
令和2年　　6月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
こーんしちゅー
ぱんぷきんおむれつ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
みそしる
れいしゃぶちゅうかさらだ
めろん

食塩相当量 2.5 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal
とうふいりまつかぜやき
はるさめさらだ
おれんじ

食塩相当量 2.6 ｇ
どりあふうらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
なないろさらだ
ばなな

食塩相当量 1.7 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
みそしる
とりのばいにくそーす
きゃべつきざみのりさらだ
すいか

食塩相当量 2.7 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
すましじる
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal
みそしる
とうふのすてーき
ちぐさあえ
すいか

食塩相当量 2.2 ｇ
じゃーじゃーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
はるさめさらだすーぷ
ひじきのちゅうかあえ
めろん

食塩相当量 2.4 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんかつ
やさいさらだ
さくらんぼ

食塩相当量 2.3 ｇ
ごぶづきまい ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
すましじる
あじのわふうぱんこやき
ばんばんじーさらだ
めろん

食塩相当量 2.8 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
みそしる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
すいか

食塩相当量 2.4 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
わかめすーぷ
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
こーんしちゅー
ぱんぷきんおむれつ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
みそしる
れいしゃぶちゅうかさらだ
めろん

食塩相当量 2.5 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal
とうふいりまつかぜやき
はるさめさらだ
おれんじ

食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 563 kcal タンパク質 21.9 g

19.9 g 食塩相当量 2.4 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

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
月

1
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／薄力粉／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／黒ごま
(いり）／いちごジャ
ム(低糖度)／蒸しパン

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／かに
風味かまぼこ／加糖練
乳

玉葱／にんじん／西洋
かぼちゃ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

むぎちゃ
◆いちごみるくむしぱん

たんぱく質 29.2 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
火

2
水稲穀粒(精白米)／ご
ま(いり）／三温糖／
ごま油／黒ごま食パン

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／刻みのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／豚ロース
(赤肉)／牛乳１L／ク
リームチーズ

ほうれんそう／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆くりーむちーずさんど

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
水

3
うどん(ゆで)／さとい
も／パン粉(乾燥)／三
温糖／白ごま(いり）
／普通はるさめ(乾)／
サフラワー油／ごま油
／水稲穀粒(精白米)／
蒸し中華めん

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／ロースハム／牛
乳／なると／豚ひき肉

だいこん／にんじん／
ごぼう／ほうれんそう
／ねぎ／玉葱／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／あさつき／キャベ
ツ

ぎゅうにゅう
◆そばめし

たんぱく質 15.4 ｇ
／

脂　質 25.2 ｇ
木

4
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
／三温糖／サラダ油／
ごま油／無塩バター／
グラニュー糖

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／牛乳１L
／鶏若鶏肉ささ身／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／サラダチーズ／きな
粉(大豆）／たまご

キャベツ／玉葱／にん
じん／パセリ／だいこ
ん／きゅうり／レッド
キャベツ／バナナ

むぎちゃ
◆きなこぱうんどけーき

たんぱく質 23.1 ｇ
／

脂　質 23.5 ｇ
金

5
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／ご
ま油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／マシュマ
ロ／チョコチップ

鶏若鶏肉ひき肉／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／しらす
干し(半乾燥品)／刻み
のり／牛乳900ml／た
まご／牛乳１L

ごぼう／なめこ／梅干
し(塩漬)／キャベツ／
にんじん／小玉すいか
／ほうれんそう

ぎゅうにゅう
◆かえるくんけーき

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
土

6
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／手まり麩／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／有塩バター

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛
乳／きな粉(大豆）

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／だ
いこん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆きなこさんど

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 15.7 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／じゃがいも／
薄力粉／三温糖／かた
くり粉／上白糖／ごま
(いり）／食パン(市販
品）／有塩バター／グ
ラニュー糖

かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／たま
ご／油揚げ／牛乳１L

玉葱／にんじん／えの
きたけ／青ピーマン／
しょうが／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんふうとーすと

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
火

9
普通はるさめ(乾)／中
華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／白ごま
(いり）／上白糖／水
稲穀粒(精白米)

ベーコン／豚ひき肉／
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900ml

玉葱／チンゲンツァイ
／ねぎ／きゅうり／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／にんじん／メロ
ン(温室)／ゆかり

ぎゅうにゅう
◆うめおかかおにぎり

たんぱく質 22.3 ｇ
／

脂　質 27.2 ｇ
水

10
白パン／じゃがいも／
スパゲッティ／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／蒸し中華め
ん／サラダ油

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／牛乳１L
／豚小間

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／アスパラガス／さ
くらんぼ(国産)／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし

ぎゅうにゅう
◆やきそば

たんぱく質 27.7 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
木

11
水稲穀粒(半つき米)／
三温糖／パン粉(乾燥)
／白ごま(すり）／サ
ンドイッチ食パン／★
ピーナッツバター

はんぺん／鰹節（花か
つお）／まあじ／あお
のり／鶏若鶏肉ささ身
／牛乳

ねぎ／梅(塩漬)／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／メロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつさんど

たんぱく質 27.2 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
金

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
鶏若鶏肉ひき肉／牛乳
１L／油揚げ

えのきたけ／にんじん
／切干しだいこん／小
玉すいか

ぎゅうにゅう
◆いなりずし

たんぱく質 14.0 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
土

13
スパゲッティ／サフラ
ワー油／かたくり粉／
さつまいも／とうもろ
こし(冷凍）／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／グラニュー糖

ウィンナー／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／牛
乳

玉葱／青ピーマン／に
んにく(りん茎)／ねぎ
／きゅうり／にんじん
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しゅがーとーすと

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
月

15
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／薄力粉／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／黒ごま
(いり）／いちごジャ
ム(低糖度)／蒸しパン

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／かに
風味かまぼこ／加糖練
乳

玉葱／にんじん／西洋
かぼちゃ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

むぎちゃ
◆いちごみるくむしぱん

たんぱく質 29.2 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
火

16
水稲穀粒(精白米)／ご
ま(いり）／三温糖／
ごま油／黒ごま食パン

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／刻みのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／豚ロース
(赤肉)／牛乳１L／ク
リームチーズ

ほうれんそう／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆くりーむちーずさんど

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
水

17
うどん(ゆで)／さとい
も／パン粉(乾燥)／三
温糖／白ごま(いり）
／普通はるさめ(乾)／
サフラワー油／ごま油
／水稲穀粒(精白米)／
蒸し中華めん

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／ロースハム／牛
乳／なると／豚ひき肉

だいこん／にんじん／
ごぼう／ほうれんそう
／ねぎ／玉葱／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／あさつき／キャベ
ツ

ぎゅうにゅう
◆そばめし



午 後

午 前
きゃべつべーこんすーぷ ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
どりあふうらいす
なないろさらだ
ばなな

食塩相当量 1.7 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
みそしる
とりのばいにくそーす
きゃべつきざみのりさらだ
すいか

食塩相当量 2.7 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
すましじる
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal
みそしる
とうふのすてーき
ちぐさあえ
すいか

食塩相当量 2.2 ｇ
じゃーじゃーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
はるさめすーぷ
ひじきのちゅうかあえ
めろん

食塩相当量 2.4 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんかつ
やさいさらだ
すいか

食塩相当量 2.3 ｇ
ごぶづきまい ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
すましじる
あじのわふうぱんこやき
ばんばんじーさらだ
めろん

食塩相当量 2.8 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal
みそしる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
小玉すいか

食塩相当量 2.5 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
わかめすーぷ
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
こーんしちゅー
ぱんぷきんおむれつ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
みそしる
れいしゃぶちゅうかさらだ
めろん

食塩相当量 2.5 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／ご
ま(いり）／三温糖／
ごま油／食パン

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／刻みのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／豚ロース
(赤肉)／牛乳１L

ほうれんそう／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆みなづきふうぱん たんぱく質 29.2 ｇ

／
脂　質 21.5 ｇ

火

29
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／薄力粉／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／黒ごま
(いり）／いちごジャ
ム(低糖度)／蒸しパン

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／かに
風味かまぼこ／加糖練
乳

玉葱／にんじん／西洋
かぼちゃ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

むぎちゃ
◆いちごみるくむしぱん たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

月

27
スパゲッティ／サフラ
ワー油／かたくり粉／
さつまいも／とうもろ
こし(冷凍）／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／グラニュー糖

ウィンナー／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／牛
乳

玉葱／青ピーマン／に
んにく(りん茎)／ねぎ
／きゅうり／にんじん
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しゅがーとーすと たんぱく質 14.0 ｇ

／
脂　質 18.1 ｇ

土

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
鶏若鶏肉ひき肉／牛乳
１L／

えのきたけ／にんじん
／切干しだいこん／小
玉すいか

ぎゅうにゅう
◆いなりずし たんぱく質 27.0 ｇ

／
脂　質 15.3 ｇ

金

25
水稲穀粒(半つき米)／
三温糖／パン粉(乾燥)
／白ごま(すり）／サ
ンドイッチ食パン／★
ピーナッツバター

はんぺん／鰹節（花か
つお）／まあじ／あお
のり／鶏若鶏肉ささ身
／牛乳

ねぎ／梅(塩漬)／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／メロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつさんど たんぱく質 27.7 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

木

24
白パン／じゃがいも／
スパゲッティ／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／蒸し中華め
ん／サラダ油

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／牛乳１L
／豚小間

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／アスパラガス／小
玉すいか／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし

ぎゅうにゅう
◆やきそば たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 27.2 ｇ

水

23
普通はるさめ(乾)／中
華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／白ごま
(いり）／上白糖／水
稲穀粒(精白米)

ベーコン／豚ひき肉／
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900ml

玉葱／チンゲンツァイ
／ねぎ／きゅうり／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／にんじん／メロ
ン(温室)／ゆかり

ぎゅうにゅう
◆うめおかかおにぎり たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 16.6 ｇ

火

22
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／じゃがいも／
薄力粉／三温糖／かた
くり粉／上白糖／ごま
(いり）／食パン(市販
品）／有塩バター／グ
ラニュー糖

かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／たま
ご／油揚げ／牛乳１L

玉葱／にんじん／えの
きたけ／青ピーマン／
しょうが／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんふうとーすと たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

月

20
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／手まり麩／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／有塩バター

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛
乳／きな粉(大豆）

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／だ
いこん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆きなこさんど たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

土

23.1 ｇ
／

脂　質 23.5 ｇ
金

19
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／ご
ま油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／マシュマ
ロ／チョコチップ

鶏若鶏肉ひき肉／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／しらす
干し(半乾燥品)／刻み
のり／牛乳900ml／た
まご／牛乳１L

ごぼう／なめこ／梅干
し(塩漬)／キャベツ／
にんじん／小玉すいか
／ほうれんそう

ぎゅうにゅう
◆かえるくんけーき たんぱく質

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

18
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
／三温糖／サラダ油／
ごま油／無塩バター／
グラニュー糖

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／牛乳１L
／鶏若鶏肉ささ身／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／サラダチーズ／きな
粉(大豆）／たまご

キャベツ／玉葱／にん
じん／パセリ／だいこ
ん／きゅうり／レッド
キャベツ／バナナ

むぎちゃ
◆きなこぱうんどけーき たんぱく質 15.4 ｇ

／
脂　質 25.2 ｇ

木




