわもち

たんぱく質 17.8 ｇ
／

脂　質 23.6 ｇ
木

7
ライ麦ロール／ABCマ
カロニ／パン粉(半生)
／コーンフレーク／さ
つまいも／じゃがいも
／サラダ油

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／牛乳900ml

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しんじゃがぽてとふらい

たんぱく質 26.0 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
土

2
スパゲッティ／じゃが
いも／三温糖／サフラ
ワー油／ごま油／サン
ドイッチ食パン

豚ひき肉／ウィンナー
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／ス
ライスチーズ／ロース
ハム

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／キャ
ベツ／パセリ／だいこ
ん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずさんど

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
金

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／白ごま(いり）
／薄力粉／上白糖／有
塩バター

鶏小間／刻みのり／油
揚げ／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)／焼きのり／牛乳
900ml／牛乳１L／たま
ご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂

にんじん／ほんしめじ
／キャベツ／ねぎ／
しょうが／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／バナナ／いちご

ぎゅうにゅう
◆いちごくれーぷ

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
たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
みそしる
ひじきだんごあまずあん
ほうれんそうのなむる
ばなな

食塩相当量 1.5 ｇ
わふうすぱげてぃー ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
わかめとたまごのすーぷ
おんさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
ごぶづきまい ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
みそしる
あじのみそづけやき
きゃべつかにかまさらだ
あまなつ

食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
みそしる
さわらのしおやき
きんときまめのにつけ
ほうれんそうのおひたし
こだますいか 食塩相当量 1.6 ｇ
むぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
みそしる
とりのよーぐるとみそやき
なっとう
わかめとおかひじきあえ
ぐれーぷふるーつ 食塩相当量 2.3 ｇ
あんかけやきそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
きゃべつめんちかつ
あすぱらぽてとさらだ
ばなな

食塩相当量 1.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
さけのみそばたーてりやき
まかろにたまごさらだ
こだますいか

食塩相当量 2.5 ｇ
すぱげてぃみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
やさいすーぷ
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 1.6 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

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／白ごま(いり）

鶏小間／刻みのり／油
揚げ／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)／焼きのり／わか
めご飯の素

にんじん／ほんしめじ
／キャベツ／ねぎ／
しょうが／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／バナナ

むぎちゃ
◆わかめおにぎり たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 12.2 ｇ

金

23
スパゲッティ／有塩バ
ター／かたくり粉／
じゃがいも／食パン
(市販品）

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／刻みのり／たま
ご／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／魚肉ソ－セ
－ジ／牛乳／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／西洋かぼちゃ
／★えだまめ(冷凍)／
バナナ／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

土

25
水稲穀粒(半つき米)／
じゃがいも／三温糖／
白ごま(いり）／サン
ドイッチ食パン

かたくちいわし(煮干
し)／まあじ／かに風
味かまぼこ／牛乳１L
／ツナチャンク

玉葱／キャベツ／きゅ
うり／なつみかん

ぎゅうにゅう
◆つなさんど たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

月

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
大正金時／かつお加工
品(かつお節)／牛乳１
L／焼きのり／たまご

ねぎ／ほうれんそう／
小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆のりたまおにぎり たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 10.6 ｇ

火

27
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／食パン(市販品）

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／★糸引
納豆／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml

かぶ／ほうれんそう／
にんにく(りん茎)／
しょうが／おかひじき
／えのきたけ(味付け
瓶詰)／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆しらすとーすと たんぱく質 23.8 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

水

28
蒸し中華めん／ごま油
／かたくり粉／パン粉
(乾燥)／薄力粉／サラ
ダ油／じゃがいも／水
稲穀粒(精白米)／サフ
ラワー油

豚小間／豚ひき肉／牛
乳１L／たまご／ロー
スハム／なると

はくさい／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
／キャベツ／アスパラ
ガス／バナナ／あさつ
き

むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質 20.6 ｇ

／
脂　質 22.3 ｇ

木

29
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／三温糖／マ
カロニ／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）
／サラダ油

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／たまご／塩昆
布

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／
きゅうり／小玉すいか

むぎちゃ
◆しおこんぶてんかすにぎりたんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

金

30
スパゲッティ／じゃが
いも／三温糖／サフラ
ワー油／ごま油／サン
ドイッチ食パン

豚ひき肉／ウィンナー
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／ス
ライスチーズ／ロース
ハム

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／キャ
ベツ／パセリ／だいこ
ん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずさんど たんぱく質 26.0 ｇ

／
脂　質 20.6 ｇ

土


