
令和2年　　8月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
すまし汁（わかめ・手毬麩
八宝菜
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
味噌汁（冬瓜・葱）
麻婆豆腐
いかサラダ

食塩相当量 2.4 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏肉のオレンジ焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
わかめと卵のスープ
じゃが芋のそぼろあん
ひじきのサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal
すまし汁（にら・卵）
魚のコーンマヨネーズ焼き
春雨サラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
そぼろご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
マカロニスープ
棒々鶏サラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ケチャップライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
チキンスープ
パンプキンサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
卵のスープ
夏野菜のトマト煮
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 572 kcal
中華風コーンスープ
五色サラダ
鶏スティックの煮付け

食塩相当量 2.5 ｇ
枝豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
すまし汁(はんぺん・麩）
カジキのバター醤油焼き
冷しゃぶ中華ｻﾗﾀﾞ

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
焼鮭
切干し大根の煮付け

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
すまし汁（わかめ・手毬麩
八宝菜
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
とうもろこし御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 445 kcal
オニオンスープ
鶏肉の唐揚げ
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 1.8 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 623 kcal
コーンポタージュ
鶏肉のオレンジ焼き
スパゲティサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
わかめと卵のスープ
じゃが芋のそぼろあん
ひじきのサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 493 kcal タンパク質 18.8 g

17.2 g 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

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.2 ｇ
土

1
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／手
まり麩／三温糖／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／いちごジャ
ム(低糖度)／有塩バ
ター

牛乳／豚小間／ロール
いか／なると／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)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／グリ
ンピース(冷凍)／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／だいこん／バナ
ナ

牛乳
◆ジャムバターサンド

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
月

3
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／サフラワー油／
食パン(市販品）／有
塩バター

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／木綿
豆腐／豚ひき肉／いか
くん製

西洋かぼちゃ／ねぎ／
玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
しょうが／きゅうり／
セロリー

牛乳
◆バタートースト

牛乳

たんぱく質 16.7 ｇ
／ 果物(すいか)

脂　質 16.7 ｇ
火

4
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
マーマレード(高糖度)
／さつまいも／水稲穀
粒(精白米)／とうもろ
こし(玄穀)

牛乳１L／ベーコン／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／すいか

牛乳
◆とうもろこしおにぎり

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ
／ バナナ

脂　質 17.2 ｇ
水

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／かたく
り粉

牛乳900ml／豚ひき肉
／たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
かに風味かまぼこ／油
揚げ

ズッキーニ／赤ピーマ
ン／ねぎ／しょうが／
にんにく(りん茎)／
きゅうり／★えだまめ
(冷凍)／バナナ

牛乳
◆きつねごはん

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 17.9 ｇ
木

6
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／普通はるさめ(乾)／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／食パン(市
販品）／ノンエッグマ
ヨネーズ

牛乳１L／わかめご飯
の素／たまご／鰹節
（花かつお）／めかじ
き／ロースハム／ピザ
用チーズ

にら／きゅうり／にん
じん／メロン(温室)

麦茶
◆チーズトースト

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／ 果物(すいか)

脂　質 18.7 ｇ
金

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
白ごま(すり）／無塩
バター／薄力粉／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／豚ひき肉
／鶏若鶏肉ささ身／た
まご

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／バナナ／すいか

麦茶
◆バナナﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.3 ｇ
土

8
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／かたくり
粉／ノンエッグマヨ
ネーズ／サンドイッチ
食パン

牛乳／ウィンナー／鶏
小間／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／スライス
チーズ／ロースハム

玉葱／青ピーマン／に
んにく(りん茎)／にん
じん／えのきたけ／ほ
うれんそう／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆ハムチーズサンド

牛乳

たんぱく質 14.4 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 21.0 ｇ
火

11
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／黒ごま(い
り）／ノンエッグマヨ
ネーズ／食パン(市販
品）／グラニュー糖

牛乳１L／豚小間／た
まご／かに風味かまぼ
こ／クリームチーズ／
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

なす／トマト／にんじ
ん／玉葱／ズッキーニ
／トマト缶詰(ホー
ル）／パセリ／キャベ
ツ／きゅうり／メロン
(温室)

麦茶
◆チーズケーキ風トースト

牛乳

たんぱく質 23.9 ｇ
／ 果物(すいか)

脂　質 18.2 ｇ
水

12
水稲穀粒(精白米)／中
華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サンドイッチ食
パン／★ピーナッツバ
ター

牛乳900ml／かに風味
かまぼこ／ボンレスハ
ム／たまご／鶏若鶏肉
ひき肉／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／すいか

牛乳
◆ピーナッツサンド

牛乳

たんぱく質 23.0 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 19.2 ｇ
木

13
水稲穀粒(精白米)／花
麩／薄力粉／有塩バ
ター／ごま(いり）／
三温糖／ごま油／小町
麩／上白糖／粉糖

牛乳１L／はんぺん／
鰹節（花かつお）／め
かじき／豚ロース(赤
肉)

えだまめ／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／デラウェア

牛乳
◆麩のラスク風

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ バナナ

脂　質 11.1 ｇ
金

14
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／蒸しパン粉／黒
砂糖

牛乳900ml／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１
L

なめこ／にんじん／切
干しだいこん／バナナ

牛乳
◆黒糖蒸しパン

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.2 ｇ
土

15
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／手
まり麩／三温糖／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／いちごジャ
ム(低糖度)／有塩バ
ター

牛乳／豚小間／ロール
いか／なると／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)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／グリ
ンピース(冷凍)／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／だいこん／バナ
ナ

牛乳
◆ジャムバターサンド

牛乳

たんぱく質 13.8 ｇ
／ 果物(パイン缶)

脂　質 12.4 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／サフラ
ワー油

牛乳１L／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／パセリ／★えだ
まめ(冷凍)／えのきた
け(味付け瓶詰)／パイ
ンアップル(缶詰)

麦茶
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 21.7 ｇ
／ 果物（みかん缶）

脂　質 22.3 ｇ
火

18
コッペパン／有塩バ
ター／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／マーマレー
ド(高糖度)／マカロ
ニ･スパゲッティ／水
稲穀粒(精白米)／とう
もろこし(玄穀)

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／かに風味
かまぼこ／ロースハム

にんにく(りん茎)／
しょうが／温州蜜柑缶
詰(果肉)

牛乳
◆とうもろこしおにぎり

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.7 ｇ
／ すいか

脂　質 17.2 ｇ
水

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／かたく
り粉

牛乳900ml／豚ひき肉
／たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
かに風味かまぼこ／油
揚げ

ズッキーニ／赤ピーマ
ン／ねぎ／しょうが／
にんにく(りん茎)／
きゅうり／★えだまめ
(冷凍)／すいか

牛乳
◆きつねごはん

牛乳



午 後

午 前
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal
すまし汁（にら・卵）
魚のコーンマヨネーズ焼き
春雨サラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
そぼろご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
マカロニスープ
棒々鶏サラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ケチャップライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
チキンスープ
パンプキンサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
味噌汁（冬瓜・葱）
麻婆豆腐
いかサラダ

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
卵スープ
夏野菜のトマト煮
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 572 kcal
中華風コーンスープ
五色サラダ
鶏スティックの煮付け

食塩相当量 2.5 ｇ
枝豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
すまし汁(はんぺん・麩）
カジキのバター醤油焼き
冷しゃぶ中華ｻﾗﾀﾞ

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
焼鮭
切干し大根の煮付け

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
すまし汁（わかめ・手毬麩
八宝菜
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
とうもろこし御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 422 kcal
オニオンスープ
鶏肉の唐揚げ
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 1.8 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／サフラ
ワー油

牛乳１L／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／パセリ／きゅう
り／えのきたけ(味付
け瓶詰)／パインアッ
プル(缶詰)

麦茶
◆塩にぎり ｇ

／ 果物(パイン缶)

ｇ
月 牛乳

たんぱく質 11.9

脂　質 11.2

29
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／手
まり麩／三温糖／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／いちごジャ
ム(低糖度)／有塩バ
ター

牛乳／豚小間／ロール
いか／なると／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)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／グリ
ンピース(冷凍)／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／だいこん／バナ
ナ

牛乳
◆ジャムバターサンド ｇ

／ バナナ

ｇ
土 牛乳

たんぱく質 18.5

脂　質 16.2

28
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／蒸しパン粉／黒
砂糖

牛乳900ml／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１
L

なめこ／にんじん／切
干しだいこん／バナナ

牛乳
◆黒糖蒸しパン ｇ

／ バナナ

ｇ
金 牛乳

たんぱく質 18.8

脂　質 11.1

27
水稲穀粒(精白米)／花
麩／薄力粉／有塩バ
ター／ごま(いり）／
三温糖／ごま油／小町
麩／上白糖／粉糖

牛乳１L／はんぺん／
鰹節（花かつお）／め
かじき／豚ロース(赤
肉)

えだまめ／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／デラウェア

牛乳
◆麩のラスク風 ｇ

／ 果物(ぶどう)

ｇ
木 牛乳

たんぱく質 23.0

脂　質 19.2

26
水稲穀粒(精白米)／中
華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サンドイッチ食
パン／★ピーナッツバ
ター

牛乳900ml／かに風味
かまぼこ／ボンレスハ
ム／たまご／鶏若鶏肉
ひき肉／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／すいか

牛乳
◆ピーナッツサンド ｇ

／ 果物(すいか)

ｇ
水 牛乳

たんぱく質 23.9

脂　質 18.2

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／黒ごま(い
り）／ノンエッグマヨ
ネーズ／食パン(市販
品）／グラニュー糖

牛乳１L／豚小間／た
まご／かに風味かまぼ
こ／クリームチーズ／
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

なす／トマト／にんじ
ん／玉葱／ズッキーニ
／トマト缶詰(ホー
ル）／パセリ／キャベ
ツ／きゅうり／メロン
(温室)

麦茶
◆チーズケーキ風トースト ｇ

／ 果物(メロン)

ｇ
火 牛乳

たんぱく質 14.4

脂　質 21.0

24
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／サフラワー油／
食パン(市販品）／有
塩バター

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／木綿
豆腐／豚ひき肉／いか
くん製

西洋かぼちゃ／ねぎ／
玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
しょうが／きゅうり／
セロリー／メロン(温
室)

牛乳
◆バタートースト ｇ

／ 果物(メロン)

ｇ
月 牛乳

たんぱく質 19.7

脂　質 17.3

22
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／かたくり
粉／ノンエッグマヨ
ネーズ／サンドイッチ
食パン

牛乳／ウィンナー／鶏
小間／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／スライス
チーズ／ロースハム

玉葱／青ピーマン／に
んにく(りん茎)／にん
じん／えのきたけ／ほ
うれんそう／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆ハムチーズサンド ｇ

／ バナナ

ｇ
土 牛乳

たんぱく質 18.5

脂　質 18.3

21
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
白ごま(すり）／無塩
バター／薄力粉／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／豚ひき肉
／鶏若鶏肉ささ身／た
まご

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／バナナ／すいか

麦茶
◆バナナﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ ｇ

／ 果物(すいか)

ｇ
金 牛乳

たんぱく質 18.2

脂　質 18.7

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

20
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／普通はるさめ(乾)／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／食パン(市
販品）／ノンエッグマ
ヨネーズ

牛乳１L／わかめご飯
の素／たまご／鰹節
（花かつお）／めかじ
き／ロースハム／ピザ
用チーズ

にら／きゅうり／にん
じん／メロン(温室)

麦茶
◆チーズトースト ｇ

／ 果物(メロン)

ｇ
木 牛乳

日
／
曜

たんぱく質 18.6

脂　質 17.9

献  立  名 材　  　料　　  名


