
令和3年　　6月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和3年　　6月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園

午 後 午 後

午 前 午 前

スティックパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
きのこスープ 春雨スープ
タンドリーチキン 中華風カニカマサラダ
短冊サラダ 果物（キウイフルーツ）
果物(甘夏)

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 3.2 ｇ
若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal 味噌煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
味噌汁 さつま芋の天ぷら
肉じゃが きゅうり昆布和え
鶏ささみの梅肉サラダ 果物（バナナ）
果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
みそラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal ライ麦パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
揚げ餃子 キャベツスープ
きゅうり華風和え ポークビーンズ
果物(オレンジ) もやしと焼豚のサラダ

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 3.1 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 443 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
味噌汁 味噌汁
かに玉 ツナサラダ
小松菜の磯和え ゼリー
果物（メロン）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal ジャージャーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
舞茸スープ 若布スープ
ハムサラダ 蒸し鶏と野菜のｺﾞﾏﾏﾖ和え
果物（バナナ） 果物（バナナ）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
チャーシュー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
すいとん汁 すまし汁
コールスローサラダ ひれカツ
果物(甘夏) リボンサラダ

果物(すいか)
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
味噌汁 味噌汁
春巻き 焼さけ
ポテトサラダ 切り昆布の炒め煮
果物(オレンジ) 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 4.6 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal ミルクロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
オニオンスープ コーンポタージュスープ
イカ燻とトマトのサラダ チーズとほうれん草のオムレツ

果物（バナナ） シュフレサラダ
果物（バナナ）

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
豚汁 味噌汁
千草焼き ツナとキャベツの和え物
切干大根の煮物 果物(オレンジ)
果物(甘夏)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal 和風スパゲティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
若布スープ 小松菜スープ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ
果物(オレンジ) ヨーグルト

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
トマトクリームスパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal タコ飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
チキンスープ 味噌汁
コーンサラダ 鯵の南蛮漬け
果物（バナナ） ブロッコリーのおかか和え

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
味噌汁 味噌汁
鶏唐揚げ ハンバーグ
マカロニサラダ トマトサラダ
果物（メロン） 果物(すいか)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
味噌汁 卵入り野菜スープ
鯖のみそ煮 じゃが芋の味噌炒め
ちくわのごま和え 果物（バナナ）
果物(オレンジ)

食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です）
食材の都合で献立内容を変更する場合があります。
☆は手作りおやつです。

たんぱく質 17.1 ｇ
／

脂　質 16.8 ｇ
木

17
うどん(ゆで・玉)／薄
力粉／サラダ油／さつ
まいも／ごま油／精白
米／三温糖／三温糖

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／豚小間／フ
ジッコの塩昆布／油揚
げ（いなり用）

にんじん／玉葱／こま
つな／ねぎ／きゅうり
／キャベツ／バナナ

麦茶
☆いなり寿司

牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

水

16
精白米／ごま油／三温
糖／かたくり粉／普通
はるさめ(乾)／三温糖
／サラダ油／ドックパ
ン

牛乳１Ｌ／しぼり豆腐
／豚ひき肉／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／カ
ニカマ卵なし／あらび
きウインナー

葉ねぎ／にら／しょう
が／おろしにんにく
（チューブ／生しいた
け(菌床栽培、生)／だ
いこん／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／きゅう
り／ゴールデンキウイ

牛乳
☆ホットドッグ

牛乳

たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 13.3 ｇ

火

15
水稲穀粒(半つき米)／
じゃがいも／三温糖／
白すり胡麻／三温糖／
薄力粉／サラダ油／ご
ま油

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／まさ
ば／焼き竹輪／豚ひき
肉

しょうが／キャベツ／
にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バレンシアオレ
ンジ／たけのこ(ゆで)
／ねぎ

麦茶
☆豚肉のおやき

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
月

14
精白米／かたくり粉／
サラダ油／インスタン
トマカロニ／パイシー
ト／じゃがいも

木綿豆腐／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／削り
節（マルモト）／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ハ
ム（無添加）／牛乳１
Ｌ／ハム（無添加）

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
にんじん／玉葱／きゅ
うり／メロン(露地)

牛乳
☆ハムポテトパイ

りんごジュース

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 14.2 ｇ
土

12
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／ごま油
／精白米

飲むヨーグルト／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
生ｸﾘ-ﾑ／鶏小間／ハム
（無添加）／手もみ造
り本かつお節

にんじん／玉葱／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

麦茶
☆おかかおにぎり

飲むヨーグルト

たんぱく質 15.3 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

金

11
精白米／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／サ
ラダ油／有塩バター／
三温糖／ごま油／じゃ
がいも／三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／ツナフ
レークレトルト

にんじん／玉葱／ねぎ
／ブロッコリー／きゅ
うり／キャベツ／バレ
ンシアオレンジ

牛乳
☆みそポテト

牛乳

たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 11.1 ｇ

木

10
精白米／ごま塩／新
じゃがいも／糸こん
にゃく／三温糖／サラ
ダ油／塩せんべい

牛乳１Ｌ／豚小間／削
り節（マルモト）／★
たまご／鶏若鶏肉ひき
肉／利久(卵なし／ブル
ガリアヨーグルト

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
ほうれんそう／切干し
だいこん／さやいんげ
ん／なつみかん／バナ
ナ／もも缶（大）／み

麦茶
☆フルーツヨーグルト

牛乳

たんぱく質 16.9 ｇ

／
脂　質 13.2 ｇ

水

9
精白米／じゃがいも／
有塩バター／三温糖／
サラダ油／ピザクラス
ト／食パン

豚小間／いかくん製／
牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ピザ用チーズ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
玉葱／にんじん／きゅ
うり／キャベツ／トマ
ト／バナナ／青ピーマ
ン

牛乳
☆ピザトースト

りんごジュース

たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

火

8
精白米／春巻きの皮／
薄力粉／ごま油／かた
くり粉／サラダ油／
じゃがいも

飲むヨーグルト／しら
す干し／油揚げ／削り
節（マルモト）／豚小
間／ハム（無添加）／
焼き豚

玉葱／りょくとうもや
し／たけのこ(ゆで)／
にら／生しいたけ(菌床
栽培、生)／きゅうり／
にんじん／バレンシア
オレンジ

麦茶
☆チヂミ風

飲むヨーグルト

たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

月

7
精白米／薄力粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
コッペパン(大）／サラ
ダ油／三温糖

牛乳１Ｌ／焼き豚／豚
小間／削り節（マルモ
ト）／★きな粉(大豆）

葉ねぎ／玉葱／こまつ
な／だいこん／にんじ
ん／キャベツ／きゅう
り／なつみかん

牛乳
☆揚げパン

牛乳

たんぱく質 13.4 ｇ

／
脂　質 16.9 ｇ

土

5
精白米／サラダ油／三
温糖／ごま油／ホット
ケーキmix（昭和）／無
塩バター／メープルシ
ロップ

牛乳１Ｌ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）／ハム（無
添加）／飲むヨーグル
ト

玉葱／まいたけ／きゅ
うり／キャベツ／にん
じん／バナナ

飲むヨーグルト
☆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 11.0 ｇ

金

4
精白米／三温糖／ごま
油／かたくり粉／食パ
ン／いちごジャム

木綿豆腐／油揚げ／削
り節（マルモト）／★
たまご／カニカマ卵な
し／ずわいがに(水煮缶
詰)／焼きのり／牛乳１
Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
葉ねぎ／たけのこ(ゆ
で)／生しいたけ(菌床
栽培、生)／玉葱／むき
えだまめ(冷凍)／こま
つな／にんじん／メロ
ン(露地)

牛乳
☆ジャムサンド

りんごジュース

たんぱく質 19.2 ｇ
／

脂　質 20.0 ｇ
木

3
中華めん(ゆで)／ぎょ
うざの皮／サラダ油／
三温糖／ごま油／薄力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖／いちごジャ
ム

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
飲むヨーグルト

りょくとうもやし／チ
ンゲンツァイ／にんじ
ん／長ねぎ／キャベツ
／にら／玉葱／しょう
が／きゅうり／バレン
シアオレンジ

飲むヨーグルト
☆スコーン

牛乳

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 14.0 ｇ
水

2
精白米／じゃがいも／
しらたき／サラダ油／
三温糖／蒸しパンmix／
有塩バター

牛乳１Ｌ／若布ごはん
の素／油揚げ／削り節
（マルモト）／豚小間
／鶏若鶏肉ささ身

キャベツ／玉葱／にん
じん／ほうれんそう／
こまつな／きゅうり／
紀州梅　B／バナナ／干
しぶどう

牛乳
☆レーズン蒸しパン

牛乳

たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 27.7 ｇ

火

1
スティックパン／ごま
油／三温糖／パイシー
ト

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ブルガリアヨー
グルト／ウィンナー
（無添加）

えのきたけ／ほんしめ
じ／にんじん／葉ねぎ
／玉葱／おろしにんに
く（チューブ／だいこ
ん／きゅうり／なつみ
かん

麦茶
☆ｳｨﾝﾅｰパイ

牛乳

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

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
ライ麦パン／じゃがい
も／三温糖／三温糖／
サラダ油／ごま油／
ホットケーキmix（昭
和）／グラニュー糖／
無塩バター

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚小間／★大豆
(国産､ゆで）／焼き豚
／飲むヨーグルト／★
たまご

玉葱／キャベツ／にん
じん／トマト缶詰(ホー
ル）／トマトピューレ
／りょくとうもやし／
バレンシアオレンジ／
バナナ

飲むヨーグルト
☆パウンドケーキ

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 16.8 ｇ
金 牛乳

19
精白米／じゃがいも／
三温糖／サラダ油／オ
レンジゼリー／ホット
ケーキmix（森永）

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／削り節
（マルモト）／ツナフ
レークレトルト／牛乳
１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
しょうが／玉葱／青
ピーマン／にんじん／
きゅうり／キャベツ

牛乳
☆蒸しパン

たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 12.1 ｇ

土 りんごジュース

21
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／白すり胡麻／精白
米

飲むヨーグルト／豚ひ
き肉／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／鶏若鶏肉
ささ身／甘塩鮭

玉葱／にんじん／きゅ
うり／ねぎ／キャベツ
／アスパラガス／こま
つな／バナナ

麦茶
☆鮭おにぎり

たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 12.6 ｇ

月 飲むヨーグルト

22
精白米／三温糖／薄力
粉／パン粉(乾燥)／サ
ラダ油／マカロニ(ﾌｧﾙ
ﾌｧｯﾚ）／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ホットケー
キmix（昭和）

牛乳１Ｌ／干ひじき(ｽﾃ
ﾝﾚｽ釜、乾)／鶏若鶏肉
ひき肉／油揚げ／削り
節（マルモト）／豚ひ
れ／ハム（無添加）／
飲むヨーグルト

にんじん／さやいんげ
ん／豆苗／まいたけ／
玉葱／きゅうり／小玉
すいか

飲むヨーグルト
☆ホットケーキ

たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 13.0 ｇ

火 牛乳

23
精白米／三温糖／ごま
油／薄力粉／三温糖／
サラダ油

牛乳１Ｌ／あおさ(素干
し)／削り節（マルモ
ト）／甘塩鮭／刻み昆
布／油揚げ／焼き竹輪
／豚ひき肉

えのきたけ／にんじん
／バレンシアオレンジ
／たけのこ(ゆで)／ね
ぎ

牛乳
☆肉まん

たんぱく質 28.8 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

水 牛乳

24
ミルクロール／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／ク
ルトン／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／蒸し中
華めん

牛乳１Ｌ／コーンスー
プ（めいらく）／★た
まご／サラダチーズ／
ハム（無添加）／豚小
間

パセリ／ほうれんそう
／にんじん／玉葱／
きゅうり／キャベツ／
バナナ／りょくとうも
やし

麦茶
☆焼きそば

たんぱく質 18.6 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

木 牛乳

25
精白米／三温糖／ホッ
トケーキmix（昭和）／
メープルシロップ／無
塩バター

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／鶏小間／削り節
（マルモト）／★たま
ご／木綿豆腐／ツナフ
レークレトルト／生ｸﾘ-
ﾑ

玉葱／根みつば／ねぎ
／きゅうり／キャベツ
／バレンシアオレンジ

牛乳
☆メープルカップケーキ

たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

金 牛乳

26
スパゲッティ／サラダ
油／三温糖／ごま油／
精白米

牛乳１Ｌ／ハム（無添
加）／きざみのり／豚
小間／ハム（無添加）
／おなかにおいしいﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ／フジッコの塩昆
布／手もみ造り本かつ
お節

にんじん／玉葱／ほん
しめじ／えのきたけ／
こまつな／キャベツ／
ブロッコリー

麦茶
☆おかか昆布おにぎり

たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 10.1 ｇ

土 牛乳

28
精白米／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／三
温糖／じゃがいも

牛乳１Ｌ／★まだこ／
生揚げ／削り節（マル
モト）／まあじ（甘
塩）／手もみ造り本か
つお節

しょうが／ほうれんそ
う／玉葱／青ピーマン
／にんじん／ブロッコ
リー／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
☆ゆでじゃがいも

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 15.7 ｇ
月 牛乳

29
精白米／押し麦／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
三温糖／ごま油／お好
み焼き粉

飲むヨーグルト／油揚
げ／削り節（マルモ
ト）／豚ひき肉／牛乳
１Ｌ／しらす干し／★
たまご／あおのり／手
もみ造り本かつお節

こまつな／玉葱／トマ
ト／キャベツ／きゅう
り／玉葱／えだまめ／
小玉すいか／長ねぎ

麦茶
☆お好み焼き

たんぱく質 24.3 ｇ
／

脂　質 15.0 ｇ
火 飲むヨーグルト

ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

水 牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　508cal タンパク質 　       20.1g
脂　　　質　　　　16.2ｇ 食塩相当量　       　2.3g

30
精白米／三温糖／ごま
(いり）／ごま油／かた
くり粉／じゃがいも／
サラダ油／ホットケー
キmix（森永）

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
★たまご／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／魚肉ソ－セ－ジ

しょうが／ほうれんそ
う／だいずもやし／に
んじん／キャベツ／玉
葱／青ピーマン／バナ
ナ

牛乳
☆アメリカンドック風

たんぱく質 20.9


