
令和2年　　5月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁（キャ・油揚げ）
ひじき団子の甘酢あんかけ
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.7 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
野菜スープ
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ライ麦ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏肉のチーズパン粉焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
たけのこ入り炊きおこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
赤魚の西京焼き
春雨サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
わかめと卵のスープ
温サラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
ピース御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鯵の味噌漬け焼き
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
味噌汁（長葱・わかめ）
鰆の塩焼き（あんかけ）
大正金時の煮付け
ほうれん草のお浸し

食塩相当量 1.5 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
味噌汁（かぶ・ほうれん草
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
納豆
わかめとおかひじき和え物

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
野菜あんかけ煮
キャベツ入りハンバーグ
アスパラポテトサラダ

食塩相当量 0.7 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
南瓜のポタージュ
鮭の味噌バター照り焼き
マカロニ卵サラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
野菜スープ
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
新玉オニオンスープ
じゃが芋のカレー煮
キャベツとハムのサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
千草和え

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
豚汁
チキンバーグ
ブロッコリーのサラダ

食塩相当量 0.8 ｇ
ライ麦ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏肉のチーズパン粉焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 494 kcal タンパク質 20.2 g

16.5 g 食塩相当量 1.7 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.0 ｇ
／ バナナ

脂　質 19.3 ｇ
木

21
ライ麦ロール／ABCマ
カロニ／ノンエッグマ
ヨネーズ／パン粉(半
生)／さつまいも／
じゃがいも／サラダ油

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／パルメザンチー
ズ

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

牛乳
◆新じゃがポテトフライ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ オレンジ

脂　質 21.2 ｇ
水

20
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／豚小間／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
／たまご

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

牛乳
◆バナナﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 24.5 ｇ
／ オレンジ

脂　質 15.8 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

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)／甘塩鮭
／たまご／油揚げ／豚
ひき肉／しらす干し
(半乾燥品)／さくらえ

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

牛乳
◆お好み焼き

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ ヨーグルト

脂　質 11.9 ｇ
月

18
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ノンエッグマヨネーズ
／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
／ロースハム／ヨーグ
ルト

玉葱／パセリ／にんじ
ん／グリンピース／
キャベツ

牛乳
◆ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 22.0 ｇ
／ バナナ

脂　質 20.6 ｇ
土

16
水稲穀粒(精白米)／
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

牛乳／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)／
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

牛乳
◆ハムチーズサンド

牛乳

たんぱく質 20.2 ｇ
／ バナナ

脂　質 19.0 ｇ
金

15
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／三温糖／マ
カロニ／ノンエッグマ
ヨネーズ／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／サラダ油

牛乳900ml／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

麦茶
◆塩昆布と天かすにぎり

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.4 ｇ
木

14
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／パ
ン粉(乾燥)／じゃがい
も／ノンエッグマヨ
ネーズ／サフラワー油

牛乳１L／豚小間／豚
ひき肉／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／あさつき／バナ
ナ

麦茶
◆炒飯

牛乳

たんぱく質 22.6 ｇ
／ グレープフルーツ

脂　質 17.4 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）

牛乳900ml／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／

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

牛乳
◆しらすトースト

牛乳

たんぱく質 21.4 ｇ
／ グレープフルーツ

脂　質 11.7 ｇ
火

12
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
さわら／鰹節（花かつ
お）／大正金時／かつ
お加工品(かつお節)／
焼きのり／たまご

ねぎ／ほうれんそう／
グレープフルーツ

牛乳
◆のりたまおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ
／ オレンジ

脂　質 14.0 ｇ
月

11
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
白ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／サ
ンドイッチ食パン

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

グリンピース／玉葱／
キャベツ／きゅうり／
バレンシアオレンジ

牛乳
◆ツナサンド

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.8 ｇ
土

9
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／かたくり粉
／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ／食
パン(市販品）

牛乳／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)／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
／バナナ

牛乳
◆ピザトースト

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ
／ ◆空豆

メロン 脂　質 8.5 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

牛乳１L／油揚げ／絹
ごし豆腐／鰹節（花か
つお）／あこうだい／
ロースハム

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

お茶
◆茶飯おにぎり

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ
／ バナナ

脂　質 19.3 ｇ
木

7
ライ麦ロール／ABCマ
カロニ／ノンエッグマ
ヨネーズ／パン粉(半
生)／さつまいも／
じゃがいも／サラダ油

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／パルメザンチー
ズ

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

牛乳
◆新じゃがポテトフライ

牛乳

たんぱく質 22.0 ｇ
／ バナナ

脂　質 20.6 ｇ
土

2
水稲穀粒(精白米)／
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

牛乳／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)／
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

牛乳
◆ハムチーズサンド

牛乳

たんぱく質 21.7 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.3 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

牛乳１L／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／たま
ご

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
／いちご／バナナ

牛乳
◆いちごクレープ

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
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 467 kcal
味噌汁（キャ・油揚げ）
ひじき団子の甘酢あんかけ
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.5 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
わかめと卵のスープ
温サラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鯵の味噌漬け焼き
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal
味噌汁（長葱・わかめ）
鰆の塩焼き（あんかけ）
大正金時の煮付け
ほうれん草のお浸し

食塩相当量 1.3 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
味噌汁（かぶ・ほうれん草
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
納豆
わかめとおかひじき和え物

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
野菜あんかけ煮
キャベツ入りハンバーグ
アスパラポテトサラダ

食塩相当量 0.7 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
南瓜のポタージュ
鮭の味噌バター照り焼き
マカロニ卵サラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
野菜スープ
大根のおかかサラダ

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

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／白ごま(いり）

牛乳１L／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

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 18.7 ｇ

／ バナナ

脂　質 13.3 ｇ
金 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／かたくり粉
／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ／食
パン(市販品）

牛乳／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)／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
／バナナ

牛乳
◆ピザトースト たんぱく質 18.3 ｇ

／ バナナ

脂　質 16.8 ｇ
土 牛乳

25
水稲穀粒(半つき米)／
じゃがいも／三温糖／
白ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／サ
ンドイッチ食パン

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

玉葱／キャベツ／きゅ
うり／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
◆ツナサンド たんぱく質 21.3 ｇ

／ オレンジ

脂　質 14.3 ｇ
月 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
さわら／鰹節（花かつ
お）／大正金時／かつ
お加工品(かつお節)／
焼きのり／たまご

ねぎ／ほうれんそう／
小玉すいか

牛乳
◆のりたまおにぎり たんぱく質 21.3 ｇ

／ 小玉すいか

脂　質 11.7 ｇ
火 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／食パン(市販品）

牛乳900ml／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／

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

牛乳
◆しらすトースト たんぱく質 22.6 ｇ

／ グレープフルーツ

脂　質 17.4 ｇ
水 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／パ
ン粉(乾燥)／じゃがい
も／ノンエッグマヨ
ネーズ／サフラワー油

牛乳１L／豚小間／豚
ひき肉／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／あさつき／バナ
ナ

麦茶
◆炒飯 たんぱく質 18.7 ｇ

／ バナナ

脂　質 16.4 ｇ
木 牛乳

29
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／三温糖／マ
カロニ／ノンエッグマ
ヨネーズ／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／サラダ油

牛乳900ml／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

麦茶
◆塩昆布と天かすにぎり たんぱく質 20.1 ｇ

／ 小玉すいか

脂　質 18.9 ｇ
金 牛乳

30
水稲穀粒(精白米)／
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

牛乳／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)／
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

牛乳
◆ハムチーズサンド たんぱく質 22.0 ｇ

／ バナナ

脂　質 20.6 ｇ
土 牛乳










