
令和4年　　7月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
すきやきふうに
ほうれんそうういんなー
きりぼしだいこんのにもの
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
こーんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
やさいすーぷ
さけのむにえる
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
ぽてとすーぷ
ちきんふれーくやき
ぽーくびーんず
ゆであすぱらがす
ぐれーぷふるーつ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
みそしる
やきさけ
とうふちゃんぷるー
ぱんぷきんさらだ
めろん 食塩相当量 2.1 ｇ
にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
いんげんたまねぎてんぷら
とりつくねのいそべやき
こまつなのしらすあえ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
どらいかれー ぎゅうにゅう ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
たなばたすーぷ ◆さくべい
たまごまかろにさらだ
みにとまと
ゆでぶろっこりー
ふるーつぜりー 食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
かきたまじる
あじのしおやき
まーぼーなす
ほうれんそうのなむる
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
とうにゅうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
たんどりーちきん
ささみときゅうりちゅうか
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
みそしる
すきやきふうに
ほうれんそうういんなーい
きりぼしだいこんのにもの
すいか 食塩相当量 2.0 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
がんぼすーぷ
みーとろーふ
こふきいも
ずっきーにのそてー
めろん 食塩相当量 2.3 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
とうふのてりまよやき
にんじんしりしり
きゃべつのゆかりあえ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
すましじる
とりにくのからあげ
ごもくまめ
わかめのなめたけあえ
すいか 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん りんごじゅーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
ぐだくさんじる
さわらのさいきょうやき
ちんじゃおろーすー
なっとう
めろん 食塩相当量 2.2 ｇ
こーんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
やさいすーぷ
さけのむにえる
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
みそしる
やきさけ
とうふちゃんぷるー
ぱんぷきんさらだ
めろん 食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 552 kcal タンパク質 24.3 g

20.7 g 食塩相当量 2.2 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
火

19
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
木綿豆腐／豚小間／た
まご／かつお加工品
(かつお節)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛

玉葱／しょうが／こま
つな／にんじん／西洋
かぼちゃ／きゅうり／
メロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ゆでじゃがいも

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
土

16
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／三温
糖／サラダ油／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

ウィンナー／しろさけ
／ロースハム／サラダ
チーズ／牛乳／塩昆布

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／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 31.8 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
金

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／サンドイッチ食
パン

牛乳１L／絹ごし豆腐
／鰹節（花かつお）／
さわら／豚ロース(赤
肉)／糸引納豆／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／スライスチーズ

なめこ／にんじん／え
のきたけ／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／青ピーマ
ン／メロン(温室)／あ
んぱんまんスイートり
ん

◆つなのほっとさんど

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
木

14
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サフラワー油／
三温糖／有塩バター

絹ごし豆腐／鰹節（花
かつお）／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／大豆(国
産､ゆで）／りしりこ
んぶ(素干し)／焼き竹
輪／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か

モロヘイヤ(茎葉)／ご
ぼう／にんじん／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／すいか／
もも(缶詰果肉)

ぎゅうにゅう
◆ぴーちけーき

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
水

13
うどん(ゆで)／薄力粉
／三温糖／ごま油／白
ごま(すり）／水稲穀
粒(精白米)

豚小間／木綿豆腐／ツ
ナチャンク／たまご／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳１L／豚ひき
肉／プロセスチーズ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
ゆかり／バナナ／レタ
ス／ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆たこらいす

たんぱく質 25.4 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
火

12
バンズパン／オリーブ
油／とうもろこし(冷
凍）／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／サラダ油
／水稲穀粒(精白米)／
黒ごま(いり）

鶏小間／豚ひき肉／鶏
若鶏肉ひき肉／ベーコ
ン／牛乳900ml／塩ざ
け／あおのり

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／オク
ラ／にんにく(りん茎)
／トマト缶詰(ホー
ル）／にんじん根(冷
凍)／ズッキーニ／メ
ロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆すいかおにぎり

たんぱく質 23.0 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／とう
もろこし

しらす干し(微乾燥品)
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／木綿豆腐／豚小間／
ウィンナー／さつま揚
げ／牛乳900ml

玉葱／ほうれんそう／
にんじん／切干しだい
こん／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆ゆでとうもろこし

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
土

9
豆乳ロール／三温糖／
ごま油／白ごま(す
り）／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／鶏
若鶏肉ささ身／牛乳／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／油揚げ

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／きゅう
り／バナナ／にんじん

ぎゅうにゅう
◆ひじきおにぎり

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 25.5 ｇ
金

8
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／三温糖／白ご
ま(すり）／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／有
塩バター

たまご／鰹節（花かつ
お）／まあじ／豚ひき
肉／焼きのり／牛乳１
L

なす／玉葱／ねぎ／に
んじん／にら／にんに
く(りん茎)／しょうが
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／すいか
／西洋かぼちゃ

ぎゅうにゅう
◆かぼちゃのすこーん

たんぱく質 22.8 ｇ
／ ちーず

脂　質 24.2 ｇ
木

7
水稲穀粒(精白米)／麩
／マカロニ／薄力粉／
三温糖／なたね油

豚ひき肉／ロースハム
／たまご／牛乳１L／
プロセスチーズ

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／トマト缶詰
(ホール）／きゅうり
／ミニトマト／ブロッ
コリー／温州蜜柑缶詰
(果肉)／もも(缶詰果

たんぱく質 26.2 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
水

6
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／かたくり
粉／三温糖／ごま油／
サンドイッチ食パン

豚小間／蒸しかまぼこ
／鰹節（花かつお）／
鶏若鶏肉ひき肉／焼き
のり／しらす干し(微
乾燥品)／牛乳900ml

玉葱／さやいんげん／
にんじん／しょうが／
こまつな／バナナ／ブ
ルーベリー(ジャム)

ぎゅうにゅう
◆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰじゃむさんど

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
火

5
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／甘塩鮭／
木綿豆腐／豚小間／た
まご／かつお加工品
(かつお節)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛

玉葱／しょうが／こま
つな／にんじん／西洋
かぼちゃ／きゅうり／
メロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ゆでじゃがいも

たんぱく質 25.9 ｇ
／

脂　質 24.8 ｇ
月

4
ロールパン／じゃがい
も／パン粉(半生)／
コーンフレーク／中華
めん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／大豆(国産､
ゆで）／豚小間／牛乳
900ml／湯通し塩蔵ﾜｶﾒ
(塩抜き､茹)

玉葱／アスパラガス／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆ひやししおらーめん

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
土

2
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／三温
糖／サラダ油／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

ウィンナー／しろさけ
／ロースハム／サラダ
チーズ／牛乳／塩昆布

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／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 22.4 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
金

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ソフトビスケッ
ト／マシュマロ

しらす干し(微乾燥品)
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／木綿豆腐／豚小間／
ウィンナー／さつま揚
げ／牛乳900ml

玉葱／ほうれんそう／
にんじん／切干しだい
こん／小玉すいか

ぎゅうにゅう
◆ましゅまろびすけっと
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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



令和4年　　7月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
いんげんたまねぎてんぷら
とりつくねのいそべやき
こまつなのしらすあえ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
どらいかれー ぎゅうにゅう ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
ふのすーぷ ◆さくべい
たまごまかろにさらだ
みにとまと
ゆでぶろっこりー
ふるーつぜりー 食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
かきたまじる
あじのしおやき
まーぼーなす
ほうれんそうのなむる
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
とうにゅうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
たんどりーちきん
ささみときゅうりちゅうか
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
ぽてとすーぷ
ちきんふれーくやき
ぽーくびーんず
ゆであすぱらがす
ぐれーぷふるーつ 食塩相当量 2.3 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
がんぼすーぷ
みーとろーふ
こふきいも
ずっきーにのそてー
めろん 食塩相当量 2.3 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
とうふのてりまよやき
にんじんしりしり
きゃべつのゆかりあえ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
すましじる
とりにくのからあげ
ごもくまめ
わかめのなめたけあえ
すいか 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん りんごじゅーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
ぐだくさんじる
さわらのさいきょうやき
ちんじゃおろーすー
なっとう
めろん 食塩相当量 2.2 ｇ
こーんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
やさいすーぷ
さけのむにえる
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.4 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

20
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／かたくり
粉／三温糖／ごま油／
サンドイッチ食パン

豚小間／蒸しかまぼこ
／鰹節（花かつお）／
鶏若鶏肉ひき肉／焼き
のり／しらす干し(微
乾燥品)／牛乳900ml

玉葱／さやいんげん／
にんじん／しょうが／
こまつな／バナナ／ブ
ルーベリー(ジャム)

ぎゅうにゅう
◆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰじゃむさんど たんぱく質 26.2 ｇ

／
脂　質 19.3 ｇ

水

21
水稲穀粒(精白米)／麩
／マカロニ／薄力粉／
三温糖／なたね油

豚ひき肉／ロースハム
／たまご／牛乳１L／
プロセスチーズ

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／トマト缶詰
(ホール）／きゅうり
／ミニトマト／ブロッ
コリー／温州蜜柑缶詰
(果肉)／もも(缶詰果

たんぱく質 22.8 ｇ
／ ちーず

脂　質 24.2 ｇ
木

22
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／三温糖／白ご
ま(すり）／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／有
塩バター

たまご／鰹節（花かつ
お）／まあじ／豚ひき
肉／焼きのり／牛乳１
L

なす／玉葱／ねぎ／に
んじん／にら／にんに
く(りん茎)／しょうが
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／すいか
／西洋かぼちゃ

ぎゅうにゅう
◆かぼちゃのすこーん たんぱく質 18.7 ｇ

／
脂　質 25.5 ｇ

金

23
豆乳ロール／三温糖／
ごま油／白ごま(す
り）／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／鶏
若鶏肉ささ身／牛乳／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／油揚げ

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／きゅう
り／バナナ／にんじん

ぎゅうにゅう
◆ひじきおにぎり たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

土

25
ロールパン／じゃがい
も／パン粉(半生)／
コーンフレーク／中華
めん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／大豆(国産､
ゆで）／豚小間／牛乳
900ml／湯通し塩蔵ﾜｶﾒ
(塩抜き､茹)

玉葱／アスパラガス／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆ひやししおらーめん たんぱく質 25.9 ｇ

／
脂　質 24.8 ｇ

月

26
バンズパン／オリーブ
油／とうもろこし(冷
凍）／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／サラダ油
／水稲穀粒(精白米)／
黒ごま(いり）

鶏小間／豚ひき肉／鶏
若鶏肉ひき肉／ベーコ
ン／牛乳900ml／塩ざ
け／あおのり

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／オク
ラ／にんにく(りん茎)
／トマト缶詰(ホー
ル）／にんじん根(冷
凍)／ズッキーニ／メ
ロン(温室)

ぎゅうにゅう
◆すいかおにぎり たんぱく質 25.4 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

火

27
うどん(ゆで)／薄力粉
／三温糖／ごま油／白
ごま(すり）／水稲穀
粒(精白米)

豚小間／木綿豆腐／ツ
ナチャンク／たまご／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳１L／豚ひき
肉／プロセスチーズ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
ゆかり／バナナ／レタ
ス／ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆たこらいす たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

水

28
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サフラワー油／
三温糖／有塩バター

絹ごし豆腐／鰹節（花
かつお）／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／大豆(国
産､ゆで）／りしりこ
んぶ(素干し)／焼き竹
輪／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か

モロヘイヤ(茎葉)／ご
ぼう／にんじん／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／すいか／
もも(缶詰果肉)

ぎゅうにゅう
◆ぴーちけーき たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

木

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／サンドイッチ食
パン

牛乳１L／絹ごし豆腐
／鰹節（花かつお）／
さわら／豚ロース(赤
肉)／糸引納豆／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／スライスチーズ

なめこ／にんじん／え
のきたけ／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／青ピーマ
ン／メロン(温室)／あ
んぱんまんスイートり
ん

◆つなのほっとさんど たんぱく質 31.8 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
金

30
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／三温
糖／サラダ油／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

ウィンナー／しろさけ
／ロースハム／サラダ
チーズ／牛乳／塩昆布

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／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 24.8 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

土


