
令和3年　　6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 476 kcal
味噌汁（玉葱・しめじ）
魚のあんかけ
うの花炒り煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 2.2 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
南瓜のポタージュ
ハンバーグ
ボイルサラダ
スライスチーズ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
味噌汁（豆腐・長葱）
鮭のあけぼの焼き
豚肉とごぼうの炒め煮
塩茹でアスパラガス

食塩相当量 1.3 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal
わかめスープ
イタリアンサラダ
トマト

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
鶏肉の照焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
わかめの和風スープ
しらすと玉葱の天ぷら
じゃが芋のきんぴら
ほうれん草のお浸し

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鮭のくわ焼き
高野豆腐と野菜の含め煮
ウインナーサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
チキンスープ
マカロニグラタン
じゃが芋のカレー煮
きゅうりとしらすのサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
味噌汁（かぶ・ほうれん草
鶏肉の塩麹焼き
厚揚げの回鍋肉風
ツナサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
三色そぼろ
すまし汁（わかめ・麩）
鯵の梅肉ソース
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
オニオンスープ
焼鮭
切干し大根の煮付け

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
すまし汁（法連草・油揚げ
鶏肉のオレンジ焼き
れんこんのきんぴら
ポテトサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
味噌汁（玉葱・しめじ）
魚のあんかけ（唐揚げ）
うの花炒り煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 2.2 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
南瓜のポタージュ
ハンバーグ
ボイルサラダ
スライスチーズ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
味噌汁（豆腐・長葱）
鮭のあけぼの焼き
豚肉とごぼうの炒め煮
塩茹でアスパラガス

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 481 kcal タンパク質 19.2 g

14.8 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 23.9 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 12.1 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

牛乳900ml／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）

ねぎ／にんじん／ごぼ
う／アスパラガス／バ
ナナ

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 19.1 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)

牛乳900ml／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

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ
／ ◆ボイルウインナー

果物(メロン) 脂　質 13.1 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／なたね油／白ご
ま(いり）／ランチパ
ン

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／むき
がれい／おから(新製
法)／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)

牛乳
ドッグパン

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.8 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／
マーマレード(高糖度)
／白ごま(いり）／三
温糖／ごま油／じゃが
いも／ノンエッグマヨ
ネーズ／蒸しパン粉

牛乳１L／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／ロースハム

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／バナナ

牛乳
◆蒸しパン

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.3 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ロールパン

牛乳900ml／甘塩鮭／
鶏若鶏肉ひき肉／牛乳

玉葱／パセリ／にんじ
ん／切干しだいこん／
バナナ

牛乳
バターロールパン

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ 果物(すいか)

脂　質 12.2 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）／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／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／わかめご飯の素

しょうが／にんじん／
梅干し(塩漬)／キャベ
ツ／きゅうり／すいか

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 19.2 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.9 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

牛乳１L／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／牛
乳900ml

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

牛乳
◆ゆでじゃがいも

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 19.4 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)

牛乳１L／鶏小間／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／ピザ用チーズ／し
らす干し(半乾燥品)

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)

牛乳
◆塩おにぎり

牛乳

たんぱく質 22.5 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 15.4 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
三温糖／豆乳ロール

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／しろ
さけ／凍り豆腐／ウィ
ンナー

玉葱／にんじん／きゅ
うり／小玉すいか

牛乳
豆乳ロール

牛乳

たんぱく質 17.4 ｇ
／ 果物（オレンジ）

脂　質 13.3 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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)

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

牛乳
◆ふりかけおにぎり

牛乳

たんぱく質 16.4 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.2 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

牛乳900ml／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)

玉葱／きゅうり／にん
じん／バナナ

牛乳
◆バターサンド

牛乳

たんぱく質 14.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

ヨーグルト 脂　質 11.1 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／牛乳パン

牛乳900ml／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

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／トマト／
バナナ

麦茶
◆パン・オレ

牛乳

たんぱく質 23.9 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 12.1 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

牛乳900ml／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）

ねぎ／にんじん／ごぼ
う／アスパラガス／バ
ナナ

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 19.1 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)

牛乳900ml／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

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ
／ ◆ボイルウインナー

果物(メロン) 脂　質 13.1 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／なたね油／白ご
ま(いり）／ランチパ
ン

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／むき
がれい／おから(新製
法)／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)

牛乳
ドッグパン

牛乳
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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



午 後

午 前
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal
わかめスープ
イタリアンサラダ
トマト

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
鶏肉の照焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
わかめの和風スープ
しらすと玉葱の天ぷら
じゃが芋のきんぴら
ほうれん草のお浸し

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鮭のくわ焼き
高野豆腐と野菜の含め煮
ウインナーサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
チキンスープ
マカロニグラタン
じゃが芋のカレー煮
きゅうりとしらすのサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
味噌汁（かぶ・ほうれん草
鶏肉の塩麹焼き
厚揚げの回鍋肉風
ツナサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
三色そぼろ
すまし汁（わかめ・麩）
鯵の梅肉ソース
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
オニオンスープ
焼鮭
切干し大根の煮付け

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
すまし汁（法連草・油揚げ
鶏肉のオレンジ焼き
れんこんのきんぴら
ポテトサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
味噌汁（玉葱・しめじ）
魚のあんかけ
うの花炒り煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 2.2 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
南瓜のポタージュ
ハンバーグ
ボイルサラダ
スライスチーズ

食塩相当量 1.8 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)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／牛乳パン

牛乳900ml／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

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／トマト／
バナナ

麦茶
◆ミルクロール たんぱく質 14.3 ｇ

／ 果物（バナナ）
ヨーグルト 脂　質 11.1 ｇ

金 牛乳

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

牛乳900ml／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)

玉葱／きゅうり／にん
じん／バナナ

牛乳
◆バターサンド たんぱく質 16.4 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 15.2 ｇ
土 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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)

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

牛乳
◆ふりかけおにぎり たんぱく質 17.4 ｇ

／ 果物（オレンジ）

脂　質 13.3 ｇ
月 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
三温糖／豆乳ロール

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／しろ
さけ／凍り豆腐／ウィ
ンナー

玉葱／にんじん／きゅ
うり／小玉すいか

牛乳
豆乳ロール たんぱく質 22.5 ｇ

／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 15.4 ｇ
火 牛乳

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)

牛乳１L／鶏小間／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／ピザ用チーズ／し
らす干し(半乾燥品)

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)

牛乳
◆塩おにぎり たんぱく質 20.0 ｇ

／ 果物(メロン)

脂　質 19.4 ｇ
水 牛乳

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

牛乳１L／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／牛
乳900ml

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

牛乳
◆ゆでじゃがいも たんぱく質 19.2 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 15.9 ｇ
木 牛乳

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）／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／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／わかめご飯の素

しょうが／にんじん／
梅干し(塩漬)／キャベ
ツ／きゅうり／すいか

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 18.5 ｇ

／ 果物(すいか)

脂　質 12.2 ｇ
金 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ロールパン

牛乳900ml／甘塩鮭／
鶏若鶏肉ひき肉／牛乳

玉葱／パセリ／にんじ
ん／切干しだいこん／
バナナ

牛乳
バターロールパン たんぱく質 18.3 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.3 ｇ
土 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／
マーマレード(高糖度)
／白ごま(いり）／三
温糖／ごま油／じゃが
いも／ノンエッグマヨ
ネーズ／蒸しパン粉

牛乳１L／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／ロースハム

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／バナナ

牛乳
◆蒸しパン たんぱく質 18.2 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 15.8 ｇ
月 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／なたね油／白ご
ま(いり）／ランチパ
ン

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／むき
がれい／おから(新製
法)／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)

牛乳
ドッグパン たんぱく質 21.8 ｇ

／ ◆ボイルウインナー
果物(メロン) 脂　質 13.1 ｇ

火 牛乳

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)

牛乳900ml／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

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 18.8 ｇ

／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 19.1 ｇ
水 牛乳


