
令和3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
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
みそしる
さかなのからあげ
うのはないりに
ぶろっこりーごまみそあえ
めろん 食塩相当量 2.9 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
はんばーぐ
ぼいるさらだ
すらいすちーず
すいか 食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
みそしる
かつおのあけぼのやき
ぶたにくとごぼういために
しおゆであすぱらあがす
ばなな 食塩相当量 1.6 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
わかめすーぷ
いたりあんさらだ
とまと
よーぐると

食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
みそしる
とりにくのてりやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
ちくわのてんぷら
じゃがいものきんぴら
ほうれんそうのおひたし
おれんじ

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal
みそしる
さけのくわやき
こうやどうふのふくめに
ういんなーさらだ
すいか 食塩相当量 3.3 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
ちきんすーぷ
まかろにぐらたん
じゃがいものかれーに
きゅうりとしらすのさらだ
めろん 食塩相当量 3.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal
みそしる
とりにくのしおこうじやき
あつあげのほいこうろう
かっぺりーにさらだ
ばなな 食塩相当量 2.7 ｇ
さんしょくそぼろごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
すましじる
あじのばいにくそーす
きゃべつかにかまさらだ
すいか

食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
おにおんすーぷ
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
ばなな

食塩相当量 2.9 ｇ
きつねうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
とりにくのおれんじやき
れんこんのきんぴら
ぽてとさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
みそしる
さかなのからあげ
うのはないりに
ぶろっこりーごまみそあえ
めろん 食塩相当量 2.9 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
はんばーぐ
ぼいるさらだ
すらいすちーず
すいか 食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
みそしる
かつおのあけぼのやき
ぶたにくとごぼういために
しおゆであすぱらあがす
ばなな 食塩相当量 1.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 569 kcal タンパク質 22.3 g

18.7 g 食塩相当量 2.5 g

1ページ

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 24.4 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／なたね油／白
ごま(いり）／ランチ
パン

かたくちいわし(煮干
し)／めかじき／おか
ら(新製法)／焼き竹輪
／牛乳900ml／ウィン
ナー

玉葱／ほんしめじ／に
んじん／ごぼう／ブ
ロッコリー／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ

たんぱく質 20.2 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
水

2
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／水稲穀粒(精
白米)

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／スラ
イスチーズ／わかめご
飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／キャベツ／
小玉すいか

むぎちゃ
◆わかめおにぎり

たんぱく質 26.8 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／小町麩／有塩バ
ター／グラニュー糖

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／かつ
お(春獲り)／パルメザ
ンチーズ／豚小間／大
豆(国産､ゆで）／牛乳
900ml

ねぎ／にんじん／ごぼ
う／アスパラガス／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆ふのらすく

たんぱく質 15.2 ｇ
／

脂　質 15.2 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／上白糖

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／サラダチーズ／
ヨーグルト／ｸﾘ-ﾑ(植
物性脂肪)

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／トマト)
／バナナ／いちご

むぎちゃ
◆ふるーつさんど

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
土

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／サ
ンドイッチ食パン／有
塩バター

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳

玉葱／きゅうり／にん
じん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ばたーさんど

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 14.8 ｇ
月

7
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／サラダ油／
じゃがいも／白ごま
(いり）／サフラワー
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き竹輪／しらす干し
(微乾燥品)／かつお加
工品(かつお節)／牛乳
１L

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／ごぼう／
ほうれんそう／バレン
シアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆ふりかけおにぎり

たんぱく質 29.8 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
三温糖／ピザクラスト

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／凍り
豆腐／ウィンナー／牛
乳900ml／鶏若鶏肉ひ
き肉／ピザ用チーズ／
刻みのり

玉葱／にんじん／きゅ
うり／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆てりやきちきんのぴざ

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 20.3 ｇ
水

9
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／三温糖／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

鶏小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳
１L／ピザ用チーズ／
しらす干し(半乾燥品)
／鶏若鶏肉ひき肉／焼
きのり

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／玉葱／きゅうり
／メロン(温室)／ほん
しめじ

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり

たんぱく質 18.5 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
木

10
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／三温糖／
ごま油／カッぺリーニ
スパゲティー／じゃが
いも

かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／生揚げ／ツナ
チャンク

かぶ／ほうれんそう／
キャベツ／赤ピーマン
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
にんじん／バナナ／あ
んぱんまんスイートり
ん

りんごじゅーす
◆ゆでじゃがいも

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 24.8 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／花麩／かたくり
粉／サラダ油／白ごま
(すり）／薄力粉／無
塩バター／上白糖

豚ひき肉／たまご／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かつお加工品(か
つお節)／まあじ／か
に風味かまぼこ

しょうが／にんじん／
梅干し(塩漬)／キャベ
ツ／きゅうり／小玉す
いか

むぎちゃ
◆まどれーぬ

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ロールパン

甘塩鮭／鶏若鶏肉ひき
肉／牛乳／ロースハム

玉葱／パセリ／にんじ
ん／切干しだいこん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむろーるさんど

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
月

14
うどん(ゆで)／三温糖
／マーマレード(高糖
度)／白ごま(いり）／
サラダ油／ごま油／
じゃがいも／蒸しパン
粉

油揚げ／なると／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム／牛乳１
L

ほうれんそう／にんに
く(りん茎)／しょうが
／れんこん／きゅうり
／にんじん／グレープ
フルーツ

ぎゅうにゅう
◆ここあむしぱん

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／なたね油／白
ごま(いり）／ランチ
パン

かたくちいわし(煮干
し)／めかじき／おか
ら(新製法)／焼き竹輪
／牛乳900ml／ウィン
ナー

玉葱／ほんしめじ／に
んじん／ごぼう／ブ
ロッコリー／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ

たんぱく質 20.2 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
水

16
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／水稲穀粒(精
白米)

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／スラ
イスチーズ／わかめご
飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／キャベツ／
小玉すいか

むぎちゃ
◆わかめおにぎり

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 26.8 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／小町麩／有塩バ
ター／グラニュー糖

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／かつ
お(春獲り)／パルメザ
ンチーズ／豚小間／大
豆(国産､ゆで）／牛乳
900ml

ねぎ／にんじん／ごぼ
う／アスパラガス／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆ふのらすく
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午 後

午 前
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
わかめすーぷ
いたりあんさらだ
とまと
よーぐると

食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
みそしる
とりにくのてりやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
ちくわのてんぷら
じゃがいものきんぴら
ほうれんそうのおひたし
おれんじ

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal
みそしる
さけのくわやき
こうやどうふのふくめに
ういんなーさらだ
すいか 食塩相当量 3.3 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
ちきんすーぷ
まかろにぐらたん
じゃがいものかれーに
きゅうりとしらすのさらだ
めろん 食塩相当量 3.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal
みそしる
とりにくのしおこうじやき
あつあげのほいこうろう
かっぺりーにさらだ
ばなな 食塩相当量 2.7 ｇ
さんしょくそぼろごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
すましじる
あじのばいにくそーす
きゃべつかにかまさらだ
すいか

食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
おにおんすーぷ
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
ばなな

食塩相当量 2.9 ｇ
きつねうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
とりにくのおれんじやき
れんこんのきんぴら
ぽてとさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
みそしる
さかなのからあげ
うのはないりに
ぶろっこりーごまみそあえ
めろん 食塩相当量 2.9 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
はんばーぐ
ぼいるさらだ
すらいすちーず
すいか 食塩相当量 2.4 ｇ

30
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／水稲穀粒(精
白米)

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／スラ
イスチーズ／わかめご
飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／キャベツ／
小玉すいか

むぎちゃ
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 20.4 ｇ

水

29
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／なたね油／白
ごま(いり）／ランチ
パン

かたくちいわし(煮干
し)／めかじき／おか
ら(新製法)／焼き竹輪
／牛乳900ml／ウィン
ナー

玉葱／ほんしめじ／に
んじん／ごぼう／ブ
ロッコリー／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ たんぱく質 24.4 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

火

28
うどん(ゆで)／三温糖
／マーマレード(高糖
度)／白ごま(いり）／
サラダ油／ごま油／
じゃがいも／蒸しパン
粉

油揚げ／なると／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム／牛乳１
L

ほうれんそう／にんに
く(りん茎)／しょうが
／れんこん／きゅうり
／にんじん／グレープ
フルーツ

ぎゅうにゅう
◆ここあむしぱん たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

月

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ロールパン

甘塩鮭／鶏若鶏肉ひき
肉／牛乳／ロースハム

玉葱／パセリ／にんじ
ん／切干しだいこん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむろーるさんど たんぱく質 24.8 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

土

25
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／花麩／かたくり
粉／サラダ油／白ごま
(すり）／薄力粉／無
塩バター／上白糖

豚ひき肉／たまご／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かつお加工品(か
つお節)／まあじ／か
に風味かまぼこ

しょうが／にんじん／
梅干し(塩漬)／キャベ
ツ／きゅうり／小玉す
いか

むぎちゃ
◆まどれーぬ たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 24.8 ｇ

金

24
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／三温糖／
ごま油／カッぺリーニ
スパゲティー／じゃが
いも

かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／生揚げ／ツナ
チャンク

かぶ／ほうれんそう／
キャベツ／赤ピーマン
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
にんじん／バナナ／あ
んぱんまんスイートり
ん

りんごじゅーす
◆ゆでじゃがいも たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 16.7 ｇ

木

23
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／三温糖／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

鶏小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳
１L／ピザ用チーズ／
しらす干し(半乾燥品)
／鶏若鶏肉ひき肉／焼
きのり

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／玉葱／きゅうり
／メロン(温室)／ほん
しめじ

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり たんぱく質 22.8 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

水

22
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
三温糖／ピザクラスト

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／凍り
豆腐／ウィンナー／牛
乳900ml／鶏若鶏肉ひ
き肉／ピザ用チーズ／
刻みのり

玉葱／にんじん／きゅ
うり／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆てりやきちきんのぴざ たんぱく質 29.8 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

火

21
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／サラダ油／
じゃがいも／白ごま
(いり）／サフラワー
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き竹輪／しらす干し
(微乾燥品)／かつお加
工品(かつお節)／牛乳
１L

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／ごぼう／
ほうれんそう／バレン
シアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆ふりかけおにぎり たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

月

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／サ
ンドイッチ食パン／有
塩バター

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳

玉葱／きゅうり／にん
じん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ばたーさんど たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

土

18
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／上白糖

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／サラダチーズ／
ヨーグルト／ｸﾘ-ﾑ(植
物性脂肪)

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／トマト／
バナナ／いちご

むぎちゃ
◆ふるーつさんど たんぱく質 15.2 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

金
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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


