
令和4年　　5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 522 kcal
すましじる
こいのぼりめんちかつ
つけあわせやさい
じゃがいものかれーに
じゅーしーふるーつ 食塩相当量 1.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
みそしる
さわらのみそまよやき
たけのことりにくのにもの
ほうれんそうのおひたし
ばなな 食塩相当量 2.6 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
おにおんすーぷ
とりのよーぐるとみそやき
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
ちぐさやき
なまあげのにつけ
こーんまかろにさらだ
ばなな

食塩相当量 1.8 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
みそしる
やきさけ
ひじきまめ
きゃべつとはむのさらだ
めろん 食塩相当量 2.0 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
はるきゃべつすーぷ
とりにくのおれんじやき
じゃーまんぽてと
そらまめ
よーぐると 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
みそしる
さけのさいきょうやき
だいこんのそぼろに
さつまいもさらだ
すいか 食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
やさいすーぷ
たんどりーちきん
まかろにけちゃっぷあえ
ぱんぷきんさらだ
すいか 食塩相当量 1.5 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
れたすすーぷ
とりにくのてりやき
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 1.3 ｇ
みそにこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
ればーふらい
ごぼうすてぃっくに
はるきゃべつのおかかあえ
すいか

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
みそしる
あこうだいしおこうじやき
にくじゃが
ほうれんそうのなむる
めろん 食塩相当量 1.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
すましじる
とりにくのからあげ
かぼちゃのふくめに
ぶろこりーたまごさらだ
めろん 食塩相当量 1.5 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
かぶとたまごのすーぷ
さけのむにえる
あすぱらべーこんいため
おんさらだ
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
みそしる
さわらのみそまよやき
たけのことりにくのにもの
ほうれんそうのおひたし
ばなな 食塩相当量 2.6 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
おにおんすーぷ
とりのよーぐるとみそやき
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 546 kcal タンパク質 23.0 g

19.1 g 食塩相当量 1.9 g
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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

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 11.5 ｇ
月

2
水稲穀粒(精白米)／花
麩／パン粉(乾燥)／薄
力粉／サラダ油／じゃ
がいも／かしわもち

絹ごし豆腐／鰹節（花
かつお）／豚ひき肉／
牛乳900ml／たまご

玉葱／きゅうり／ミニ
トマト／あんぱんまん
スイートりん

りんごじゅーす
かしわもち

たんぱく質 26.8 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
金

6
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サンドイッチ食
パン／有塩バター／い
ちごジャム(低糖度)

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
鶏若鶏肉モモ(皮なし)
／かつお加工品(かつ
お節)／牛乳１L

玉葱／たけのこ(ゆで)
／にんじん／ほうれん
そう／バナナ

ぎゅうにゅう
◆じゃむばたーさんど

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 23.9 ｇ
土

7
クロワッサン／三温糖
／白ごま(すり）／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／かに風味かま
ぼこ／牛乳／塩昆布

玉葱／にんにく(りん
茎)／しょうが／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
月

9
うどん(ゆで)／三温糖
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／かつ
お加工品(かつお節)／
生揚げ／ツナチャンク
／牛乳900ml／わかめ
ご飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／生しいたけ(菌床
栽培、生)／バナナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 25.6 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／サ
ラダ油

かたくちいわし(煮干
し)／甘塩鮭／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／焼
き竹輪／大豆(国産､ゆ
で）／ロースハム／牛
乳１L

グリンピース／かぶ／
ほうれんそう／にんじ
ん／キャベツ／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆しんじゃがふらい

たんぱく質 26.0 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
水

11
キャロブパン／マーマ
レード(高糖度)／じゃ
がいも／水稲穀粒(精
白米)／三温糖／白ご
ま(いり）

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ヨーグル
ト／牛乳900ml／油揚
げ

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／しょう
が／そらまめ

ぎゅうにゅう
◆いなりずし

たんぱく質 25.2 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
木

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／さ
つまいも／とうもろこ
し(冷凍）／米粉パン
ケーキミックス／白玉
粉／じゃがいも／サラ
ダ油

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／しろさけ／豚ひき肉
／牛乳１L／パルメザ
ンチーズ

だいこん／えだまめ
(冷凍)／きゅうり／に
んじん／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆こめこぽんでけーじょ

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
金

13
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マカロニ
／薄力粉／強力粉(１
等)／無塩バター／グ
ラニュー糖

ウィンナー／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)／きな粉(大豆）／
たまご

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／小玉
すいか

むぎちゃ
◆きなこびすこってぃ

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
土

14
コッペパン／三温糖／
サフラワー油／ごま油
／水稲穀粒(精白米)

プロセスチーズ／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつお加
工品(かつお節)／牛乳

レタス／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／だいこん／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり

たんぱく質 27.5 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
月

16
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／白ごま(す
り）／三温糖／キャ
ロット食パン

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／豚肝臓／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳１L／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／だい
こん／ねぎ／ごぼう／
キャベツ／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆つなさんど

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
火

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／白ごま(す
り）／無塩バター／薄
力粉／グラニュー糖

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／あこ
うだい／豚小間／焼き
のり／牛乳900ml／た
まご

なめこ／玉葱／にんじ
ん／ほうれんそう／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆まーぶるけーき

たんぱく質 20.2 ｇ
／

脂　質 23.0 ｇ
水

18
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／三温糖／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／グラニュー糖

鰹節（花かつお）／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
たまご／牛乳900ml

おかひじき／ねぎ／日
本かぼちゃ／ブロッコ
リー／メロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆しゅがーとーすと

たんぱく質 24.6 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
木

19
コッペパン／有塩バ
ター／かたくり粉／薄
力粉／サフラワー油／
じゃがいも／水稲穀粒
(精白米)／ごま油

たまご／しろさけ／
ベーコン／魚肉ソ－セ
－ジ／牛乳１L／しら
す干し(微乾燥品)／あ
おのり

かぶ／アスパラガス／
西洋かぼちゃ／えだま
め(冷凍)／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆あおのりしらすおにぎり

たんぱく質 26.8 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
金

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サンドイッチ食
パン／有塩バター／い
ちごジャム(低糖度)

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
鶏若鶏肉モモ(皮なし)
／かつお加工品(かつ
お節)／牛乳１L

玉葱／たけのこ(ゆで)
／にんじん／ほうれん
そう／バナナ

ぎゅうにゅう
◆じゃむばたーさんど

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 23.9 ｇ
土

21
クロワッサン／三温糖
／白ごま(すり）／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／かに風味かま
ぼこ／牛乳／塩昆布

玉葱／にんにく(りん
茎)／しょうが／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり



令和4年　　5月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
ちぐさやき
なまあげのにつけ
こーんまかろにさらだ
ばなな

食塩相当量 1.8 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
みそしる
やきさけ
ひじきまめ
きゃべつとはむのさらだ
めろん 食塩相当量 2.0 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
はるきゃべつすーぷ
とりにくのおれんじやき
じゃーまんぽてと
そらまめ
よーぐると 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
みそしる
さけのさいきょうやき
だいこんのそぼろに
さつまいもさらだ
すいか 食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
やさいすーぷ
たんどりーちきん
まかろにけちゃっぷあえ
ぱんぷきんさらだ
すいか 食塩相当量 1.5 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
れたすすーぷ
とりにくのてりやき
だいこんのおかかさらだ
ばなな

食塩相当量 1.3 ｇ
みそにこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
ればーふらい
ごぼうすてぃっくに
はるきゃべつのおかかあえ
すいか

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
みそしる
あこうだいしおこうじやき
にくじゃが
ほうれんそうのなむる
めろん 食塩相当量 1.7 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／白ごま(す
り）／無塩バター／薄
力粉／グラニュー糖

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／あこ
うだい／豚小間／焼き
のり／牛乳900ml／た
まご

なめこ／玉葱／にんじ
ん／ほうれんそう／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆まーぶるけーき たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

火

30
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／白ごま(す
り）／三温糖／キャ
ロット食パン

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／豚肝臓／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳１L／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／だい
こん／ねぎ／ごぼう／
キャベツ／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆つなさんど たんぱく質 27.5 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

月

28
コッペパン／三温糖／
サフラワー油／ごま油
／水稲穀粒(精白米)

プロセスチーズ／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつお加
工品(かつお節)／牛乳

レタス／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／だいこん／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

土

27
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マカロニ
／薄力粉／強力粉(１
等)／無塩バター／グ
ラニュー糖

ウィンナー／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)／きな粉(大豆）／
たまご

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／西洋かぼ
ちゃ／きゅうり／小玉
すいか

むぎちゃ
◆きなこびすこってぃ たんぱく質 18.0 ｇ

／
脂　質 20.4 ｇ

金

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／さ
つまいも／とうもろこ
し(冷凍）／米粉パン
ケーキミックス／白玉
粉／じゃがいも／サラ
ダ油

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／しろさけ／豚ひき肉
／牛乳１L／パルメザ
ンチーズ

だいこん／えだまめ
(冷凍)／きゅうり／に
んじん／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆こめこぽんでけーじょ たんぱく質 25.2 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

木

25
キャロブパン／マーマ
レード(高糖度)／じゃ
がいも／水稲穀粒(精
白米)／三温糖／白ご
ま(いり）

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ヨーグル
ト／牛乳900ml／油揚
げ

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／しょう
が／そらまめ

ぎゅうにゅう
◆いなりずし たんぱく質 26.0 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

水

24
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／サ
ラダ油

かたくちいわし(煮干
し)／甘塩鮭／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／焼
き竹輪／大豆(国産､ゆ
で）／ロースハム／牛
乳１L

グリンピース／かぶ／
ほうれんそう／にんじ
ん／キャベツ／メロン
(温室)

ぎゅうにゅう
◆しんじゃがふらい たんぱく質 25.6 ｇ

／
脂　質 18.1 ｇ

火

23
うどん(ゆで)／三温糖
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／たまご／
鶏若鶏肉ひき肉／かつ
お加工品(かつお節)／
生揚げ／ツナチャンク
／牛乳900ml／わかめ
ご飯の素

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／生しいたけ(菌床
栽培、生)／バナナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

月
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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


