
令和4年　　4月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
ちくぜんに
みもざさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 1.9 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
たまごすーぷ
さかなのみそまよねーずや
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal
みそしる
とりにくのからあげ
きんぴらごぼう
ほうれんそのごまあえ
いちご 食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
みそしる
はんばーぐ
きりぼしだいこんのにつけ
ゆでぶろっこりー
いちご 食塩相当量 2.2 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
とうふなげっと
じゃがいものそぼろに
きゃべつのおかかあえ
きよみおれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
やさいすーぷ
さけのむにえる
あおのりぽてと
きゃべつかにかまさらだ
ばなな 食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
わかたけじる
さわらのみそだれ
かぼちゃのふくめに
ぶろっこりーごまみそあえ
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
コーンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
たんどりーちきん
ぱんぷきんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
かきたまじる
まーぼーどうふ
かふうきゅうり
ほうれんそうのなむる
きよみおれんじ 食塩相当量 2.4 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
こーんしちゅー
ちきんふれーくやき
にんじんしりしり
まかろにさらだ
ばなな 食塩相当量 2.8 ｇ
たけのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
みそしる
やきさけ
にくどうふ
だいこんのおかかさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 2.9 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
とうふいりまつかぜやき
だいこんとつなのにつけ
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
ちくぜんに
みもざさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 1.9 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
たまごすーぷ
さかなのみそまよねーずや
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal
みそしる
とりにくのからあげ
きんぴらごぼう
ほうれんそのごまあえ
いちご 食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 565 kcal タンパク質 23.0 g

20.8 g 食塩相当量 2.5 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 24.2 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
金

1
ぎゅうにゅう
◆ばななぱうんどけー

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 25.5 ｇ
土

2
クロワッサン／かたく
り粉／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精
白米)

たまご／めかじき／牛
乳／わかめご飯の素

パセリ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
月

4
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／ごま油／白ごま
(いり）／三温糖／サ
ンドイッチ食パン

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１
L／たまご

玉葱／ごぼう／にんじ
ん／ほうれんそう／い
ちご

ぎゅうにゅう
◆たまごさんど

たんぱく質 25.7 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
火

5
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
蒸しパン粉

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／たまご／鶏若鶏
肉ひき肉／牛乳900ml
／サラダチーズ

なめこ／玉葱／にんじ
ん／切干しだいこん／
ブロッコリー／いちご

ぎゅうにゅう
◆ちーずむしぱん

たんぱく質 26.1 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
水

6
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)／
サフラワー油／ごま油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐／たまご／豚ひき
肉／かつお加工品(か
つお節)／牛乳１L／な

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／キャベツ
／清見オレンジ／あさ
つき

ぎゅうにゅう
◆ちゃーはん

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
木

7
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／じゃがいも
／白ごま(すり）／水
稲穀粒(精白米)

ウィンナー／しろさけ
／あおのり／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml
／わかめご飯の素

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
金

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／食パン(市販品）／
薄力粉／無塩バター／
上白糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鰹節（花かつ
お）／さわら／牛乳１
L／たまご

たけのこ(ゆで)／日本
かぼちゃ／ブロッコ
リー／にんじん／いち
ご

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬぱん

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
土

9
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)

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／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳／かつお加工
品(かつお節)

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／西洋か
ぼちゃ／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 21.3 ｇ
月

11
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／白ごま(すり）
／食パン(市販品）／
上白糖／有塩バター

たまご／鰹節（花かつ
お）／木綿豆腐／豚ひ
き肉／焼きのり／牛乳
900ml／牛乳１L

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／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／清見オレンジ

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

たんぱく質 23.7 ｇ
／

脂　質 24.3 ｇ
火

12
白パン／じゃがいも／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(半生)／
コーンフレーク／ごま
油／白ごま(すり）／
マカロニ／黒ごま(い

豚小間／牛乳１L／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
パルメザンチーズ／ツ
ナチャンク／ロースハ
ム／塩ざけ

玉葱／にんじん／きゅ
うり／バナナ

むぎちゃ
◆さけおにぎり

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 14.5 ｇ
水

13
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／し
らたき／サフラワー油
／ごま油／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メー
プルシロップ

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
焼き豆腐／豚小間／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／たまご

たけのこ(ゆで)／にん
じん／玉葱／だいこん
／清見オレンジ／あん
ぱんまんスイートりん

りんごじゅーす
◆ほっとけーき

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 23.7 ｇ
木

14
うどん(ゆで)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／食パン(市販
品）／メープルシロッ
プ／有塩バター

豚小間／鶏若鶏肉ひき
肉／木綿豆腐／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳１L

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんどさ

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
金

15
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／手まり麩／三温糖／
さといも／じゃがいも
／無塩バター／薄力粉
／グラニュー糖

ささげ(乾）／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／さわら／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／たま
ご／牛乳900ml

にんじん／ごぼう／れ
んこん／きゅうり／清
見オレンジ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ばななぱうんどけー

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 25.5 ｇ
土

16
クロワッサン／かたく
り粉／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精
白米)

たまご／めかじき／牛
乳／わかめご飯の素

パセリ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆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 23.3 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
月

18
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／ごま油／白ごま
(いり）／三温糖／サ
ンドイッチ食パン

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１
L／たまご

玉葱／ごぼう／にんじ
ん／ほうれんそう／い
ちご

ぎゅうにゅう
◆たまごさんど

にゅうえんしき



午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
みそしる
はんばーぐ
きりぼしだいこんのにつけ
ゆでぶろっこりー
いちご 食塩相当量 2.2 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
とうふなげっと
じゃがいものそぼろに
きゃべつのおかかあえ
きよみおれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
やさいすーぷ
さけのむにえる
あおのりぽてと
きゃべつかにかまさらだ
ばなな 食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
わかたけじる
さわらのみそだれ
かぼちゃのふくめに
ぶろっこりーごまみそあえ
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
コーンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
たんどりーちきん
ぱんぷきんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
かきたまじる
まーぼーどうふ
かふうきゅうり
ほうれんそうのなむる
きよみおれんじ 食塩相当量 2.4 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
こーんしちゅー
ちきんふれーくやき
にんじんしりしり
まかろにさらだ
ばなな 食塩相当量 2.8 ｇ
たけのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
みそしる
やきさけ
にくどうふ
だいこんのおかかさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 2.9 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
とうふいりまつかぜやき
だいこんとつなのにつけ
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
たまごすーぷ
さかなのみそまよねーずや
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ

30
クロワッサン／かたく
り粉／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精
白米)

たまご／めかじき／牛
乳／わかめご飯の素

パセリ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質

／
脂　質

土

28
うどん(ゆで)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／食パン(市販
品）／メープルシロッ
プ／有塩バター

豚小間／鶏若鶏肉ひき
肉／木綿豆腐／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳１L

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんどさ たんぱく質

／
脂　質

木

27
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／し
らたき／サフラワー油
／ごま油／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メー
プルシロップ

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
焼き豆腐／豚小間／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／たまご

たけのこ(ゆで)／にん
じん／玉葱／だいこん
／清見オレンジ／あん
ぱんまんスイートりん

りんごじゅーす
◆ほっとけーき たんぱく質

／
脂　質

水

26
白パン／じゃがいも／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(半生)／
コーンフレーク／ごま
油／白ごま(すり）／
マカロニ／黒ごま(い

豚小間／牛乳１L／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
パルメザンチーズ／ツ
ナチャンク／ロースハ
ム／塩ざけ

玉葱／にんじん／きゅ
うり／バナナ

むぎちゃ
◆さけおにぎり たんぱく質

／
脂　質

火

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／白ごま(すり）
／食パン(市販品）／
上白糖／有塩バター

たまご／鰹節（花かつ
お）／木綿豆腐／豚ひ
き肉／焼きのり／牛乳
900ml／牛乳１L

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／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／清見オレンジ

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと たんぱく質

／
脂　質

月

23
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)

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／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳／かつお加工
品(かつお節)

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／西洋か
ぼちゃ／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり たんぱく質

／
脂　質

土

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／食パン(市販品）／
薄力粉／無塩バター／
上白糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鰹節（花かつ
お）／さわら／牛乳１
L／たまご

たけのこ(ゆで)／日本
かぼちゃ／ブロッコ
リー／にんじん／いち
ご

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬぱん たんぱく質

／
脂　質

金

21
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／じゃがいも
／白ごま(すり）／水
稲穀粒(精白米)

ウィンナー／しろさけ
／あおのり／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml
／わかめご飯の素

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質

／
脂　質

木

20
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)／
サフラワー油／ごま油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿
豆腐／たまご／豚ひき
肉／かつお加工品(か
つお節)／牛乳１L／な

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／キャベツ
／清見オレンジ／あさ
つき

ぎゅうにゅう
◆ちゃーはん たんぱく質

／
脂　質

水

日
／
曜

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
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
蒸しパン粉

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／たまご／鶏若鶏
肉ひき肉／牛乳900ml
／サラダチーズ

なめこ／玉葱／にんじ
ん／切干しだいこん／
ブロッコリー／いちご

ぎゅうにゅう
◆ちーずむしぱん たんぱく質

／
脂　質

火

19.4 ｇ

25.5 ｇ

21.1 ｇ

23.7 ｇ

25.0 ｇ

14.5 ｇ

23.7 ｇ

24.3 ｇ

22.2 ｇ

21.3 ｇ

21.1 ｇ

21.4 ｇ

22.5 ｇ

19.2 ｇ

23.4 ｇ

16.7 ｇ

ｇ

16.9 ｇ

26.1

献  立  名

25.7 ｇ

19.2 ｇ


