
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

01 748.4

月 34.6

31.4

4.8

02 640.4

火 23.2

25.6

2.3

03 620.6

水 22.1

23.3

2.7

04 652.6

木 25.0

24.1

3.2

05 688.9

金 23.0

20.8

2.3

08 696.0

月 24.4

21.9

3.0

09 562.9

火 18.1

21.0

7.6

10 657.8

水 24.5

25.6

3.3

12 494.7

金 21.5

11.8

1.8

15 610.2

月 23.1

21.0

5.3

16 641.7

火 22.6

28.6

5.0

17 580.7

水 22.1

18.4

3.1

18 564.7

木 21.9

23.9

4.1

19 769.2

金 17.8

22.8

4.2

22 164.4

月 2.7

0.3

0.1

24 594.2

水 22.1

22.2

2.4

25 622.2

木 27.5

20.9

2.8

26 614.0

金 21.6

17.2

2.1

令和２年度　２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（ふりか
け）

牛乳、鬼のごはん、けんちん
汁、マカロニサラダ、プチゼ
リー

米、マヨネーズ、マカロ
ニ、油、板こんにゃく

牛乳、卵、木綿豆腐、鶏
もも肉、鶏ひき肉、ウイ
ンナーソーセージ、油揚
げ、バター

にんじん、だいこん、た
まねぎ、きゅうり、ね
ぎ、ごぼう、みかん缶、
えだまめ（冷凍）、ブ
ロッコリー、トマト

かつおだし汁、ケチャッ
プ、しょうゆ、食塩

麦茶、せんべ
い

コーヒー牛乳、パン、ほうれ
ん草のシチュー、オムレツ、
ツナサラダ

ロールパン、○米、マヨ
ネーズ、油

コーヒー乳飲料、牛乳、
卵、豚ひき肉、鶏もも
肉、ツナ油漬缶

たまねぎ、ほうれんそ
う、だいこん、にんじ
ん、レタス、ブロッコ
リー、きゅうり

○たまごふりかけ、酢、
しょうゆ、食塩、こしょ
う、白こしょう

麦茶、ロール
ケーキ

牛乳、ご飯、白菜と油揚げの
味噌汁、魚フライ、もやしサ
ラダ

米、○ロールパン、マヨ
ネーズ、油、パン粉、小
麦粉、すりごま

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、卵、油
揚げ、白みそ

はくさい、○いちごジャ
ム・低糖度、にんじん、
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、

煮干だし汁、食塩、ウス
ターソース、こしょう

麦茶、パン
（いちごジャ
ム）

牛乳、醤油ラーメン、揚げ餃
子、オレンジゼリー

ゆで中華めん、○小麦
粉、○砂糖、油、ごま油

牛乳、○卵、○生クリー
ム、なると、○バター、
ゼラチン、○牛乳

みかん果汁５０％飲料、
コーン缶、○もも缶（白
桃）、ねぎ、○パイン
缶、カットわかめ

中華スープ、鳥がらだし
汁、しょうゆ

麦茶、ビス
ケット

牛乳、ハヤシライス、玉子
スープ、グリーンサラダ、り
んご

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、油、砂糖、すり
ごま

牛乳、鶏むね肉、卵、○
牛乳、○チーズ、○卵、
白みそ

たまねぎ、りんご、にん
じん、キャベツ、サニー
レタス、きゅうり、レタ
ス、ブロッコリー、トマ
ト、干ししいたけ

ハヤシルウ、しょうゆ、
洋風だしの素、食塩

麦茶、チーズ
蒸しパン

牛乳、ご飯、野菜スープ、煮
込みハンバーグ、春雨サラダ

米、じゃがいも、はるさ
め、砂糖、ごま、ごま油

牛乳、ハム たまねぎ、きゅうり、
キャベツ、トマト、ホー
ルトマト缶詰、にんじ
ん、サニーレタス、レタ
ス、エリンギ、にんにく

酢、中濃ソース、ケ
チャップ、洋風だしの
素、しょうゆ、食塩、こ
しょう

麦茶、おにぎ
り（わかめ）

牛乳、きつねうどん、竹輪の
磯辺揚げ、ヨーグルト

ゆでうどん、油、小麦
粉、砂糖

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、ちくわ、油揚げ

たまねぎ、ねぎ、にんじ
ん、あおのり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

麦茶、パン
（チョコ）

コーヒー牛乳、パン（いちご
ジャム）、ミネストローネ、
ナゲット、チーズサラダ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、油、スパゲ
ティ、○ごま

コーヒー乳飲料、カッ
テージチーズ、ウイン
ナーソーセージ

たまねぎ、レタス、トマ
ト、キャベツ、ブロッコ
リー、にんじん、いちご
ジャム・低糖度、きゅう
り、○焼きのり、にんに

酢、食塩、○酒、洋風だ
しの素、白こしょう、ケ
チャップ

麦茶、りんご
ゼリー

牛乳、三色ご飯、なめこと豆
腐の味噌汁、おでん風煮、た
くあん

米、板こんにゃく、砂糖 牛乳、鶏ひき肉、ちく
わ、さつま揚げ、卵、米
みそ（淡色辛みそ）、木
綿豆腐

だいこん、にんじん、ね
ぎ、なめこ、焼きのり

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、
酒、食塩、和風だしの
素、みりん

麦茶、ドーナ
ツ

牛乳、ご飯、豚汁、サバの塩
焼き、肉じゃが

米、じゃがいも、板こん
にゃく、油、砂糖、ごま
油

牛乳、鶏むね肉、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛み
そ）、○ゼラチン、油揚
げ、塩さば

○りんご果汁５０％飲
料、だいこん、たまね
ぎ、にんじん、ねぎ、ご
ぼう、さやえんどう

かつおだし汁、しょう
ゆ、酒、みりん

麦茶、おにぎ
り（おかか）

牛乳、焼きそば、ニラ玉スー
プ、春巻き、いちご

焼きそばめん、○ロール
パン、春巻きの皮、油

牛乳、卵、鶏もも肉、豚
肉(ばら)

いちご、たまねぎ、キャ
ベツ、にら、にんじん、
○いちごジャム・低糖
度、もやし、たけのこ
（ゆで）、あおのり

中濃ソース、中華だしの
素、食塩、しょうゆ、洋
風だしの素、白こしょう

麦茶、パン
（いちごジャ
ム）

コーヒー牛乳、玉子サンド、
ポトフ、トマトサラダ、チー
ズ

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、チーズ

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

麦茶、せんべ
い

牛乳、カレーライス、春雨
スープ、福神漬、大根サラダ

米、はるさめ、○ホット
ケーキ粉、じゃがいも、
マヨネーズ、油、すりご
ま

牛乳、○牛乳、鶏もも
肉、○卵、白みそ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、福神漬、だいこ
ん、きゅうり、ブロッコ
リー、トマト

カレールウ、食塩、しょ
うゆ、和風だしの素、こ
しょう

麦茶、ホット
ケーキ

牛乳、ご飯、大根と油揚げの
味噌汁、鶏のから揚げ、わか
めサラダ

米、油、片栗粉 牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚げ

だいこん、にんじん、た
まねぎ、レタス、きゅう
り、生わかめ、カットわ
かめ、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

カルピス、せ
んべい

牛乳、カレーうどん、ポテト
サラダ、カルピスゼリー

ゆでうどん、○ロールパ
ン、じゃがいも、マヨ
ネーズ、片栗粉

牛乳、乳酸菌飲料、鶏ひ
き肉、卵、ゼラチン

たまねぎ、にんじん、
きゅうり、しいたけ、ね
ぎ、みかん缶、コーン缶

かつおだし汁、しょう
ゆ、食塩、カレールウ

麦茶、ス
ティックパン

お弁当 ○乳酸菌飲料

麦茶、ヨーグ
ルト

牛乳、ご飯、厚揚げと玉ねぎ
の味噌汁、野菜炒め、粉ふき
芋

米、じゃがいも、ごま油 牛乳、生揚げ、鶏むね
肉、淡色みそ

キャベツ、もやし、たま
ねぎ、にんじん、○いち
ごジャム・低糖度、ピー
マン

和風だしの素、食塩、パ
セリ粉、こしょう

麦茶、リッツ
サンド

牛乳、ご飯、豚汁、ハムカ
ツ、シルバーサラダ

米、板こんにゃく、パン
粉、はるさめ、油、小麦
粉、砂糖、ごま、ごま油

牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、ハム、木綿豆腐、鶏
むね肉、米みそ（淡色辛
みそ）、卵、油揚げ

きゅうり、だいこん、に
んじん、ねぎ、サニーレ
タス、ごぼう、コーン缶

かつおだし汁、酢、しょ
うゆ、食塩

こ ん だ て


