
令和2年　　7月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
茶飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal
冬瓜スープ
鶏肉の唐揚げ
華風きゅうり

食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
すまし汁(豆腐・麩）
鶏肉の味噌漬け焼き
キャベツとハムのサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
五目豆

食塩相当量 2.1 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
オニオンスープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁（玉葱・しめじ）
鯵のパン粉焼き
冷しゃぶサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
七夕カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
卵スープ
マカロニサラダ

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal
わかめの和風スープ
隠元と玉葱の天ぷら
枝豆ポテトサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal
味噌汁（なす・葱・豆腐）
鮭の西京焼き
切干し大根の煮付け

食塩相当量 2.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
ミネストローネスープ
バーベキューチキン
パンプキンサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯のミートソースがけ ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
キャベツベーコンスープ
海藻サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
わかめスープ
三色サラダ
サワラの竜田揚げ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
すまし汁（豆腐・こねぎ）
麻婆春雨
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.1 ｇ
ソフトフランスパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
南瓜のカレースープ
マカロニグラタン
隠元のごまマヨネーズ和え

食塩相当量 2.5 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
すまし汁(豆腐・麩）
鶏肉の味噌漬け焼き
キャベツとハムのサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
五目豆

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 487 kcal タンパク質 18.7 g

16.5 g 食塩相当量 1.8 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.1 ｇ
／ すいか

脂　質 11.0 ｇ
金

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／もち米／白ごま
(すり）

牛乳900ml／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
／大豆(国産､ゆで）／
りしりこんぶ(素干し)

ごぼう／にんじん／す
いか

牛乳
◆五平餅

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ メロン

脂　質 15.8 ｇ
木

16
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／小町麩／三温
糖／白ごま(いり）／
黒ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)／グラニュー糖

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／たまご

ほうれんそう／キャベ
ツ／きゅうり／ブルー
ベリー／メロン(温室)

牛乳
◆ﾎｯﾄｹｰｷ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽ)

牛乳

たんぱく質 16.6 ｇ
／ メロン

脂　質 18.3 ｇ
水

15
ソフトフランスパン／
有塩バター／マカロニ
／薄力粉／白ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖／白ごま
(すり）

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ピ
ザ用チーズ／まあじ／
かつお加工品(かつお
節)

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／パセリ／さ
やいんげん／きゅうり
／メロン(温室)

麦茶
◆冷汁

牛乳

たんぱく質 17.1 ｇ
／ すいか

脂　質 11.3 ｇ
火

14
水稲穀粒(精白米)／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／三温糖／かたくり
粉／とうもろこし

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／豚ひき肉／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
に風味かまぼこ

こねぎ／玉葱／ねぎ／
にんじん／にら／にん
にく(りん茎)／しょう
が／きゅうり／えのき
たけ(味付け瓶詰)／す
いか

牛乳
◆とうもろこしおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.3 ｇ
／ バナナ

脂　質 19.6 ｇ
月

13
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／ご
ま油／サラダ油／食パ
ン(市販品）／薄力粉
／無塩バター／上白糖

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／ロー
スハム／たまご／さわ
ら

ねぎ／きゅうり／しょ
うが／バナナ

麦茶
◆マドレーヌパン

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／ バナナ

脂　質 17.0 ｇ
土

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油

牛乳／豚ひき肉／ベー
コン／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／かつお加工
品(かつお節)

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／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆おかかおにぎり

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ
／ メロン

脂　質 21.5 ｇ
金

10
牛乳パン／じゃがいも
／有塩バター／三温糖
／ノンエッグマヨネー
ズ／蒸しパン粉

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／サラダチー
ズ／ウィンナー

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／パイン濃縮還元
ジュース／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／メロ
ン(温室)

牛乳
◆ウインナーチーズ蒸パン

牛乳

たんぱく質 25.6 ｇ
／ チーズ

バナナ 脂　質 19.7 ｇ
木

9
三温糖／薄力粉／強力
粉(全粒粉)／★ピ－
ナッツパウダー／★
ピーナッツバター／グ
ラニュー糖／★バタ－
ピ－ナッツ

牛乳１L／干ひじき(ｽﾃ
ﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ／
絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／しろ
さけ／鶏若鶏肉ひき肉
／たまご／キャンディ
チーズ

にんじん／なす／ねぎ
／切干しだいこん／バ
ナナ

牛乳
◆ピーナッツビスケット

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
／ すいか

脂　質 14.6 ｇ
水

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／サラダ
油／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
小間／かたくちいわし
(煮干し)／しらす干し
(微乾燥品)／ロースハ
ム／鶏若鶏肉ひき肉／
焼きのり

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／さやいん
げん／★えだまめ(冷
凍)／ほんしめじ／す
いか

牛乳
◆炊き込みおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.0 ｇ
／ バナナ

脂　質 11.4 ｇ
火

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マカロニ
／ノンエッグマヨネー
ズ／そうめん･ひやむ
ぎ(乾)

牛乳900ml／豚ひき肉
／たまご／ロースハム

にんじん／玉葱／パセ
リ／きゅうり／バナナ

麦茶
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 23.8 ｇ
／ メロン

脂　質 14.1 ｇ
月

6
水稲穀粒(半つき米)／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／ノンエッグマヨネー
ズ／白ごま(すり）／
三温糖／ごま油／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
／たまご／豚ロース
(赤肉)／ツナチャンク

玉葱／ほんしめじ／
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)

麦茶
◆ツナサンド

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 19.4 ｇ
土

4
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／サフラワー
油／サンドイッチ食パ
ン／メープルシロップ
／有塩バター

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ロースハ
ム／サラダチーズ

玉葱／パセリ／きゅう
り／メロン(温室)

牛乳
◆メープルバターサンド

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ すいか

脂　質 11.0 ｇ
金

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／もち米／白ごま
(すり）

牛乳900ml／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
／大豆(国産､ゆで）／
りしりこんぶ(素干し)

ごぼう／にんじん／す
いか

牛乳
◆五平餅

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ メロン

脂　質 15.8 ｇ
木

2
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／小町麩／三温
糖／白ごま(いり）／
黒ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)／グラニュー糖

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／たまご

ほうれんそう／キャベ
ツ／きゅうり／ブルー
ベリー／メロン(温室)

牛乳
◆ﾎｯﾄｹｰｷ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽ)

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ
／ オレンジ

脂　質 19.0 ｇ
水

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
フラワー油／ごま油／
じゃがいも

牛乳900ml／豚小間／
かたくちいわし／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／牛
乳１L

とうがん／にんじん／
さやいんげん／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ

牛乳
◆ふかし芋

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
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
オニオンスープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁（玉葱・しめじ）
鯵のパン粉焼き
冷しゃぶサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
炒り卵ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
冬瓜スープ
鶏肉の唐揚げ
華風きゅうり

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal
わかめの和風スープ
隠元と玉葱の天ぷら
枝豆ポテトサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯のミートソースがけ ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
キャベツベーコンスープ
海藻サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
わかめスープ
三色サラダ
サワラの竜田揚げ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
すまし汁（豆腐・こねぎ）
麻婆春雨
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.1 ｇ
ソフトフランスパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
南瓜のカレースープ
マカロニグラタン
隠元のごまマヨネーズ和え

食塩相当量 2.5 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal
味噌汁（なす・葱・豆腐）
鮭の西京焼き
切干し大根の煮付け

食塩相当量 2.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
ミネストローネスープ
バーベキューチキン
パンプキンサラダ

食塩相当量 2.2 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

18
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サフラワー油／
サンドイッチ食パン／
メープルシロップ／有
塩バター

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／ロースハム／サラダ
チーズ

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／パセ
リ／きゅうり／メロン
(温室)

牛乳
◆メープルバターサンド たんぱく質 17.7 ｇ

／ バナナ

脂　質 19.4 ｇ
土 牛乳

20
水稲穀粒(半つき米)／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／ノンエッグマヨネー
ズ／白ごま(すり）／
三温糖／ごま油／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
／たまご／豚ロース
(赤肉)／ツナチャンク

玉葱／ほんしめじ／
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)

麦茶
◆ツナサンド たんぱく質 23.8 ｇ

／ メロン

脂　質 14.1 ｇ
月 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／三温糖／ごま油／
じゃがいも

牛乳900ml／たまご／
刻みのり／豚小間／か
たくちいわし／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／牛乳
１L

とうがん／にんじん／
さやいんげん／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ

牛乳
◆ふかし芋 たんぱく質 19.1 ｇ

／ オレンジ

脂　質 18.2 ｇ
火 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／サラダ
油／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
小間／かたくちいわし
(煮干し)／しらす干し
(微乾燥品)／ロースハ
ム／鶏若鶏肉ひき肉／
焼きのり

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／さやいん
げん／★えだまめ(冷
凍)／ほんしめじ／す
いか

牛乳
◆炊き込みおにぎり たんぱく質 17.3 ｇ

／ すいか

脂　質 14.6 ｇ
水 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油

牛乳／豚ひき肉／ベー
コン／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／かつお加工
品(かつお節)

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／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆おかかおにぎり たんぱく質 18.6 ｇ

／ バナナ

脂　質 17.0 ｇ
土 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／ご
ま油／サラダ油／食パ
ン(市販品）／薄力粉
／無塩バター／上白糖

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／ロー
スハム／たまご／さわ
ら

ねぎ／きゅうり／しょ
うが／バナナ

麦茶
◆マドレーヌパン たんぱく質 15.3 ｇ

／ バナナ

脂　質 19.6 ｇ
月 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／三温糖／かたくり
粉／とうもろこし

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／豚ひき肉／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
に風味かまぼこ

こねぎ／玉葱／ねぎ／
にんじん／にら／にん
にく(りん茎)／しょう
が／きゅうり／えのき
たけ(味付け瓶詰)／す
いか

牛乳
◆とうもろこしおにぎり たんぱく質 17.1 ｇ

／ すいか

脂　質 11.3 ｇ
火 牛乳

29
ソフトフランスパン／
有塩バター／マカロニ
／薄力粉／白ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖／白ごま
(すり）

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ピ
ザ用チーズ／まあじ／
かつお加工品(かつお
節)

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／パセリ／さ
やいんげん／きゅうり
／メロン(温室)

麦茶
◆冷汁 たんぱく質 16.6 ｇ

／ メロン

脂　質 18.3 ｇ
水 牛乳

30
三温糖／薄力粉／強力
粉(全粒粉)／★ピ－
ナッツパウダー／★
ピーナッツバター／グ
ラニュー糖／★バタ－
ピ－ナッツ

牛乳１L／干ひじき(ｽﾃ
ﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ／
絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／しろ
さけ／鶏若鶏肉ひき肉
／たまご／キャンディ
チーズ

にんじん／なす／ねぎ
／切干しだいこん／バ
ナナ

牛乳
◆ピーナッツビスケット たんぱく質 25.6 ｇ

／ チーズ
バナナ 脂　質 19.7 ｇ

木 牛乳

31
牛乳パン／じゃがいも
／有塩バター／三温糖
／ノンエッグマヨネー
ズ／蒸しパン粉

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／サラダチー
ズ／ウィンナー

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／パイン濃縮還元
ジュース／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／メロ
ン(温室)

牛乳
◆ウインナーチーズ蒸パン たんぱく質 17.9 ｇ

／ メロン

脂　質 21.5 ｇ
金 牛乳


