
令和4年　　8月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第二保育園 令和4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

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
味噌汁 味噌汁
チーズはんぺんフライ 豆腐の焼きボール
春雨のあえもの 豚しゃぶｻﾗﾀﾞ
果物(オレンジ) 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
黒米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁 冷静ポタージュ
鶏肉と茄子の炒め物 チキンのラタトゥイユ風煮
酢味噌和え ｵﾚﾝｼﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞのｻﾗﾀﾞ
果物(すいか) 果物（バナナ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 428 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
野菜のごまスープ 味噌汁
スパニッシュオムレツ 焼さけ
わかめときゅうりのサラダ 肉じゃが
果物（メロン） 果物（ピオーネ）

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
いわしの蒲焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
豚汁 味噌汁
青じそサラダ キャベツのおかかあえ
果物(ぶどう) ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
なすの肉みそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
ﾄﾏﾄの中華風かき玉ｽｰﾌﾟ オニオンスープ
大根と焼豚のサラダ ピーマンの肉詰め
果物（バナナ） ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ

果物（バナナ）
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ

トマト豆乳スパ ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal とうもろこしご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
チキンスープ 味噌汁
コーンサラダ 鶏唐揚げ
果物（バナナ） ごまマヨ和え

果物(オレンジ)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ

ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal 冷やし中華 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
味噌汁 冬瓜のそぼろ煮
鯵の南蛮漬け ほうれん草と人参のナムル
きゅうり華風和え 果物(梨)
果物(ぶどう)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ナン ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
キャベツスープ 味噌汁
キーマカレー 千草焼き
豆サラダ なすとﾋﾟｰﾏﾝのあぶら味噌
果物（バナナ） 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal スティックパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 432 kcal
すいとん汁 ミネストローネ
きゅうりのしらすあえ 赤魚のパン粉焼き
果物(オレンジ) リボンサラダ

果物（バナナ）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
なめこの味噌汁 コーンスープ
肉団子の甘辛煮 キャベツとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ
ひじきの和風和え 果物(オレンジ)
果物(すいか)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
コーンとひき肉のスープ 根菜汁
もやしの中華サラダ トンテキ風
ゼリー ねばねば冷やっこ

果物（バナナ）
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal 若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
かき揚げ 味噌汁
茄子のの煮びたし 鶏はちみつしょうが焼き
果物（グレープフルーツ） フライドポテト

ブロッコリーのおかか和え
食塩相当量 2.1 ｇ 果物(オレンジ) 食塩相当量 2.3 ｇ

夏野菜カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal ジャージャーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
若布スープ きのこスープ
マカロニサラダ 蒸し鶏と野菜のｺﾞﾏ和え
ミルクプリン 果物(梨)

食塩相当量 1.9 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 22.7 ｇ
／

脂　質 23.0 ｇ
木

18
コッペパン(大）／バタ
－ピ－ナッツ／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／サラダ油／三温糖／
いちごジャム

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉モモ
(皮付き）／★むきえび
／★やわらかいちごﾌﾟﾘﾝ
の素／ﾌﾛｰｽﾞﾝﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

玉葱／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／レ
タス／きゅうり／トマト
／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄ

麦茶
☆いちごプリン

牛乳

たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

水

17
精白米／じゃがいも／か
たくり粉／ごま(いり）
／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／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／削り節
（マルモト）／しぼり豆
腐／鶏若鶏肉ひき肉／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
豚ロース(赤肉)

むきえだまめ(冷凍)／に
んじん／玉葱／キャベツ
／きゅうり／バレンシア
オレンジ

牛乳
☆スコーン

牛乳

たんぱく質 14.8 ｇ

／
脂　質 16.7 ｇ

火

16
精白米／じゃがいも／イ
ンスタントマカロニ／三
温糖／ホットケーキmix
（昭和）／サラダ油

豚ひき肉／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ツナフ
レークレトルト／白いミ
ルクプリン（乳）／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)／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
☆もちもち豆腐チーズパン

りんごジュース

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
月

15
うどん(ゆで・玉)／三温
糖／薄力粉／サラダ油／
ごま油／三温糖／保存食
パン／無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳１Ｌ／削り節（マル
モト）／豚小間／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／★
さくらえび(素干し)／焼
き竹輪

にんじん／玉葱／日本か
ぼちゃ／なす／グレープ
フルーツ

牛乳
☆ラスク

牛乳

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 10.4 ｇ
土

13
精白米／ごま油／かたく
り粉／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)／ごま(いり）／
三温糖／オレンジゼリー
／ホットケーキmix（昭
和）／サラダ油／メープ
ルシロップ

豚小間／★むきえび／鶏
若鶏肉ひき肉／カニカマ
卵なし／★調製豆乳

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／は
くさい／にんじん／たけ
のこ(ゆで)／玉葱／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／きゅうり

りんごジュース
☆ホットケーキ

りんごジュース

たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 13.1 ｇ

金

12
水稲穀粒(半つき米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／か
たくり粉／三温糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／ご
ま(いり）／塩せんべい
／★ハードビスケット

牛乳１Ｌ／絹ごし豆腐／
削り節（マルモト）／豚
ひき肉／★調製豆乳／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
手もみ造り本かつお節／
ハム（無添加）

なめこ／長ねぎ／にんじ
ん／玉葱／ほうれんそう
／小玉すいか／ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ
ぶどうとりんご

ぶどうりんごジュース
せんべい、クッキー

牛乳

たんぱく質 24.6 ｇ

／
脂　質 13.0 ｇ

水

10
精白米／三温糖／薄力粉
／ごま油

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／鶏若鶏肉ひき肉／鶏
小間／削り節（マルモ
ト）／★たまご／豚小間
／しらす干し／ｲﾅｼｮｸ ｸ
ﾘｰﾐｰ杏仁（濃厚)／牛乳
１Ｌ

玉葱／根みつば／ほうれ
んそう／だいこん／にん
じん／きゅうり／キャベ
ツ／バレンシアオレンジ
／みかん缶（大）／もも
缶（大）／パインアップ
ル缶（大）

麦茶
☆フルーツ杏仁

飲むヨーグルト

たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 19.8 ｇ

火

9
ナン／サラダ油／じゃが
いも／白すり胡麻／精白
米／三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／★大豆
(国産､ゆで）／サラダ
チーズ

玉葱／キャベツ／にんじ
ん／青ピーマン／おろし
にんにく（チューブ／
しょうが／むきえだまめ
(冷凍)／きゅうり／バナ
ナ

麦茶
☆五平もち風

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 21.5 ｇ

月

8
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／三温糖
／ごま油／パイシート

牛乳１Ｌ／生揚げ／削り
節（マルモト）／まあじ
（甘塩）／クリームチー
ズ

ゆかり／ほうれんそう／
玉葱／青ピーマン／パプ
リカ（黄）／パプリカ
（赤）／きゅうり／ぶど
う／ブルーベリー(ジャ
ム)

牛乳
☆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞﾊﾟｲ

牛乳

たんぱく質 16.0 ｇ

／
脂　質 13.5 ｇ

土

6
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

ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／★調
製豆乳／鶏小間／ハム
（無添加）／甘塩鮭

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／玉葱／きゅうり
／キャベツ／バナナ

麦茶
☆鮭おにぎり

りんごジュース

たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 22.9 ｇ

金

5
うどん(ゆで・玉)／ごま
油／三温糖／かたくり粉
／サラダ油／無塩バター
／グラニュー糖／ホット
ケーキmix（昭和）

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／★
たまご／焼き豚／★たま
ご

なす／にんじん／玉葱／
きゅうり／トマト缶詰
(ダイス）／ほうれんそ
う／長ねぎ／おろしにん
にく（チューブ／だいこ
ん／バナナ／レモン(果
汁､生)／レモン

牛乳
☆マドレーヌ

牛乳

たんぱく質 28.0 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

木

4
精白米／薄力粉／サラダ
油／糸こんにゃく／三温
糖／とうもろこし／有塩
バター

牛乳１Ｌ／まいわし／豚
小間／削り節（マルモ
ト）／★むきえび

にんじん／だいこん／ね
ぎ／ごぼう／玉葱／きゅ
うり／キャベツ／しそ葉
／ぶどう

牛乳
☆焼きとうもろこし

牛乳

たんぱく質 14.9 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
水

3
クロワッサン／白すり胡
麻／じゃがいも／精白米

牛乳１Ｌ／豚小間／★た
まご／ハム（無添加）／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／カニカマ卵なし／
若布ごはんの素／ちりめ
んじゃこ

キャベツ／にんじん／玉
葱／青ピーマン／きゅう
り／メロン(露地)／紀州
梅　B

麦茶
☆梅おにぎり

牛乳

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
火

2
精白米／黒米／かたくり
粉／サラダ油／三温糖／
食パン／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／豚小間／削り節（マ
ルモト）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き）／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／牛乳１
Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／
ピザ用チーズ

とうがん／葉ねぎ／まい
たけ／なす／青ピーマン
／にんじん／玉葱／しょ
うが／おろしにんにく
（チューブ／きゅうり／
こまつな／小玉すいか

牛乳
☆ピザトースト

飲むヨーグルト

たんぱく質 13.0 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

月

1
精白米／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／普通
はるさめ(乾)／ごま(い
り）／ごま油／三温糖／
コーンフレーク／フルー
ツグラノーラ／マシュマ
ロ／無塩バター

油揚げ／削り節（マルモ
ト）／★はんぺんちーず
／ハム（無添加）／牛乳
１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／だ
いこん／長ねぎ／きゅう
り／にんじん／バレンシ
アオレンジ

牛乳
☆マシュマロおこし

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

たんぱく質 23.8 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
金

19
精白米／じゃがいも／し
らたき／三温糖／無塩バ
ター／三温糖／ホット
ケーキmix（昭和）

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／油揚げ／削り節（マ
ルモト）／甘塩鮭／豚小
間／牛乳１Ｌ

キャベツ／玉葱／にんじ
ん／ピオーネ

牛乳
☆マーブルケーキ

飲むヨーグルト

たんぱく質 18.0 ｇ

／
脂　質 11.9 ｇ

土

20
精白米／ピーチゼリー／
食パン／サラダ油／グラ
ニュー糖

豚小間／豚ロース(スラ
イス)／油揚げ／木綿豆
腐／削り節（マルモト）
／手もみ造り本かつお節

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／玉葱／に
ら／こまつな／キャベツ
／きゅうり／にんじん／
りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)

りんごジュース
☆シュガートースト

オレンジジュース

たんぱく質 17.8 ｇ

／
脂　質 22.9 ｇ

月

22
精白米／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／ご
ま油／★明治プリン
（乳・卵）

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／ツナフ
レークレトルト／ﾌﾛｰｽﾞﾝ
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ

玉葱／にんじん／パセリ
／青ピーマン／ブロッコ
リー／きゅうり／キャベ
ツ／バナナ／みかん缶
（大）／メロン(露地)

麦茶
☆プリンアラモード

牛乳

たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 22.6 ｇ

火

23
精白米／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／かたくり粉／
サラダ油／三温糖／ごま
(いり）／じゃがいも／
無塩バター／三温糖

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／きざみ
のり

えだまめ／なす／長ねぎ
／キャベツ／きゅうり／
にんじん／ブロッコリー
／バレンシアオレンジ

牛乳
☆磯じゃがくん

牛乳

たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 13.0 ｇ

水

24
中華めん(ゆで)／三温糖
／かたくり粉／ごま(い
り）／ごま油／三温糖／
ホットケーキmix（昭
和）／無塩バター／グラ
ニュー糖

焼き豚／鶏若鶏肉ひき肉
／カニカマ卵なし／牛乳
１Ｌ／★たまご

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／
きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／トマト／とうがん
／しょうが／にんじん／
ほうれんそう／こまつな
／日本なし／バナナ／レ
モン(果汁､生)

牛乳
☆バナナパウンドケーキ

りんごジュース

たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 13.8 ｇ

木

25
精白米／押し麦／三温糖
／ごま油／三温糖／ごま
(いり）／ホットケーキ
mix（昭和）／サラダ油

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）／飲むヨー
グルト　Caプラス

りょくとうもやし／生し
いたけ(菌床栽培、生)／
にんじん／ほうれんそう
／なす／玉葱／青ピーマ
ン／バレンシアオレンジ

飲むヨーグルト
☆手作りドーナツ

牛乳

たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

金

26
スティックパン／じゃが
いも／インスタントマカ
ロニ／★パン粉(生)／マ
カロニ(ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ）／精白
米／三温糖

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／あこうだい／粉
チーズ／ハム（無添加）
／鶏若鶏肉ひき肉

キャベツ／にんじん／玉
葱／トマト缶詰(ホー
ル）／トマトピューレ／
きゅうり／バナナ／しょ
うが

麦茶
☆そぼろおにぎり

牛乳

たんぱく質 12.3 ｇ

／
脂　質 12.6 ｇ

土

27
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／ごま油
／ホットケーキmix（森
永）／さつまいも

ウィンナー（無添加）／
ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／ハム
（無添加）／★調製豆乳

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／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

りんごジュース
☆さつま芋蒸しパン

りんごジュース

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 26.4 ｇ
月

29
精白米／薄力粉／サラダ
油／ごま(いり）／パイ
シート／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／豚ロー
ス(しょうが焼き用)／絹
ごし豆腐／めかぶわかめ
／ちりめんじゃこ／★挽
きわり納豆（冷凍）／
ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）

玉葱／にんじん／だいこ
ん／ごぼう／キャベツ／
バナナ

牛乳
☆ベーコンポテトパイ

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
火

30
精白米／はちみつ／ポテ
ト／サラダ油

牛乳１Ｌ／若布ごはんの
素／木綿豆腐／削り節
（マルモト）／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／手もみ造
り本かつお節／フランク
フルト

ねぎ／しょうが／ブロッ
コリー／にんじん／バレ
ンシアオレンジ／ｱﾝﾊﾟﾝﾏ
ﾝぶどうとりんご

ぶどうりんごジュース
ミニフランクフルト

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　496cal タンパク質 　       19.4g
脂　　　質　　　　17.5ｇ 食塩相当量　       　2.2g

たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 17.5 ｇ

水

31
中華めん(ゆで)／三温糖
／ごま油／かたくり粉／
白すり胡麻／コッペパン
(大）／サラダ油／三温
糖

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／豚ひき肉／鶏若鶏肉
ささ身／牛乳１Ｌ

玉葱／にんじん／きゅう
り／えのきたけ／ほんし
めじ／キャベツ／りょく
とうもやし／こまつな／
日本なし

牛乳
☆ココア揚げパン

飲むヨーグルト


