
令和4年　　7月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和4年　　7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 456 kcal そぼろ丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
ポークトマトスープ 味噌汁
マカロニグラタン ツナサラダ
コールスローサラダ 果物（バナナ）
果物（バナナ）

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ツナと昆布の塩味ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal 炊き込みごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
野菜スープ 味噌汁
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ ささみの三色巻きフライ
果物(オレンジ) ブロッコリーのおかか和え

果物（メロン）
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal ジャムサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
春雨肉団子スープ コンソメスープ
もやしの中華サラダ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙのｹﾁｬｯﾌﾟ煮
ヨーグルト（いちご） ポテトサラダ

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 3.2 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal 夏野菜カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
味噌汁 オクラスープ
豚肉のみそ煮 イカと野菜のサラダ
きゅうりのしらすあえ ゼリー
果物（バナナ）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ
冷やしたぬきうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal うなぎの混ぜごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
枝豆がんも すまし汁
ささみのみそﾏﾖﾈｰｽﾞ和え あんかけ卵焼き
果物(オレンジ) ちくわのごま和え

果物（バナナ）
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ

お星さまパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal ベーコントマトスパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
天の川スープ コーンとひき肉のスープ
煮込みハンバーグ風 大根とｶﾆｶﾏのサラダ
短冊サラダ 果物(オレンジ)
果物（バナナ）

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 440 kcal 枝豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
味噌汁 南瓜の味噌汁
赤魚の味噌焼き 鯖の煮付け
お浸し ささみのあえもの
果物(すいか) 果物(ぶどう)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal 冷やし中華 ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
小松菜スープ 棒餃子
ハムサラダ ほうれん草と人参のナムル
ゼリー 果物(すいか)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ
他人丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal 五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
味噌汁 味噌汁
なめ茸おろし和え 鶏肉の竜田揚げ梅肉ソース
果物（バナナ） 塩昆布キャベツ

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

ミルクロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal フィッシュバーガー ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal
オニオンスープ トマトスープ
鮭のマリネ ハムコーンサラダ
ブロッコリーサラダ 果物（バナナ）
果物（メロン）

食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal 回鍋肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁 中華風コーンスープ
鶏肉とパプリカの炒め物 カニカマの中華サラダ
豚しゃぶｻﾗﾀﾞ 果物（メロン）
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ミートなすスパゲティー ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal ハッシュドポーク ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
若布スープ キャベツスープ
南瓜と玉ねぎのサラダ コーンサラダ
果物（バナナ） 果物（バナナ）

食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です）

豚汁 食材の都合で献立内容を変更する場合があります。
野菜つくね ☆は手作りおやつです。
ごまマヨ和え
果物(すいか)

食塩相当量 2.3 ｇ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　502cal
脂　　　質　　　　17.7ｇ

タンパク質 　       20.7g

食塩相当量　       　2.3g

たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

土

30
精白米／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／サ
ラダ油／ごま油／食パ
ン

飲むヨーグルト　Caプ
ラス／豚小間／ﾍﾞｰｺﾝ
（無添加）／ハム（無
添加）／牛乳１Ｌ／ツ
ナフレークレトルト

玉葱／ぶなしめじ／
キャベツ／にんじん／
きゅうり／バナナ

牛乳
☆ツナサンド

飲むヨーグルト

たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 17.4 ｇ

金

29
精白米／三温糖／かた
くり粉／ごま油／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
緑豆はるさめ／三温糖
／サラダ油／ホット
ケーキmix（昭和）／グ
ラニュー糖／無塩バ
ター／粉糖

牛乳１Ｌ／豚小間／★
たまご／カニカマ卵な
し

キャベツ／にんじん／
玉葱／長ねぎ／青ピー
マン／おろしにんにく
（チューブ／ねぎ／だ
いこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／きゅうり／メロン
(露地)

牛乳
☆ココアケーキ

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

木

28
バーガーパン／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／三温糖／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／ごま油／塩せんべ
い

牛乳１Ｌ／すずき／ﾍﾞｰ
ｺﾝ（無添加）／ハム
（無添加）／ラクトア
イス(普通脂肪)

トマト／キャベツ／玉
葱／にんじん／きゅう
り／バナナ

麦茶
アイス

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

水

27
水稲穀粒(半つき米)／
かたくり粉／サラダ油
／三温糖／ホットケー
キmix（昭和）

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／あおのり
／フジッコの塩昆布／
飲むヨーグルト　Caプ
ラス

とうがん／なす／長ね
ぎ／紀州梅　B／キャベ
ツ／きゅうり／にんじ
ん／バレンシアオレン
ジ／日本かぼちゃ

飲むヨーグルト
☆パンプキン蒸しパン

牛乳

たんぱく質 27.0 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

火

26
中華めん(ゆで)／ごま
油／春巻きの皮／ごま
(いり）／三温糖／食パ
ン／有塩バター

飲むヨーグルト　Caプ
ラス／焼き豚／豚ひき
肉／カニカマ卵なし／
牛乳１Ｌ／★たまご／
スライスチーズ／ハム
（無添加）

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／にんじん／ほう
れんそう／小玉すいか

牛乳
☆クロックムッシュ

飲むヨーグルト

たんぱく質 29.5 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

月

25
精白米／ごま油／三温
糖／ごま(いり）／お好
み焼き粉／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／まさば／鶏
若鶏肉ささ身／★たま
ご／豚ひき肉／あおの
り／手もみ造り本かつ
お節

えだまめ／西洋かぼ
ちゃ／えのきたけ／長
ねぎ／しょうが／ほう
れんそう／きゅうり／
にんじん／玉葱／ぶど
う／キャベツ

麦茶
☆お好み焼き

牛乳

たんぱく質 17.6 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

土

23
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)／精白米

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／鶏若鶏肉ひき肉
／カニカマ卵なし／★
揚げ玉

にんじん／玉葱／だい
こん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／バレンシ
アオレンジ／こねぎ

麦茶
☆たぬきむすび

牛乳

たんぱく質 24.7 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

金

22
精白米／花ふ／三温糖
／白すり胡麻／三温糖
／とうもろこし

牛乳１Ｌ／うなぎ(かば
焼き)／油揚げ／削り節
（マルモト）／★たま
ご／豚小間／焼き竹輪

ごぼう／にんじん／む
きえだまめ(冷凍)／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／こまつな／玉葱／
キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バナナ／あんぱ
んまん野菜とりんご

野菜ジュース
☆ゆでとうもろこし

牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ

／
脂　質 13.3 ｇ

木

21
精白米／サラダ油／三
温糖／グレープゼリー
／じゃがいも／かたく
り粉／薄力粉

豚ひき肉／豚小間／い
かくん製／牛乳１Ｌ／
エダムチーズ／ピザ用
チーズ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
にんじん／玉葱／西洋
かぼちゃ／なす／さや
いんげん／オクラ／
きゅうり／キャベツ／
トマト

牛乳
☆ポテトポンデケージョ

りんごジュース

たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

水

20
食パン／いちごジャム
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／パン粉(乾燥)／三
温糖／じゃがいも／イ
ンスタントマカロニ／
三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／調整
豆乳／ハム（無添加）
／★きな粉(大豆）

キャベツ／にんじん／
玉葱／こまつな／きゅ
うり／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
☆マカロニきな粉

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

たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 19.7 ｇ

金

1
スティックパン／三温
糖／インスタントマカ
ロニ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／じゃがい
も

牛乳１Ｌ／豚小間／鶏
小間／粉チーズ／ハム
（無添加）

玉葱／にんじん／トマ
ト缶詰(ダイス）／ブ
ロッコリー／キャベツ
／レッドキャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
☆揚げじゃが

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

土

2
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／ホットケーキ
mix（昭和）／メープル
シロップ

牛乳１Ｌ／ツナフレー
クレトルト／フジッコ
の塩昆布／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ハム（無添加）
／★調製豆乳

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

牛乳

たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

月

4
精白米／ごま油／かた
くり粉／普通はるさめ
(乾)／ごま(いり）／三
温糖／食パン／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)

豚小間／★むきえび／
★ロールいか／鶏若鶏
肉ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／カニ
カマ卵なし／明治ﾌﾞﾙｶﾞ
ﾘｱﾖｰｸﾞﾙﾄ苺／牛乳１Ｌ
／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／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
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／トマト

牛乳
☆コーンピザトースト

オレンジジュース

たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 19.7 ｇ

火

5
精白米／三温糖／ごま
油／じゃがいも／有塩
バター／かたくり粉／
サラダ油

牛乳１Ｌ／絹ごし豆腐
／削り節（マルモト）
／豚肩ロース(脂身付)
／しらす干し／むきか
れい／★たまご

なめこ／長ねぎ／玉葱
／しょうが／きゅうり
／キャベツ／にんじん
／バナナ

牛乳
☆フィッシュボール

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

水

6
うどん(ゆで・玉)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま(いり）／精白米

牛乳１Ｌ／削り節（マ
ルモト）／なると／★
揚げ玉／しぼり豆腐／
鶏若鶏肉ささ身／焼き
竹輪／手もみ造り本か
つお節／しらす干し

ほうれんそう／にんじ
ん／むきえだまめ(冷
凍)／玉葱／しょうが／
ごぼう／きゅうり／バ
レンシアオレンジ

麦茶
☆焼きおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

木

7
★星型パン／そうめん･
（揖保の糸）／パン粉
(乾燥)／ごま油／三温
糖／三温糖／黒蜜／塩
せんべい

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／★調
製豆乳／粉寒天／★き
な粉(大豆）

にんじん／オクラ／玉
葱／ブロッコリー／だ
いこん／きゅうり／バ
ナナ／パインアップル
缶（大）／みかん缶
（大）

麦茶
☆七夕豆乳寒天

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 9.1 ｇ

金

8
精白米／プチパン／ソ
フトタイプマーガリン
／三温糖

若布ごはんの素／油揚
げ／削り節（マルモ
ト）／あこうだい／手
もみ造り本かつお節／
牛乳１Ｌ／あずき(乾）

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
だいこん／長ねぎ／ほ
うれんそう／キャベツ
／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／小玉すいか

牛乳
☆あんバターサンド

りんごジュース

たんぱく質 17.8 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

土

9
精白米／サラダ油／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油／ピー
チゼリー／じゃがいも

牛乳１Ｌ／鶏小間／豚
小間／ハム（無添加）

玉葱／にんじん／こま
つな／きゅうり／キャ
ベツ

牛乳
☆ゆでじゃがいも

牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

月

11
精白米／三温糖／ごま
油／ホットケーキmix
（昭和）／無塩バター
／白ごま(いり）

牛乳１Ｌ／豚小間／★
たまご／削り節（マル
モト）／絹ごし豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／乳酸菌飲料（カル
ピス）／ブルガリア
ヨーグルト

玉葱／にんじん／万能
ねぎ／えのきたけ／こ
まつな／だいこん／バ
ナナ

カルピス
☆ヨーグルトケーキ

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

火

12
ミルクロール／サラダ
油／かたくり粉／三温
糖／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／精白米／三温糖

牛乳１Ｌ／生鮭／油揚
げ（いなり用）

玉葱／パセリ／青ピー
マン／にんじん／パプ
リカ（黄）／ブロッコ
リー／きゅうり／キャ
ベツ／メロン(露地)

麦茶
☆いなり寿司

牛乳

たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

水

13
精白米／ごま塩／かた
くり粉／サラダ油／三
温糖／ごま(いり）／ご
ま油／さつまいも／パ
イシート／メープルシ
ロップ／黒ごま(いり）

飲むヨーグルト　Caプ
ラス／油揚げ／削り節
（マルモト）／鶏若鶏
肉モモ(皮付き）／豚
ロース(赤肉)／牛乳１
Ｌ

キャベツ／玉葱／おろ
しにんにく（チューブ
／赤ピーマン／ぶなし
めじ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／きゅうり
／バレンシアオレンジ

牛乳
☆さつま芋スティックパイ

飲むヨーグルト

たんぱく質 18.7 ｇ

／
脂　質 18.2 ｇ

木

14
スパゲッティ／サラダ
油／食パン／はちみつ
／有塩バター

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)

にんじん／玉葱／なす
／トマトピューレ／ね
ぎ／西洋かぼちゃ／む
きえだまめ(冷凍)／干
しぶどう／バナナ

牛乳
☆ハニートースト

牛乳

たんぱく質 24.1 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

金

15
精白米／じゃがいも／
糸こんにゃく／三温糖
／かたくり粉／ごま(い
り）／じゃがいも／薄
力粉

牛乳１Ｌ／豚小間／削
り節（マルモト）／鶏
若鶏肉ひき肉／まだこ
(ゆで)／手もみ造り本
かつお節／あおのり

ゆかり／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ごぼう
／玉葱／えだまめ／
しょうが／キャベツ／
きゅうり／ブロッコ
リー／小玉すいか

牛乳

☆じゃがタコ焼き

牛乳

たんぱく質 22.2 ｇ

／
脂　質 14.5 ｇ

土

16
精白米／三温糖／じゃ
がいも／サラダ油／
ドックパン

鶏若鶏肉ひき肉／きざ
みのり／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／ウィンナー（無
添加）

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰ
ｽ)／しょうが／にんじ
ん／玉葱／きゅうり／
キャベツ／バナナ

牛乳
☆ホットドッグ

オレンジジュース

たんぱく質 23.5 ｇ

／
脂　質 21.0 ｇ

火

19
精白米／サラダ油／三
温糖／薄力粉／無塩バ
ター／ホットケーキmix
（森永）

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉ひ
き肉／油揚げ／木綿豆
腐／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉ささ身
／きざみのり／手もみ
造り本かつお節／★た
まご／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

にんじん／ねぎ／さや
いんげん／ブロッコ
リー／メロン(露地)／
西洋かぼちゃ

牛乳
☆パンプキンケーキ

牛乳


