
令和3年　　8月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和3年　　8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

ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal 玄米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal

味噌汁 味噌汁

チキン南蛮 あんかけ卵焼き
酢の物 なすとピーマンのあぶら味噌
果物(梨) 果物（ピオーネ）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal

味噌汁 若布と玉葱のスープ

ピーマンの肉詰め コーンサラダ
豆苗と夏野菜の和え物 果物(梨)

果物(ぶどう)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcal

味噌汁 味噌汁
豆腐の五目焼ボール 鮭のマリネ

切干大根の煮物 ブロッコリーのおかか和え
果物(オレンジ) 果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal ハッシュドポーク ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal

かぼちゃの天ぷら キャベツスープ

茄子の煮びたし 短冊サラダ
果物（バナナ） ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal すき焼き風どん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal

味噌汁 味噌汁

焼さけ にんじんシリシリ

肉じゃが 果物(オレンジ)

果物(すいか)
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal 若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal

味噌汁 味噌汁

ツナサラダ 鯵の梅肉ソース

ミルクプリン ごまマヨ和え
果物（バナナ）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal 冷やし中華 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal

玉子スープ 棒餃子

チンジャオロース きゅうり華風和え

チョレギ風サラダ 果物（ピオーネ）

果物（メロン）
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal 枝豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal

味噌汁 味噌汁（こまつな）

鶏肉と茄子の炒め 豆腐ハンバーグ

野菜の酢味噌和え 南瓜のごま炒め
果物(オレンジ) 果物(梨)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal

すいとん汁 春雨肉団子スープ

肉団子の甘辛煮 冬瓜の中華煮
ひじきの中華和え 果物（バナナ）

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 3.4 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal 塩昆布ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal

なめこの味噌汁 野菜スープ

ちくわのごま和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ
果物(すいか) 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 417 kcal

コーンスープ トマトスープ
キャベツとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ 鶏の竜田揚げ

果物(オレンジ) 梅ドレッシングサラダ
果物（バナナ）

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

夏野菜カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal

若布スープ 豆腐入り松風焼き

マカロニサラダ 小松菜の磯和え

ヨーグルト 果物(梨)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ

スティックパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 421 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です）

オニオンスープ 食材の都合で献立内容を変更する場合があります。

チキンのラタトゥイユ風煮 ☆は手作りおやつです。
ｵﾚﾝｼﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞのｻﾗﾀﾞ
果物（キウイフルーツ）

食塩相当量 1.7 ｇ

脂　　　質　　　　17.0ｇ 食塩相当量　       　2.2g

たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

木

19
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／三温糖

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／ハム（無添加）／油揚
げ（いなり用）

にんじん／玉葱／トマト
缶詰(ホール）／トマト
ピューレ／ねぎ／きゅう
り／キャベツ／日本なし

麦茶

☆いなり寿司

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　507cal タンパク質 　       19.7g

20

たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

水

18
精白米／発芽玄米／三温
糖／かたくり粉／ごま油
／三温糖／ごま(いり）
／お好み焼き粉

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／削り節
（マルモト）／★たまご
／鶏若鶏肉ひき肉／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／豚ひき肉
／あおのり／手もみ造り
本かつお節

りょくとうもやし／玉葱
／にんじん／葉ねぎ／な
す／青ピーマン／ピオー
ネ／キャベツ

牛乳
☆お好み焼き

牛乳

たんぱく質 16.9 ｇ

／
脂　質 16.7 ｇ

火

17
スティックパン／有塩バ
ター／薄力粉／サラダ油
／三温糖／じゃがいも

鶏若鶏肉モモ(皮付き）
／★むきえび／牛乳１Ｌ
／あおのり

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／玉
葱／パセリ／ズッキーニ
／パプリカ（黄）／なす
／トマト缶詰(ダイス）
／おろしにんにく
（チューブ／キャベツ／
にんじん／きゅうり／ト
マト／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰ

牛乳

フライドポテト

りんごジュース

たんぱく質 18.1 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

月

16
精白米／じゃがいも／イ
ンスタントマカロニ／黒
糖蒸しパンmix／日本ぐ
り(甘露煮）

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／ハム（無添加）／明治
ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾖｰｸﾞﾙﾄ苺

にんじん／玉葱／西洋か
ぼちゃ／なす／トマト
ピューレ／きゅうり

牛乳
☆黒糖蒸しパン

牛乳

たんぱく質 14.6 ｇ

／
脂　質 14.7 ｇ

土

14
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／三温糖／ごま油／精
白米

牛乳１Ｌ／ウィンナー
（無添加）／ﾍﾞｰｺﾝ（無
添加）／ハム（無添加）
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

にんじん／青ピーマン／
玉葱／きゅうり／キャベ
ツ／バレンシアオレンジ

麦茶

☆ツナおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 10.7 ｇ

金

13
精白米／三温糖／白すり
胡麻／三温糖／塩せんべ
い／★ハードビスケット

飲むヨーグルト／鶏若鶏
肉ひき肉／鶏小間／削り
節（マルモト）／★たま
ご／絹ごし豆腐／焼き竹
輪／カルピス

玉葱／なめこ／長ねぎ／
キャベツ／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／すいか

カルピス
せんべい、クッキー

飲むヨーグルト

たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

木

12
精白米／ごま塩／薄力粉
／パン粉(乾燥)／三温糖
／かたくり粉／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま(い
り）／ごま油／じゃがい
も／有塩バター

牛乳１Ｌ／豚小間／削り
節（マルモト）／豚ひき
肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／ハム（無添加）／
牛乳100ml

日本かぼちゃ／にんじん
／ねぎ／玉葱／きゅうり
／グレープフルーツ

牛乳
☆じゃがバタ

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

水

11
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／食パン

牛乳１Ｌ／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／油揚げ／
削り節（マルモト）／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／焼
き竹輪／ツナフレークレ
トルト／粉チーズ

玉葱／なす／青ピーマン
／にんじん／しょうが／
おろしにんにく（チュー
ブ／きゅうり／こまつな
／バレンシアオレンジ

牛乳

☆ツナマヨトースト

牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 22.7 ｇ

火

10
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／ごま油
／三温糖／ごま(いり）
／薄力粉／無塩バター／
グラニュー糖／メープル
シロップ

牛乳１Ｌ／★たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／豚ロース
(スライス)／ハム（無添
加）／韓国のり／牛乳
100ml

長ねぎ／青ピーマン／赤
ピーマン／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／たけのこ／キャベ
ツ／にんじん／きゅうり
／おろしにんにく
（チューブ／メロン(露
地)

牛乳

☆スコーン

牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

土

7
精白米／じゃがいも／三
温糖／サラダ油／食パン
／いちごジャム

豚小間／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／削り節（マ
ルモト）／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／白いミ
ルクプリン（乳）／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

☆ジャムサンド

りんごジュース

たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 14.2 ｇ

金

6
精白米／じゃがいも／し
らたき／三温糖／とうも
ろこし

牛乳１Ｌ／木綿豆腐／削
り節（マルモト）／甘塩
鮭／豚小間

ねぎ／玉葱／にんじん／
むきえだまめ(冷凍)／小
玉すいか

牛乳
☆ゆでとうもろこし

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ

／
脂　質 14.1 ｇ

木

5
うどん(ゆで・玉)／三温
糖／薄力粉／サラダ油／
ごま油／精白米

飲むヨーグルト／削り節
（マルモト）／豚小間／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／あおのり／焼き豚
／★たまご

にんじん／玉葱／西洋か
ぼちゃ／なす／葉ねぎ／
バナナ

麦茶
☆チャーハン

飲むヨーグルト

たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

水

4
精白米／三温糖／じゃが
いも／かたくり粉／無塩
バター／三温糖／ホット
ケーキmix（昭和）

牛乳１Ｌ／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／鶏小間／油
揚げ／削り節（マルモ
ト）／しぼり豆腐／鶏若
鶏肉ひき肉／しらす干し
／さつま揚げ(卵なし）

にんじん／むきえだまめ
(冷凍)／豆苗／青ピーマ
ン／玉葱／切干しだいこ
ん／生しいたけ(菌床栽
培、生)／バレンシアオ
レンジ／ブルーベリー
(ジャム)

牛乳

☆マーブルケーキ

牛乳

たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

火

3
精白米／パン粉(乾燥)／
コッペパン(大）／サラ
ダ油／三温糖

牛乳１Ｌ／削り節（マル
モト）／豚ひき肉／ハム
（無添加）／手もみ造り
本かつお節／★きな粉
(大豆）

まいたけ／えのきたけ／
葉ねぎ／玉葱／青ピーマ
ン／豆苗／きゅうり／ト
マト／ぶどう

牛乳

☆揚げパン

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 13.9 ｇ

月

2
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／三温糖
／ホットケーキmix（昭
和）

削り節（マルモト）／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／★
たまご／まだこ(ゆで)／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／牛乳１Ｌ／エダム
チーズ／木綿豆腐

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／ゆ
かり／玉葱／だいこん／
きゅうり／日本なし

牛乳
☆もちもち豆腐チーズ

りんごジュース

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

精白米／押し麦／かたく
り粉／サラダ油／三温糖
／パイシート／じゃがい
も

牛乳１Ｌ／生揚げ／削り
節（マルモト）／生鮭／
手もみ造り本かつお節／
ハム（無添加）

こまつな／玉葱／青ピー
マン／にんじん／パプリ
カ（黄）／ブロッコリー
／バナナ

牛乳

☆ハムポテトパイ
たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 22.8 ｇ

金 牛乳

21
精白米／ごま油／三温糖
／オレンジゼリー／ドッ
クパン

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／ウィン
ナー

玉葱／ぶなしめじ／キャ
ベツ／にんじん／だいこ
ん／きゅうり

牛乳
☆ホットドッグ

たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

土 牛乳

23
精白米／しらたき／三温
糖／ごま(いり）／メー
プルシロップ／無塩バ
ター／ホットケーキmix
（昭和）

牛乳１Ｌ／豚小間／焼き
豆腐／削り節（マルモ
ト）／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／ツナフレーク
レトルト／★たまご／生
ｸﾘ-ﾑ

はくさい／玉葱／キャベ
ツ／にんじん／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 22.2 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

月 牛乳

24
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／ごま
(いり）／薄力粉

牛乳１Ｌ／若布ごはんの
素／豚小間／削り節（マ
ルモト）／まあじ／焼き
竹輪／しぼり豆腐／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)

とうがん／葉ねぎ／紀州
梅　B／キャベツ／きゅ
うり／にんじん／こまつ
な／バナナ

牛乳

☆豆腐とひじきのおやき
たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

火 牛乳

25
中華めん(ゆで)／ごま油
／春巻きの皮／三温糖／
食パン／有塩バター

飲むヨーグルト／焼き豚
／豚ひき肉／牛乳１Ｌ／
★たまご／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／トマト／キャベツ
／にら／玉葱／しょうが
／きゅうり／ピオーネ／
オレンジ

牛乳

☆フレンチトースト
たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

水 飲むヨーグルト

26
精白米／かたくり粉／三
温糖／サラダ油／ごま
(いり）／無塩バター／
グラニュー糖／ホット
ケーキmix（森永）

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／しぼり
豆腐／豚ひき肉／飲む
ヨーグルト／★たまご

むきえだまめ(冷凍)／こ
まつな／長ねぎ／だいこ
ん／日本かぼちゃ／青
ピーマン／ぶなしめじ／
日本なし／レモン／レモ
ン(果汁､生)

飲むヨーグルト

☆マドレーヌ
たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

木 牛乳

27
精白米／ごま油／かたく
り粉／普通はるさめ(乾)
／食パン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)

豚小間／★ロールいか／
鶏若鶏肉ひき肉／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／牛乳
１Ｌ／エダムチーズ

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰ
ｽ)／はくさい／にんじん
／たけのこ(ゆで)／生し
いたけ(菌床栽培、生)／
葉ねぎ／しょうが／とう
がん／バナナ／ミニトマ
ト

牛乳
☆コーンピザ

たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

金 オレンジジュース

28
スパゲッティ／サラダ油
／ホットケーキmix（昭
和）／メープルシロップ

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／フジッコの塩昆布
／ウィンナー（無添加）
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

キャベツ／にんじん／生
しいたけ(菌床栽培、生)
／おろしにんにく
（チューブ／玉葱／こま
つな／ブロッコリー／
きゅうり／バレンシアオ
レンジ

牛乳
☆ホットケーキ

たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 19.8 ｇ

土 牛乳

30
ロールパン／かたくり粉
／サラダ油／三温糖／蒸
し中華めん

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ツナフレークレ
トルト／豚小間

トマト／キャベツ／しょ
うが／にんじん／きゅう
り／紀州梅　B／バナナ
／りょくとうもやし

麦茶

☆焼きそば
たんぱく質 15.4 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

月 牛乳

31
うどん(ゆで・玉)／サラ
ダ油／パン粉(乾燥)／三
温糖／白ごま(いり）／
黒糖蒸しパンmix

飲むヨーグルト／豚小間
／削り節（マルモト）／
鶏若鶏肉ひき肉／しぼり
豆腐／牛乳１Ｌ／★たま
ご／焼きのり／油揚げ／
あずき(乾）

にんじん／玉葱／はくさ
い／ほうれんそう／ねぎ
／こまつな／きゅうり／
日本なし

麦茶
☆手作り饅頭

たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 14.5 ｇ

火 飲むヨーグルト


