
令和4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
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
じゅりあんぬすーぷ
さけふらい
あおのりぽてと
やさいさらだ
めろん 食塩相当量 3.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
みそしる
はんばーぐ
かふうきゅうり
ほうれんそうこーんそてー
すいか 食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
すましじる
あじのばいにくそーす
かぼちゃのふくめに
きゃべつかにかまさらだ
ばなな 食塩相当量 3.2 ｇ
はむろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりにくのみそづけやき
かいそうさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
おにおんすーぷ
ゆでぶろっこりー
れいしゃぶちゅうかさらだ
めろん

食塩相当量 3.0 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
とうふいりまつかぜやき
きんぴらごぼう
はるさめさらだ
すいか

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
わかめすーぷ
まーぼーどうふ
だいこんとつなのさらだ
いもととりにくのからめに
めろん 食塩相当量 2.5 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
やさいすーぷ
かぼちゃのぐらたん
きゃべつのおかかあえ
いかさらだ
ばなな 食塩相当量 2.9 ｇ
さんしょくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
みそしる
ちりとごぼうのあまからに
ひじきのうめさらだ
すいか

食塩相当量 3.4 ｇ
コーンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
ちきんすーぷ
さかなのみそまよねーずや
わかめのなめたけあえ
ばなな

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
みそしる
さけのばたーしょうゆそー
れんこんのきんぴら
あすぱらさらだ
めろん 食塩相当量 2.7 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
つないりおむれつ
じゃーまんぽてと
きゅうりのしらすあえ
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 560 kcal
じゅりあんぬすーぷ
さけふらい
あおのりぽてと
やさいさらだ
めろん 食塩相当量 3.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
みそしる
はんばーぐ
かふうきゅうり
ほうれんそうこーんそてー
すいか 食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
すましじる
あじのばいにくそーす
かぼちゃのふくめに
きゃべつかにかまさらだ
ばなな 食塩相当量 3.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 562 kcal タンパク質 22.9 g

20.4 g 食塩相当量 3.0 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
金

17
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／白ごま(す
り）／マカロニ／サフ
ラワー油

はんぺん／鰹節（花か
つお）／まあじ／かに
風味かまぼこ／牛乳１
L／ウィンナー

こまつな／梅干し(塩
漬)／日本かぼちゃ／
キャベツ／きゅうり／
バナナ／玉葱

ぎゅうにゅう
◆まかろになぽりたん

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
木

16
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
ごま油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／有塩バ
ター／食パン(市販
品）／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／たまご／牛乳
900ml／ベーコン／パ
ルメザンチーズ

なめこ／玉葱／きゅう
り／ほうれんそう／小
玉すいか

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ

たんぱく質 24.6 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
水

15
牛乳パン／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サフラ
ワー油／じゃがいも／
水稲穀粒(精白米)／蒸
し中華めん

ベーコン／しろさけ／
あおのり／牛乳１L／
なると／豚ひき肉

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／きゅうり／アス
パラガス／メロン(温
室)／あさつき

ぎゅうにゅう
◆そばめし

たんぱく質 27.5 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
火

14
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
じゃがいも／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／白
ごま(いり）

豚ひき肉／ツナチャン
ク／たまご／ベーコン
／しらす干し(半乾燥
品)／牛乳900ml／焼き
のり／豚小間

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／ほうれんそう／玉
葱／赤ピーマン／きゅ
うり／小玉すいか／大
根(たくあん干し大根
漬)

ぎゅうにゅう
◆のりまき

たんぱく質 27.2 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
月

13
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／薄力粉／有
塩バター／白ごま(い
り）／三温糖／サラダ
油／ごま油／サンド
イッチ食パン／パン粉
(乾燥)

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／牛乳
１L／ロースハム／た
まご

玉葱／にんにく(りん
茎)／れんこん／アス
パラガス／にんじん／
きゅうり／メロン(温
室)

ぎゅうにゅう
◆はむかつさんど

たんぱく質 25.7 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
土

11
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／かた
くり粉／水稲穀粒(精
白米)

鶏小間／めかじき／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かに風味かまぼ
こ／牛乳／かつお加工
品(かつお節)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／バナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり

たんぱく質 25.8 ｇ
／

脂　質 23.9 ｇ
金

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖

豚ひき肉／たまご／油
揚げ／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／かに
風味かまぼこ／クリー
ムチーズ／ｸﾘ-ﾑ(植物

しょうが／にんじん／
だいこん／ごぼう／
きゅうり／えだまめ
(冷凍)／梅(塩漬)／小
玉すいか

むぎちゃ
ちーずけーきふうとーすと

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
木

9
コッペパン／有塩バ
ター／薄力粉／三温糖
／サフラワー油／ごま
油

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮なし)／牛乳１
L／ピザ用チーズ／か
つお加工品(かつお節)
／いかくん製／粉寒天

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／セロリー／
バナナ／ぶどう(濃縮
還元ｼﾞｭｰｽ）／りんご
濃縮還元ジュース

むぎちゃ
◆あじさいぜりー

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
水

8
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／さつまいも／大
豆油／じゃがいも／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／木綿豆腐／豚
ひき肉／ツナチャンク
／鶏若鶏肉モモ(皮な
し)／しらす干し(微乾
燥品)／あおのり

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／キャベツ／
メロン(温室)

むぎちゃ
◆しらすころっけ

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 24.1 ｇ
火

7
うどん(ゆで)／三温糖
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／サフラ
ワー油／ごま油／普通
はるさめ(乾)／無塩バ
ター／薄力粉／グラ
ニュー糖

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／ロースハム／牛
乳１L／たまご

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／ごぼう／
きゅうり／小玉すいか
／りんご

ぎゅうにゅう
◆りんごのぱうんどけーき

たんぱく質 16.5 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
月

6
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ごま(い
り）／三温糖／ごま油
／コッペパン／サフラ
ワー油／上白糖

豚小間／豚ロース(赤
肉)／きな粉(大豆）

にんじん／玉葱／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／メロン(温室)
／あんぱんまんスイー
トりん

りんごじゅーす
◆きなこあげぱん

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
土

4
食パン(市販品）／ソ
フトタイプマーガリン
／三温糖／白ごま(い
り）／サラダ油／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

ロースハム／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳／鶏若
鶏肉ひき肉／焼きのり

キャベツ／玉葱／きゅ
うり／バナナ／にんじ
ん／ほんしめじ

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
金

3
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／白ごま(す
り）／マカロニ／サフ
ラワー油

はんぺん／鰹節（花か
つお）／まあじ／かに
風味かまぼこ／牛乳１
L／ウィンナー

こまつな／梅干し(塩
漬)／日本かぼちゃ／
キャベツ／きゅうり／
バナナ／玉葱

ぎゅうにゅう
◆まかろになぽりたん

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
木

2
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
ごま油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／有塩バ
ター／食パン(市販
品）／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／たまご／牛乳
900ml／ベーコン／パ
ルメザンチーズ

なめこ／玉葱／きゅう
り／ほうれんそう／小
玉すいか

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ

たんぱく質 24.6 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
水

1
牛乳パン／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サフラ
ワー油／じゃがいも／
水稲穀粒(精白米)／蒸
し中華めん

ベーコン／しろさけ／
あおのり／牛乳１L／
なると／豚ひき肉

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／きゅうり／アス
パラガス／メロン(温
室)／あさつき

ぎゅうにゅう
◆そばめし

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
はむろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりにくのみそづけやき
かいそうさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
おにおんすーぷ
ゆでぶろっこりー
れいしゃぶちゅうかさらだ
めろん

食塩相当量 3.0 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
とうふいりまつかぜやき
きんぴらごぼう
はるさめさらだ
すいか

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
わかめすーぷ
まーぼーどうふ
だいこんとつなのさらだ
いもととりにくのからめに
めろん 食塩相当量 2.5 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
やさいすーぷ
かぼちゃのぐらたん
きゃべつのおかかあえ
いかさらだ
ばなな 食塩相当量 2.9 ｇ
さんしょくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
みそしる
ちりとごぼうのあまからに
ひじきのうめさらだ
すいか

食塩相当量 3.4 ｇ
コーンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
ちきんすーぷ
さかなのみそまよねーずや
わかめのなめたけあえ
ばなな

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
みそしる
さけのばたーしょうゆそー
れんこんのきんぴら
あすぱらさらだ
めろん 食塩相当量 2.7 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
つないりおむれつ
じゃーまんぽてと
きゅうりのしらすあえ
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 560 kcal
じゅりあんぬすーぷ
さけふらい
あおのりぽてと
やさいさらだ
めろん,めろん 食塩相当量 3.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
みそしる
はんばーぐ
かふうきゅうり
ほうれんそうこーんそてー
すいか 食塩相当量 2.6 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
ごま油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／有塩バ
ター／食パン(市販
品）

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／たまご／牛乳
900ml／あずき(乾）

なめこ／玉葱／きゅう
り／ほうれんそう／小
玉すいか

ぎゅうにゅう
◆みなづきふうぱん たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 16.5 ｇ

木

29
牛乳パン／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サフラ
ワー油／じゃがいも／
水稲穀粒(精白米)／蒸
し中華めん

ベーコン／しろさけ／
あおのり／牛乳１L／
なると／豚ひき肉

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／きゅうり／アス
パラガス／メロン(温
室)／あさつき

ぎゅうにゅう
◆そばめし たんぱく質 24.6 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

水

28
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
じゃがいも／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／白
ごま(いり）

豚ひき肉／ツナチャン
ク／たまご／ベーコン
／しらす干し(半乾燥
品)／牛乳900ml／焼き
のり／豚小間

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／ほうれんそう／玉
葱／赤ピーマン／きゅ
うり／小玉すいか／大
根(たくあん干し大根
漬)

ぎゅうにゅう
◆のりまき たんぱく質 27.5 ｇ

／
脂　質 19.6 ｇ

火

27
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／薄力粉／有
塩バター／白ごま(い
り）／三温糖／サラダ
油／ごま油／サンド
イッチ食パン／パン粉
(乾燥)

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／牛乳
１L／ロースハム／た
まご

玉葱／にんにく(りん
茎)／れんこん／アス
パラガス／にんじん／
きゅうり／メロン(温
室)

ぎゅうにゅう
◆はむかつさんど たんぱく質 27.2 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

月

25
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／かた
くり粉／水稲穀粒(精
白米)

鶏小間／めかじき／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かに風味かまぼ
こ／牛乳／かつお加工
品(かつお節)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／バナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり たんぱく質 25.7 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

土

24
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖

豚ひき肉／たまご／油
揚げ／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／かに
風味かまぼこ／クリー
ムチーズ／ｸﾘ-ﾑ(植物

しょうが／にんじん／
だいこん／ごぼう／
きゅうり／えだまめ
(冷凍)／梅(塩漬)／小
玉すいか

むぎちゃ
ちーずけーきふうとーすと たんぱく質 25.8 ｇ

／
脂　質 23.9 ｇ

金

23
コッペパン／有塩バ
ター／薄力粉／三温糖
／サフラワー油／ごま
油

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮なし)／牛乳１
L／ピザ用チーズ／か
つお加工品(かつお節)
／いかくん製／粉寒天

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／セロリー／
バナナ／ぶどう(濃縮
還元ｼﾞｭｰｽ）／りんご
濃縮還元ジュース

むぎちゃ
◆あじさいぜりー たんぱく質 18.0 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

木

22
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／さつまいも／大
豆油／じゃがいも／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／木綿豆腐／豚
ひき肉／ツナチャンク
／鶏若鶏肉モモ(皮な
し)／しらす干し(微乾
燥品)／あおのり

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／キャベツ／
メロン(温室)

むぎちゃ
◆しらすころっけ たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

水

21
うどん(ゆで)／三温糖
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／サフラ
ワー油／ごま油／普通
はるさめ(乾)／無塩バ
ター／薄力粉／グラ
ニュー糖

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／ロースハム／牛
乳１L／たまご

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／ごぼう／
きゅうり／小玉すいか
／りんご

ぎゅうにゅう
◆りんごのぱうんどけーき たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 24.1 ｇ

火

16.5 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
月

20
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ごま(い
り）／三温糖／ごま油
／コッペパン／サフラ
ワー油／上白糖

豚小間／豚ロース(赤
肉)／きな粉(大豆）

にんじん／玉葱／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／メロン(温室)
／あんぱんまんスイー
トりん

りんごじゅーす
◆きなこあげぱん たんぱく質

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
食パン(市販品）／ソ
フトタイプマーガリン
／三温糖／白ごま(い
り）／サラダ油／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

ロースハム／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳／鶏若
鶏肉ひき肉／焼きのり

キャベツ／玉葱／きゅ
うり／バナナ／にんじ
ん／ほんしめじ

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

土


