
エネルギー

たんぱく質

脂質／塩分 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料
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令和3年度　８月 ルリ幼稚園

日付 献立
材         料        名 (◎は午前おやつ ○は午後おやつ)

午前おやつ 午後おやつ

麦茶、蒸しパ
ン（チョコ）

牛乳、五目ご飯、わかめと豆
腐の味噌汁、シルバーサラ
ダ、プチゼリー

米、板こんにゃく、はる
さめ、砂糖、ごま、ごま
油

牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、木綿豆
腐、ハム

きゅうり、にんじん、ご
ぼう、ねぎ、サニーレタ
ス、コーン缶、カットわ
かめ、干ししいたけ、焼
きのり

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、酢、酒、しょ
うゆ、みりん、食塩

麦茶、ドーナ
ツ

牛乳、夏野菜カレー、玉子
スープ、福神漬、海鮮サラダ

○ホットケーキ粉、ごま
ドレッシング、○砂糖

牛乳、鶏むね肉、○卵、
卵、○牛乳、かにかまぼ
こ

キャベツ、にんじん、か
ぼちゃ、福神漬、レタ
ス、なす、コーン缶、
ピーマン、きゅうり、干
ししいたけ、生わかめ

カレールウ、中濃ソー
ス、洋風だしの素、食塩

麦茶、おにぎ
り（おかか）

牛乳、ご飯、なすと油揚げの
味噌汁、鶏のから揚げ、大根
サラダ

米、○ロールパン、マヨ
ネーズ、油、片栗粉、す
りごま

牛乳、鶏もも肉、白み
そ、油揚げ

なす、たまねぎ、だいこ
ん、にんじん、きゅう
り、ブロッコリー、トマ
ト、しょうが、にんにく

しょうゆ、和風だしの
素、食塩、酒

麦茶、パン
（クリーム）

コーヒー牛乳、玉子サンド、
ポトフ、ナゲット、トマトサ
ラダ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、油、マヨネー
ズ、○ごま

コーヒー乳飲料、ウイン
ナーソーセージ、卵、○
かつお節

たまねぎ、キャベツ、ミ
ニトマト、にんじん、レ
タス、きゅうり、○焼き
のり

酢、食塩、洋風だしの
素、○酒、○しょうゆ、
こしょう、白こしょう

牛乳、ナポリタン、野菜スー
プ、グリーンサラダ、チーズ

スパゲティ、じゃがい
も、マヨネーズ、砂糖、
すりごま

牛乳、ウインナーソー
セージ、チーズ、白みそ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、サニーレタス、
きゅうり、レタス、ブ
ロッコリー、ピーマン、
トマト

ケチャップ、洋風だしの
素、しょうゆ、食塩、こ
しょう

麦茶、せんべ
い

お楽しみメニュー

アイス

牛乳、ご飯、大根と油揚げの
味噌汁、豚肉の生姜焼き、ス
パゲティサラダ

米、サラダ用スパゲ
ティ、マヨネーズ、砂
糖、○食パン

牛乳、豚肉(ロース)、米
みそ（淡色辛みそ）、
卵、油揚げ、○ホイップ
クリーム

たまねぎ、だいこん、に
んじん、キャベツ、もや
し、きゅうり、ピーマ
ン、コーン缶、みかん
缶、カットわかめ、○み

煮干だし汁、しょうゆ、
みりん、おろししょう
が、食塩、白こしょう

麦茶、フルー
ツサンド

コーヒー牛乳、パン、かぼ
ちゃのシチュー、メンチカ
ツ、コーンサラダ

ロールパン、油、マヨ
ネーズ、パン粉、小麦
粉、砂糖、すりごま

コーヒー乳飲料、牛乳、
○アイスクリーム、鶏も
も肉、豚ひき肉、牛ひき
肉、卵、白みそ

たまねぎ、かぼちゃ、に
んじん、サニーレタス、
きゅうり、レタス、ブ
ロッコリー、トマト、
コーン缶

しょうゆ、こしょう、食
塩

麦茶、ロール
ケーキ

コーヒー牛乳、パン、ミネス
トローネ、チーズオムレツ、
ツナサラダ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、マヨネーズ、ス
パゲティ、油、○ごま

コーヒー乳飲料、卵、ツ
ナ油漬缶、ウインナー
ソーセージ、チーズ、牛
乳

たまねぎ、トマト、だい
こん、キャベツ、レタ
ス、ブロッコリー、にん
じん、きゅうり、○焼き
のり、にんにく

酢、しょうゆ、ケチャッ
プ、食塩、○酒、洋風だ
しの素、白こしょう

麦茶、おにぎ
り（わかめ）

牛乳、冷やしうどん、竹輪の
磯辺揚げ、ヨーグルト

干しうどん、○小麦粉、
○砂糖、油、小麦粉

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、ちくわ、○卵、○生
クリーム、○バター、○
牛乳

○もも缶（白桃）、○パ
イン缶、コーン缶、あお
のり、カットわかめ

しょうゆ、みりん、和風
だしの素、食塩

麦茶、パン
（いちごジャ
ム）

牛乳、ご飯、なめこと豆腐の
味噌汁、親子煮、わかめサラ
ダ

米、油、砂糖 牛乳、鶏むね肉（皮
付）、米みそ（淡色辛み
そ）、木綿豆腐

たまねぎ、にんじん、レ
タス、きゅうり、生わか
め、ねぎ、なめこ、いん
げん、しいたけ

煮干だし汁、酢、和風だ
しの素、しょうゆ、食
塩、白こしょう

麦茶、ビス
ケット

牛乳、ご飯、けんちん汁、ハ
ムカツ、春雨サラダ

米、○ロールパン、パン
粉、はるさめ、油、小麦
粉、砂糖、ごま、ごま
油、板こんにゃく

牛乳、ハム、木綿豆腐、
鶏もも肉、卵、油揚げ

きゅうり、トマト、だい
こん、にんじん、○いち
ごジャム・低糖度、ね
ぎ、サニーレタス、ごぼ
う、レタス

かつおだし汁、酢、しょ
うゆ、食塩

麦茶、せんべ
い

牛乳、焼きそば、餃子スー
プ、カルピスゼリー

焼きそばめん、油 牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、乳酸菌飲料、鶏もも
肉、ゼラチン

キャベツ、たまねぎ、は
くさい、にんじん、ね
ぎ、あおのり

中濃ソース、しょうゆ、
中華だしの素、食塩

麦茶、ヨーグ
ルト

牛乳、ひじきご飯、豆腐と水
菜の和風スープ、マカロニサ
ラダ、チーズ

米、マヨネーズ、マカロ
ニ、油、砂糖、板こん
にゃく

牛乳、木綿豆腐、鶏もも
肉、チーズ、卵、油揚げ

きゅうり、にんじん、え
のきたけ、みずな、みか
ん缶、ひじき、ブロッコ
リー、トマト、しいたけ

かつおだし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩、和風
だしの素

麦茶、焼きお
にぎり

牛乳、ご飯、豚汁、チーズハ
ンペンフライ、もやしサラダ

米、板こんにゃく、マヨ
ネーズ、油、パン粉、す
りごま、小麦粉、ごま油

牛乳、はんぺん、木綿豆
腐、鶏むね肉、米みそ
（淡色辛みそ）、とろけ
るチーズ、白みそ、卵、
油揚げ

だいこん、にんじん、も
やし、ねぎ、サニーレタ
ス、ごぼう、きゅうり、
レタス、ブロッコリー、
トマト

かつおだし汁、食塩 麦茶、パン
（チョコ）

コーヒー牛乳、ホットドッ
グ、パスタスープ、チーズサ
ラダ、オレンジ

○米、ロールパン、油、
○ごま油

コーヒー乳飲料、カッ
テージチーズ、フランク
フルト、ウインナーソー
セージ

オレンジ、キャベツ、た
まねぎ、レタス、ブロッ
コリー、にんじん、きゅ
うり、トマト、サニーレ
タス

酢、○しょうゆ、○みり
ん、ケチャップ、食塩、
○和風だしの素、白こ
しょう

麦茶、ホット
ケーキ

牛乳、ご飯、キャベツときの
この味噌汁、サバの塩焼き、
肉じゃが

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、油、砂糖

牛乳、鶏むね肉、○牛
乳、米みそ（淡色辛み
そ）、○卵、木綿豆腐、
塩さば

たまねぎ、にんじん、
キャベツ、ねぎ、しめ
じ、しいたけ、さやえん
どう

煮干だし汁、しょうゆ、
酒、みりん

こ ん だ て


