
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

01 577.6

水 23.6

22.1

3.4

02 655.6

木 23.6

23.2

2.2

03 637.7

金 22.4

18.9

3.0

06 625.3

月 21.2

24.7

3.1

07 482.9

火 18.0

15.3

2.7

08 405.0

水 24.5

10.9

1.9

09 692.3

木 27.3

23.9

2.1

10 645.8

金 19.9

23.6

3.7

13 500.7

月 20.5

13.8

2.6

14 471.2

火 18.6

14.5

2.5

15 613.5

水 21.2

22.2

5.0

16 662.8

木 25.8

26.8

4.5

17 699.9

金 19.7

27.0

4.1

20 164.4

月 2.7

0.3

0.1

21 589.4

火 25.6

18.2

3.7

22 715.4

水 29.4

23.5

5.6

23 734.1

木 25.9

30.9

3.3

24 487.9

金 18.4

17.7

2.8

27 601.9

月 19.3

20.4

1.9

28 409.7

火 17.5

12.0

2.4

29 662.6

水 24.6

27.5

2.6

30 600.4

木 20.6

15.7

3.1

令和4年度　6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、おにぎ
り（おかか）

牛乳、ご飯、味噌汁（大根と
油揚げ）、魚フライ、シル
バーサラダ

米、マヨネーズ、はるさ
め、油、パン粉、小麦粉

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、ハム、
卵、油揚げ

きゅうり、だいこん、た
まねぎ、にんじん、ブ
ロッコリー、サニーレタ
ス、コーン缶

煮干だし汁、ウスター
ソース、食塩、白こしょ
う、こしょう

麦茶、ビス
ケット

牛乳、パン（クリーム）、パ
スタスープ、ツナサラダ、プ
チゼリー

ロールパン、○米、マヨ
ネーズ、○ごま

牛乳、ツナ油漬缶、○か
つお節、ウインナーソー
セージ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、レタス、ブロッ
コリー、トマト、きゅう
り、○焼きのり

酢、しょうゆ、食塩、○
酒、○しょうゆ、白こ
しょう

麦茶、パン

牛乳、三色ご飯、味噌汁（青
菜と油揚げ）、もやしサラ
ダ、オレンジ

米、○小麦粉、○砂糖、
マヨネーズ、すりごま

牛乳、鶏ひき肉、○卵、
○生クリーム、卵、淡色
みそ、ちくわ、油揚げ、
白みそ、○バター、○牛
乳

オレンジ、こまつな、に
んじん、たまねぎ、もや
し、サニーレタス、きゅ
うり、レタス、ブロッコ
リー、トマト、しいた

かつお・昆布だし汁、
酒、しょうゆ、食塩、み
りん、和風だしの素

麦茶、ロール
ケーキ

牛乳、ご飯、味噌汁（生揚げ
と玉ねぎ）、肉じゃが、きゅ
うりのゴマ酢和え

米、じゃがいも、○ロー
ルパン、砂糖、板こん
にゃく、油、すりごま

牛乳、生揚げ、豚ひき
肉、淡色みそ、かにかま
ぼこ

にんじん、たまねぎ、
きゅうり、しいたけ、
カットわかめ、キャベツ

しょうゆ、和風だしの
素、酢、酒、みりん、食
塩

麦茶、せんべ
い

野菜ジュース、パン、トマト
スープ、チキンカツ、春雨サ
ラダ

ロールパン、パン粉、小
麦粉、はるさめ、砂糖、
ごま、ごま油

鶏むね肉、鶏ひき肉、ハ
ム、卵

野菜ジュース、たまね
ぎ、キャベツ、ホールト
マト缶詰、ブロッコ
リー、トマト、きゅう
り、にんじん、サニーレ

中濃ソース、酢、洋風だ
しの素、食塩、しょう
ゆ、白こしょう、こしょ
う

麦茶、プリン

牛乳、ナポリタン、玉子スー
プ、グリーンサラダ、りんご
ゼリー

スパゲティ、マヨネー
ズ、砂糖、すりごま

牛乳、卵、ベーコン、白
みそ、ゼラチン

りんご果汁５０％飲料、たま
ねぎ、みずな、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、しいたけ

ケチャップ、しょうゆ、
洋風だしの素、食塩

麦茶、パン

牛乳、チキンカレー、豆腐と
水菜の和風スープ、福神漬、
海鮮サラダ

米、○ホットケーキ粉、
じゃがいも、ごまドレッ
シング、○砂糖、油

牛乳、木綿豆腐、鶏もも
肉、かにかまぼこ、○
卵、○バター、ツナ油漬
缶

たまねぎ、にんじん、福
神漬、えのきたけ、レタ
ス、みずな、きゅうり、
ブロッコリー、生わかめ

かつおだし汁、カレール
ウ、しょうゆ、食塩

麦茶、カステ
ラ

牛乳、ご飯、けんちん汁、豚
肉の生姜焼き、スパゲティサ
ラダ

米、○ロールパン、サラ
ダ用スパゲティ、さとい
も（冷凍）、板こんにゃ
く、マヨネーズ、砂糖

牛乳、豚肉、木綿豆腐、
卵、油揚げ、ハム

たまねぎ、だいこん、に
んじん、レタス、ねぎ、
ごぼう、ブロッコリー、
なす、コーン缶、きゅう
り、みかん缶、しいたけ

かつおだし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩、おろ
ししょうが、白こしょう

麦茶、ホット
ケーキ

牛乳、イモ入り焼きそば、か
に玉スープ、中華和え、プチ
ゼリー

焼きそばめん、じゃがい
も、油、ごま油

牛乳、豚肉、かにかまぼ
こ、卵、鶏むね肉

キャベツ、にんじん、た
まねぎ、みずな、きゅう
り、もやし、ピーマン、
カットわかめ

中華風合わせ酢、中華だ
しの素、しょうゆ、お好
み焼きソース、食塩、白
こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、ご飯、味噌汁（なめこ
と豆腐）、サケの塩焼き、ひ
じきの煮物

米、○ホットケーキ粉、
砂糖、ごま油

牛乳、さけ、○牛乳、米
みそ（淡色辛みそ）、ち
くわ、○卵、木綿豆腐、
油揚げ

にんじん、ねぎ、なめ
こ、さやえんどう、ひじ
き、カットわかめ

煮干だし汁、しょうゆ、
食塩

麦茶、コーン
茶飯

牛乳、ご飯、味噌汁（キャベ
ツときのこ）、鶏のから揚
げ、わかめサラダ

米、○ロールパン、油、
片栗粉、マヨネーズ

牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、かにか
まぼこ

ブロッコリー、にんじ
ん、キャベツ、レタス、
きゅうり、生わかめ、ね
ぎ、トマト、しめじ、
しょうが、にんにく

煮干だし汁、酢、しょう
ゆ、食塩、酒、白こしょ
う

麦茶、パン

牛乳、玉子サンド、ポトフ、
トマトサラダ、オレンジ

○米、ロールパン、じゃ
がいも、マヨネーズ、砂
糖

牛乳、ウインナーソー
セージ、卵、白みそ

オレンジ、たまねぎ、
キャベツ、にんじん、ト
マト、レタス、サニーレ
タス、ブロッコリー、○
コーン缶、きゅうり、し

酢、食塩、洋風だしの
素、こしょう、○和風だ
しの素、○しょうゆ、白
こしょう

麦茶、リッツ
サンド

お弁当 ○乳酸菌飲料 カルピス、せ
んべい

牛乳、ハヤシライス、わかめ
スープ、大根サラダ、チーズ

米、マヨネーズ、すりご
ま、油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、牛ひき
肉、チーズ、白みそ、ツ
ナ水煮缶

たまねぎ、にんじん、○いち
ごジャム、レタス、サニーレ
タス、だいこん、しめじ、エ
リンギ、きゅうり、ブロッコ
リー、トマト、カットわかめ

ハヤシルウ、食塩、しょ
うゆ、中華だしの素

麦茶、お好み
焼き

りんごジュース、食パン、野
菜シチュー、オムレツ、チー
ズサラダ

食パン、じゃがいも、
油、マヨネーズ、砂糖

○ヨーグルト(加糖)、
卵、豚ひき肉、鶏もも
肉、カッテージチーズ、
牛乳

りんご果汁５０％飲料、
たまねぎ、レタス、にん
じん、ブロッコリー、
きゅうり、トマト、サ
ニーレタス

酢、食塩、こしょう、白
こしょう

麦茶、ヨーグ
ルト

牛乳、温そうめん、竹輪の磯
辺揚げ、プリン

干しそうめん、○小麦
粉、油、小麦粉、○マヨ
ネーズ、○油

牛乳、ちくわ、鶏もも
肉、○ツナ油漬缶

ほうれんそう、たまね
ぎ、○キャベツ、えのき
たけ、ねぎ、にんじん、
○ねぎ、○コーン缶、あ
おのり

かつおだし汁、しょう
ゆ、○中濃ソース、みり
ん、食塩

麦茶、パン

牛乳、ひじきご飯、味噌汁
（青菜と卵）、みかん、ツナ
サラダ

米、油、砂糖、板こん
にゃく

牛乳、○アイスクリー
ム、ツナ油漬缶、鶏ひき
肉、卵、白みそ、油揚げ

みかん、にんじん、レタ
ス、ほうれんそう、ブ
ロッコリー、トマト、
きゅうり、たまねぎ、ひ
じき、しいたけ

酢、しょうゆ、食塩、和
風だしの素、みりん、白
こしょう

麦茶、アイス

牛乳、ご飯、味噌汁（油揚げ
とナス）、ハムカツ、ポテト
サラダ

米、○ロールパン、じゃ
がいも、マヨネーズ、パ
ン粉、油、小麦粉

牛乳、ハム、卵、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚げ

きゅうり、にんじん、ね
ぎ、なす、みかん缶、
コーン缶、カットわかめ

煮干だし汁、食塩

麦茶、蒸しパ
ン（コーン）

牛乳、親子うどん、野菜のご
ま和え、ぶどうゼリー

ゆでうどん、砂糖、すり
ごま

牛乳、卵、ゼラチン、鶏
むね肉

ぶどう果汁７０％飲料、
ほうれんそう、たまね
ぎ、キャベツ、にんじ
ん、生わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

麦茶、せんべ
い

牛乳、ご飯、味噌汁（大根と
なめこ）、厚揚げの煮物（鶏
肉なし）、マカロニサラダ

米、○小麦粉、じゃがい
も、マカロニ、板こん
にゃく、○砂糖、マヨ
ネーズ、砂糖

牛乳、生揚げ、○牛乳、
○卵、米みそ（淡色辛み
そ）、卵、○バター、ハ
ム

だいこん、にんじん、ね
ぎ、なめこ、たまねぎ、
○コーン缶、きゅうり、
ブロッコリー、みかん
缶、○にんじん、コーン

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、
酒、食塩

※食材の入荷状況により、急なメニュー等の変更がありますのでご了承下さい。

麦茶、おにぎ
り（サケ）

牛乳、わかめご飯、豚汁、い
もフライ、春雨サラダ

米、○ロールパン、じゃ
がいも、板こんにゃく、
パン粉、はるさめ、小麦
粉、砂糖、ごま、ごま油

牛乳、木綿豆腐、米みそ
（淡色辛みそ）、豚肉、
ハム、卵

だいこん、ブロッコ
リー、トマト、きゅう
り、にんじん、ねぎ、サ
ニーレタス、ごぼう、レ
タス、しいたけ

かつおだし汁、酢、食
塩、しょうゆ、こしょう

麦茶、パン

牛乳、パン（いちごジャ
ム）、ミネストローネ、ナ
ゲット、コーンサラダ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、マヨネーズ、ス
パゲティ、○ごま、油、
砂糖、すりごま

牛乳、チキンナゲット、
ウインナーソーセージ、
○さけ、白みそ

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、いちごジャム、だいこ
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、しいた
け、○焼きのり、にんにく

ケチャップ、酢、○酒、
しょうゆ、洋風だしの
素、食塩

こ ん だ て


