
令和3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
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
キャベツベーコンスープ
野菜のクリーム煮
イタリアンサラダ
コーンソテー

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal
わかめスープ
鶏スティックの煮付け
いかサラダ
大根とツナの煮物

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
卵スープ
野菜とツナのソテ―
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.0 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
いんげんソテー
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 426 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鮭のバター醤油ソース
大根のおかか和え
海藻サラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
七夕カレ― ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
オニオンスープ
五色サラダ
ウインナーソテー

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
中華風コーンスープ
麻婆豆腐
ひじきのサラダ
さつまいもの甘煮

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
ポテトとキャベツのスープ
ほうれん草のクリーム煮
冷しゃぶ中華ｻﾗﾀﾞ
トマトサラダ

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
白菜のあんかけ煮
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
マカロニスープ
豆腐のそぼろあんかけ
タンドリーチキン
棒々鶏サラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 442 kcal
味噌汁（なす・葱）
焼鮭
切干し大根の煮付け
華風きゅうり

食塩相当量 1.9 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
チキンスープ
鶏肉のレモン煮
パンプキンサラダ
ミニトマト

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
キャベツベーコンスープ
野菜のクリーム煮
イタリアンサラダ
コーンソテー

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal
わかめスープ
鶏スティックの煮付け
いかサラダ
大根とツナの煮物

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
卵スープ
野菜とツナのソテ―
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 486 kcal タンパク質 17.6 g

16.6 g 食塩相当量 2.0 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.2 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.0 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／牛乳パ
ン

牛乳１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たま
ご／しらす干し(半乾
燥品)／牛乳

玉葱／きゅうり／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
牛乳パン

牛乳

たんぱく質 14.9 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 18.4 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
無塩バター／薄力粉／
グラニュー糖

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
いかくん製／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／た
まご

ねぎ／しょうが／にん
にく(りん茎)／きゅう
り／セロリー／にんじ
ん／だいこん／バナナ
／メロン(温室)

牛乳
◆バナナﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 16.4 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 20.0 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／三
温糖／サフラワー油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ランチパン

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳１
L／ベーコン／ロース
ハム／サラダチーズ／
牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／小玉
すいか

牛乳
◆ロールパン

牛乳

たんぱく質 16.8 ｇ
／ 果物（グレープフルーツ）

脂　質 16.0 ｇ
水

14
牛乳パン／かたくり粉
／サラダ油／三温糖／
ノンエッグマヨネーズ
／水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／鶏小間／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／わかめご飯の素

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／レモン(果汁､
生)／西洋かぼちゃ／
きゅうり／ミニトマト
／グレープフルーツ

麦茶
若布おにぎり

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／ 果物(すいか)

脂　質 11.4 ｇ
火

13
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／甘塩
鮭／鶏若鶏肉ひき肉／
牛乳

なす／ねぎ／にんじん
／切干しだいこん／
きゅうり／すいか

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 23.2 ｇ
／ オレンジ

脂　質 18.4 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／かたく
り粉／ABCマカロニ／
白ごま(すり）／食パ
ン(市販品）／上白糖
／有塩バター

牛乳１L／焼き豆腐／
豚ひき肉／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／明治ブル
ガリアヨーグルト／鶏
若鶏肉ささ身／たまご

ねぎ／きゅうり／にん
にく(りん茎)／しょう
が／玉葱／キャベツ／
パセリ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バレンシアオレ
ンジ

麦茶
◆フレンチトースト

牛乳

たんぱく質 19.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.4 ｇ
土

10
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／チョコ抜きパン

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

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)／バナナ

牛乳
ミルクパン

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／ ◆ゆでとうもろこし

果物(すいか) 脂　質 21.3 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／有塩バター
／じゃがいも／ごま
(いり）／三温糖／ご
ま油／とうもろこし

牛乳１L／ベーコン／
鶏小間／豚ロース(赤
肉)

玉葱／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／トマト／すい
か

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 13.7 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 17.4 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／ごま油
／三温糖／さつまいも
／上白糖／フライドポ
テト／なたね油

牛乳900ml／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐／豚ひき肉／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
かに風味かまぼこ

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／★えだまめ
(冷凍)／メロン(温室)

麦茶
◆フライドポテト

牛乳

たんぱく質 15.5 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 17.9 ｇ
水

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／普通
はるさめ(乾)／三温糖
／サラダ油／ごま油

牛乳１L／豚小間／ス
ライスチーズ／ロース
ハム／たまご／ウィン
ナー／わかめご飯の素

にんじん／玉葱／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 13.1 ｇ
火

6
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／サラダ油／ごま
油／サンドイッチ食パ
ン／ノンエッグマヨ
ネーズ

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／しろさけ／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／か
つお加工品(かつお節)
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か

ねぎ／にんにく(りん
茎)／だいこん／きゅ
うり／小玉すいか

牛乳
◆マヨサンド

牛乳

たんぱく質 19.8 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 20.5 ｇ
月

5
白パン／スパゲッティ
／三温糖／有塩バター
／マカロニ／ノンエッ
グマヨネーズ／水稲穀
粒(精白米)

牛乳１L／ベーコン／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／ロースハム

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
／さやいんげん／きゅ
うり／メロン(温室)

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 17.2 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.0 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／牛乳パ
ン

牛乳１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たま
ご／しらす干し(半乾
燥品)／牛乳

玉葱／きゅうり／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
牛乳パン

牛乳

たんぱく質 14.9 ｇ
／ 果物(メロン)

脂　質 18.4 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
無塩バター／薄力粉／
グラニュー糖

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
いかくん製／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／た
まご

ねぎ／しょうが／にん
にく(りん茎)／きゅう
り／セロリー／にんじ
ん／だいこん／バナナ
／メロン(温室)

牛乳
◆バナナﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 16.4 ｇ
／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 20.0 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／三
温糖／サフラワー油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ランチパン

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳１
L／ベーコン／ロース
ハム／サラダチーズ／
牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／小玉
すいか

牛乳
◆ロールパン

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
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
いんげんソテー
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 426 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鮭のバター醤油ソース
大根のおかか和え
海藻サラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
オニオンスープ
五色サラダ
ウインナーソテー

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
白菜のあんかけ煮
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
マカロニスープ
豆腐のそぼろあんかけ
タンドリーチキン
棒々鶏サラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 442 kcal
味噌汁（なす・葱）
焼鮭
切干し大根の煮付け
華風きゅうり

食塩相当量 1.9 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
チキンスープ
鶏肉のレモン煮
パンプキンサラダ
ミニトマト

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
中華風コーンスープ
麻婆豆腐
ひじきのサラダ
さつまいもの甘煮

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
ポテトとキャベツのスープ
ほうれん草のクリーム煮
冷しゃぶ中華ｻﾗﾀﾞ
トマトサラダ

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
卵スープ
野菜とツナのソテ―
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.0 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

19
白パン／スパゲッティ
／三温糖／有塩バター
／マカロニ／ノンエッ
グマヨネーズ／水稲穀
粒(精白米)

牛乳１L／ベーコン／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／ロースハム

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
／さやいんげん／きゅ
うり／メロン(温室)

牛乳
◆塩にぎり たんぱく質 19.8 ｇ

／ 果物(メロン)

脂　質 20.5 ｇ
月 牛乳

20
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／サラダ油／ごま
油／サンドイッチ食パ
ン／ノンエッグマヨ
ネーズ

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／しろさけ／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／か
つお加工品(かつお節)
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か

ねぎ／にんにく(りん
茎)／だいこん／きゅ
うり／小玉すいか

牛乳
◆マヨサンド たんぱく質 18.8 ｇ

／ 果物（小玉スイカ）

脂　質 13.1 ｇ
火 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／普通はる
さめ(乾)／三温糖／サ
ラダ油／ごま油

牛乳１L／豚小間／
ロースハム／たまご／
ウィンナー／わかめご
飯の素

にんじん／玉葱／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 14.8 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 17.3 ｇ
水 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／チョコ抜きパン

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

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)／バナナ

牛乳
ミルクパン たんぱく質 19.3 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.4 ｇ
土 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／かたく
り粉／ABCマカロニ／
白ごま(すり）／食パ
ン(市販品）／上白糖
／有塩バター

牛乳１L／焼き豆腐／
豚ひき肉／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／明治ブル
ガリアヨーグルト／鶏
若鶏肉ささ身／たまご

ねぎ／きゅうり／にん
にく(りん茎)／しょう
が／玉葱／キャベツ／
パセリ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バレンシアオレ
ンジ

麦茶
◆フレンチトースト たんぱく質 23.2 ｇ

／ オレンジ

脂　質 18.4 ｇ
月 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油

牛乳900ml／かたくち
いわし(煮干し)／甘塩
鮭／鶏若鶏肉ひき肉／
牛乳

なす／ねぎ／にんじん
／切干しだいこん／
きゅうり／すいか

牛乳
◆塩にぎり たんぱく質 18.2 ｇ

／ 果物(すいか)

脂　質 11.4 ｇ
火 牛乳

28
牛乳パン／かたくり粉
／サラダ油／三温糖／
ノンエッグマヨネーズ
／水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／鶏小間／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／わかめご飯の素

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／レモン(果汁､
生)／西洋かぼちゃ／
きゅうり／ミニトマト
／グレープフルーツ

麦茶
若布おにぎり たんぱく質 16.8 ｇ

／ 果物（グレープフルーツ）

脂　質 16.0 ｇ
水 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／ごま油
／三温糖／さつまいも
／上白糖／フライドポ
テト／なたね油

牛乳900ml／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐／豚ひき肉／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
かに風味かまぼこ

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／★えだまめ
(冷凍)／メロン(温室)

麦茶
◆フライドポテト たんぱく質 13.7 ｇ

／ 果物(メロン)

脂　質 17.4 ｇ
木 牛乳

30
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／有塩バター
／じゃがいも／ごま
(いり）／三温糖／ご
ま油／とうもろこし

牛乳１L／ベーコン／
鶏小間／豚ロース(赤
肉)

玉葱／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／トマト／すい
か

牛乳
◆ゆでとうもろこし たんぱく質 18.2 ｇ

／ ◆塩にぎり
果物(すいか) 脂　質 21.3 ｇ

金 牛乳

31
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／牛乳パ
ン

牛乳１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たま
ご／しらす干し(半乾
燥品)／牛乳

玉葱／きゅうり／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
牛乳パン たんぱく質 17.2 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.0 ｇ
土 牛乳


