
令和4年　　8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 588 kcal
こーんぽたーじゅ
とりにくのからあげ
にんじんしりしり
だいこんのわふうさらだ
ばなな 食塩相当量 3.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
すましじる
まーぼーどうふ
ゆでぶろっこりー
こーんまかろにさらだ
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
なつやさいかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
なないろさらだ
こーんそてー
めろん

食塩相当量 3.1 ｇ
ひやしちゅうか ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
わかめすーぷ
さかなのみそまよねーずや
いかさらだ
すいか

食塩相当量 3.6 ｇ
えだまめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
ぴーまんのにくづめ
さつまいもさらだ
とまと
ばなな 食塩相当量 2.4 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
やさいすーぷ
とりにくのてりやき
きゅうりのしらすあえ
ばなな

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる
はんばーぐぴざ
こーるすろーさらだ
あおのりぽてと
すいか 食塩相当量 3.2 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
ちきんすーぷ
さけふらい
ぼいるさらだ
きゅうりののりしょうゆあ
めろん 食塩相当量 4.3 ｇ
にくみそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
まかろにすーぷ
とりにくのおれんじやき
ひじきのさらだ
すいか

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
みそしる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
さつまいものあまに
ばなな 食塩相当量 2.6 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
たまごすーぷ
かいそうさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
こーんぽたーじゅ
とりにくのからあげ
にんじんしりしり
だいこんのわふうさらだ

食塩相当量 3.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
すましじる
まーぼーどうふ
ゆでぶろっこりー
こーんまかろにさらだ
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
なつやさいかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
なないろさらだ
こーんそてー
めろん

食塩相当量 3.1 ｇ
ひやしちゅうか ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
わかめすーぷ
さかなのみそまよねーずや
いかさらだ
すいか

食塩相当量 3.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 559 kcal タンパク質 22.5 g

20.1 g 食塩相当量 3.0 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

たんぱく質 25.6 ｇ
／

脂　質 23.1 ｇ
月

1
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サフラワー油／
ごま油／白ごま(す
り）／白ごま(いり）
／薄力粉

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ツナチャ
ンク／たまご／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／ロールいか／し
らす干し(半乾燥品)／

にんじん／だいこん／
バナナ／ねぎ／キャベ
ツ／しょうが

むぎちゃ
◆おこのみやき

たんぱく質 18.4 ｇ
／

脂　質 15.3 ｇ
火

2
水稲穀粒(精白米)／花
麩／ごま油／三温糖／
かたくり粉／マカロニ
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

はんぺん／鰹節（花か
つお）／木綿豆腐／豚
ひき肉／ツナチャンク
／牛乳900ml

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ブ
ロッコリー／すいか

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
水

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
ランチパン

豚小間／ベーコン／鶏
若鶏肉ささ身／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／サ
ラダチーズ／牛乳１L
／ウィンナー

なす／トマト／にんじ
ん／玉葱／さやいんげ
ん／赤ピーマン／ズッ
キーニ／キャベツ／だ
いこん／きゅうり／
レッドキャベツ／メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 25.9 ｇ
木

4
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／サフラワー油／食
パン(市販品）／薄力
粉／無塩バター／上白
糖

かに風味かまぼこ／ボ
ンレスハム／たまご／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／めかじき／い
かくん製／牛乳900ml

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／セロ
リー／にんじん／すい
か

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬぱん

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 20.0 ｇ
金

5
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／食パン(市販
品）

かたくちいわし(煮干
し)／豚ひき肉／牛乳
１L／ロースハム／ピ
ザ用チーズ

えだまめ／なす／ねぎ
／青ピーマン／玉葱／
きゅうり／にんじん／
トマト／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
土

6
コッペパン／三温糖／
水稲穀粒(精白米)

プロセスチーズ／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／し
らす干し(半乾燥品)／
牛乳／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 19.4 ｇ
／

脂　質 27.3 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／サラダ油／薄
力粉／グラニュー糖／
メープルシロップ／有
塩バター／サフラワー

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)
／豚ひき肉／ピザ用
チーズ／あおのり

玉葱／青ピーマン／
キャベツ／にんじん／
すいか

むぎちゃ
◆めーぷるくっきー

たんぱく質 29.2 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
火

9
コッペパン／有塩バ
ター／かたくり粉／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／ごま油
／そうめん･ひやむぎ
(乾)／白ごま(すり）
／三温糖

鶏小間／しろさけ／牛
乳１L／かに風味かま
ぼこ／かたくちいわし
(煮干し)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／キャベツ／きゅ
うり／メロン(温室)／
しょうが

ぎゅうにゅう
◆ごまだれそうめん

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 14.8 ｇ
水

10
うどん(ゆで)／三温糖
／ごま油／かたくり粉
／ABCマカロニ／マー
マレード(高糖度)／と
うもろこし

豚ひき肉／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

ズッキーニ／赤ピーマ
ン／ねぎ／しょうが／
にんにく(りん茎)／玉
葱／キャベツ／きゅう
り／えだまめ(冷凍)／
すいか／あんぱんまん
スイートりん

りんごじゅーす
◆ゆでとうもろこし

たんぱく質 25.9 ｇ
／

脂　質 15.1 ｇ
金

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／上
白糖／メープルロール
パン

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

なめこ／にんじん／切
干しだいこん／バナナ

ぎゅうにゅう
めーぷるろーるぱん

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 15.6 ｇ
土

13
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油／黒
ごま(いり）

豚小間／たまご／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かに風味かまぼこ／
牛乳／塩ざけ

玉葱／グリンピース
(冷凍)／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり

たんぱく質 27.1 ｇ
／ ◆おこのみやき

脂　質 23.2 ｇ
月

15
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サフラワー油／
ごま油／白ごま(す
り）／白ごま(いり）
／薄力粉

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ツナチャ
ンク／たまご／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／ヨーグルト／し
らす干し(半乾燥品)／

にんじん／だいこん／
ねぎ／キャベツ／しょ
うが

よーぐると
むぎちゃ

たんぱく質 18.4 ｇ
／

脂　質 15.3 ｇ
火

16
水稲穀粒(精白米)／花
麩／ごま油／三温糖／
かたくり粉／マカロニ
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

はんぺん／鰹節（花か
つお）／木綿豆腐／豚
ひき肉／ツナチャンク
／牛乳900ml

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ブ
ロッコリー／すいか

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 18.0 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
水

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
ランチパン

豚小間／ベーコン／鶏
若鶏肉ささ身／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／サ
ラダチーズ／牛乳１L
／ウィンナー

なす／トマト／にんじ
ん／玉葱／さやいんげ
ん／赤ピーマン／ズッ
キーニ／キャベツ／だ
いこん／きゅうり／
レッドキャベツ／メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 25.9 ｇ
木

18
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／サフラワー油／食
パン(市販品）／薄力
粉／無塩バター／上白
糖

かに風味かまぼこ／ボ
ンレスハム／たまご／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／めかじき／い
かくん製／牛乳900ml

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／セロ
リー／にんじん／すい
か

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬぱん



午 後

午 前
えだまめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
ぴーまんのにくづめ
さつまいもさらだ
とまと
ばなな 食塩相当量 2.4 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
やさいすーぷ
とりにくのてりやき
きゅうりのしらすあえ
ばなな

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる
はんばーぐぴざ
こーるすろーさらだ
あおのりぽてと
すいか 食塩相当量 3.2 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
ちきんすーぷ
さけふらい
ぼいるさらだ
きゅうりののりしょうゆあ
めろん 食塩相当量 4.3 ｇ
にくみそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
まかろにすーぷ
とりにくのおれんじやき
ひじきのさらだ
すいか

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
とうがんすーぷ
ちきんかれーふらい
れいしゃぶちゅうかさらだ
ひじきまめ
ぶどう 食塩相当量 1.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
みそしる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
さつまいものあまに
ばなな 食塩相当量 2.6 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
たまごすーぷ
かいそうさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
こーんぽたーじゅ
とりにくのからあげ
にんじんしりしり
だいこんのわふうさらだ
ばなな 食塩相当量 3.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
すましじる
まーぼーどうふ
ゆでぶろっこりー
こーんまかろにさらだ
すいか 食塩相当量 2.1 ｇ
なつやさいかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
なないろさらだ
こーんそてー
めろん

食塩相当量 3.1 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
ランチパン

豚小間／ベーコン／鶏
若鶏肉ささ身／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／サ
ラダチーズ／牛乳１L
／ウィンナー

なす／トマト／にんじ
ん／玉葱／さやいんげ
ん／赤ピーマン／ズッ
キーニ／キャベツ／だ
いこん／きゅうり／
レッドキャベツ／メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ たんぱく質 18.0 ｇ

／
脂　質 21.5 ｇ

水

30
水稲穀粒(精白米)／花
麩／ごま油／三温糖／
かたくり粉／マカロニ
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

はんぺん／鰹節（花か
つお）／木綿豆腐／豚
ひき肉／ツナチャンク
／牛乳900ml

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ブ
ロッコリー／すいか

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 15.3 ｇ

火

29
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／サフラワー油／
ごま油／白ごま(す
り）／白ごま(いり）
／薄力粉

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ツナチャ
ンク／たまご／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／ロールいか／し
らす干し(半乾燥品)／

にんじん／だいこん／
バナナ／ねぎ／キャベ
ツ／しょうが

むぎちゃ
◆おこのみやき たんぱく質 25.6 ｇ

／
脂　質 23.1 ｇ

月

27
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油／黒
ごま(いり）

豚小間／たまご／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かに風味かまぼこ／
牛乳／塩ざけ

玉葱／グリンピース
(冷凍)／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 15.6 ｇ

土

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／上
白糖／メープルロール
パン

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

なめこ／にんじん／切
干しだいこん／バナナ

ぎゅうにゅう
めーぷるろーるぱん たんぱく質 25.9 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

金

25
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／パン粉(乾燥)
／サフラワー油／ごま
(いり）／三温糖／ご
ま油

豚小間／かたくちいわ
し／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／豚ロース(赤
肉)／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／焼き竹輪／
大豆(国産､ゆで）／ア
イスクリーム(普通脂

とうがん／にんじん／
さやいんげん／きゅう
り／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／デラウェア

むぎちゃ
あいすくりーむ たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 25.7 ｇ

木

24
うどん(ゆで)／三温糖
／ごま油／かたくり粉
／ABCマカロニ／マー
マレード(高糖度)／と
うもろこし

豚ひき肉／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

ズッキーニ／赤ピーマ
ン／ねぎ／しょうが／
にんにく(りん茎)／玉
葱／キャベツ／きゅう
り／えだまめ(冷凍)／
すいか／あんぱんまん
スイートりん

りんごじゅーす
◆ゆでとうもろこし たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

水

23
コッペパン／有塩バ
ター／かたくり粉／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／ごま油
／そうめん･ひやむぎ
(乾)／白ごま(すり）
／三温糖

鶏小間／しろさけ／牛
乳１L／かに風味かま
ぼこ／かたくちいわし
(煮干し)

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／キャベツ／きゅ
うり／メロン(温室)／
しょうが

ぎゅうにゅう
◆ごまだれそうめん たんぱく質 29.2 ｇ

／
脂　質 22.3 ｇ

火

22
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／サラダ油／薄
力粉／グラニュー糖／
メープルシロップ／有
塩バター／サフラワー

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)
／豚ひき肉／ピザ用
チーズ／あおのり

玉葱／青ピーマン／
キャベツ／にんじん／
すいか

むぎちゃ
◆めーぷるくっきー たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 27.3 ｇ

月

23.5 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
土

20
コッペパン／三温糖／
水稲穀粒(精白米)

プロセスチーズ／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／し
らす干し(半乾燥品)／
牛乳／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

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
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／食パン(市販
品）

かたくちいわし(煮干
し)／豚ひき肉／牛乳
１L／ロースハム／ピ
ザ用チーズ

えだまめ／なす／ねぎ
／青ピーマン／玉葱／
きゅうり／にんじん／
トマト／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

金


