
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

01 635.3

木 21.1

24.8

4.8

02 565.5

金 16.5

21.8

2.9

05 464.8

月 18.3

11.2

4.1

06 581

火 23.6

18.4

1.7

07 734.7

水 24.2

25.8

4.4

08 654.4

木 26.5

23.8

2.6

09 514.4

金 15.8

14.5

2.3

12 680

月 22.6

26.9

5.7

13 582.2

火 24.6

18.9

7.6

14 624.6

水 27.1

20.6

3.4

15 580.4

木 23.2

32

4.2

19 610.4

月 17

23.9

3.3

20 424.4

火 16.9

13.9

2.1

21 192.2

水 8.6

6.8

1.5

22 745

木 26.2

25.2

2.2

23
金

26
月

27
火

お弁当

お弁当

麦茶、ビス
ケット

お弁当

牛乳、ご飯、味噌汁（キャベ
ツときのこ）、魚フライ、
チョコケーキ、グリーンサラ
ダ

米、ホットケーキ粉、マ
ヨネーズ、油、パン粉、
小麦粉、砂糖、すりごま

牛乳、かじき、卵、米み
そ（淡色辛みそ）、白み
そ、脱脂粉乳、バター

バナナ、キャベツ、にん
じん、ねぎ、しめじ、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、しょうゆ、
ウスターソース、食塩、
こしょう

麦茶、プリン

野菜ジュース100、パン、野
菜スープ、コロッケ、春雨サ
ラダ

ロールパン、はるさめ、
砂糖、ごま、ごま油

ハム 野菜ジュース、ブロッコ
リー、トマト、きゅう
り、キャベツ、にんじ
ん、しめじ、たまねぎ、
サニーレタス、レタス

酢、しょうゆ、食塩、白
こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、きな粉餅、けんちん
汁、みかん

もち米、さといも（冷
凍）、板こんにゃく、砂
糖

牛乳、木綿豆腐、きな
粉、油揚げ

みかん、だいこん、にん
じん、ねぎ、ごぼう、な
す、しいたけ

かつおだし汁、しょう
ゆ、食塩

牛乳、ご飯、わかめスープ、
肉団子酢豚、大根サラダ

米、○ホットケーキ粉、
マヨネーズ、○砂糖、
油、砂糖、すりごま、ご
ま油

牛乳、○卵、○バター、
白みそ、ツナ水煮缶

たまねぎ、にんじん、パ
イナップル、レタス、サ
ニーレタス、だいこん、
ピーマン、しめじ、きゅ
うり、ブロッコリー、ト

しょうゆ、ケチャップ、
酢、食塩、中華だしの素

麦茶、カステ
ラ

牛乳、パン、ポトフ、メンチ
カツ、トマトサラダ

ロールパン、じゃがい
も、油、パン粉、小麦
粉、マヨネーズ、砂糖

牛乳、ウインナーソー
セージ、豚ひき肉、牛ひ
き肉、卵、白みそ

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、きゅうり、
しめじ

酢、食塩、洋風だしの
素、白こしょう、こしょ
う

麦茶、おにぎ
り（わかめ）

牛乳、ご飯、味噌汁（生揚げ
と玉ねぎ）、親子煮、マカロ
ニサラダ

米、砂糖、マカロニ、マ
ヨネーズ

牛乳、○ヨーグルト(無
糖)、生揚げ、鶏むね肉
（皮付）、淡色みそ、
卵、ハム

たまねぎ、にんじん、○
みかん缶、きゅうり、い
んげん、ブロッコリー、
みかん缶、しいたけ、
コーン缶、カットわかめ

和風だしの素、しょう
ゆ、食塩

麦茶、みかん
ヨーグルト

牛乳、親子うどん、竹輪の磯
辺揚げ、プリン

ゆでうどん、○米、油、
小麦粉、○ごま

牛乳、ちくわ、卵、鶏む
ね肉

ほうれんそう、たまね
ぎ、○焼きのり、あおの
り

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、○
酒、食塩

麦茶、ビス
ケット

牛乳、チキンカレー、ニラ玉
スープ、福神漬、ツナサラダ

米、○ホットケーキ粉、
じゃがいも、マヨネー
ズ、油

牛乳、卵、○牛乳、ツナ
油漬缶、鶏もも肉、○卵

たまねぎ、にんじん、レ
タス、ブロッコリー、に
ら、トマト、福神漬、
きゅうり

カレールウ、酢、しょう
ゆ、和風だしの素、食
塩、白こしょう

麦茶、ホット
ケーキ

牛乳、ご飯、味噌汁（なめこ
と豆腐）、サバの塩焼き、ひ
じきの煮物（にんじん）

米、砂糖、ごま油 牛乳、米みそ（淡色辛み
そ）、木綿豆腐、油揚
げ、鶏ひき肉、ちくわ、
塩さば

にんじん、ねぎ、なめ
こ、ひじき、カットわか
め、えだまめ（冷凍）

煮干だし汁、しょうゆ

麦茶、きつね
おにぎり

牛乳、ご飯、味噌汁（大根と
油揚げ）、鶏のから揚げ、シ
ルバーサラダ

米、○ロールパン、マヨ
ネーズ、油、はるさめ、
片栗粉

牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、ハム、
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、しょう
が、にんにく

煮干だし汁、しょうゆ、
酒、食塩、白こしょう

麦茶、パン

りんごジュース、パン、野菜
シチュー、オムレツ、グリー
ンサラダ

ロールパン、じゃがい
も、○米、マヨネーズ、
油、砂糖、すりごま、○
ごま

卵、豚ひき肉、鶏もも
肉、牛乳、○油揚げ（甘
煮）、白みそ

りんご果汁５０％飲料、
たまねぎ、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

しょうゆ、食塩、こしょ
う

麦茶、マカロ
ニきな粉

牛乳、野菜たっぷり味噌ラー
メン、揚げ餃子、カルピスゼ
リー

ゆで中華めん、○小麦
粉、油、○マヨネーズ、
○油、ごま油

牛乳、乳酸菌飲料、鶏ひ
き肉、淡色みそ、○ツナ
油漬缶、ゼラチン

○キャベツ、もやし、
キャベツ、にんじん、ね
ぎ、コーン缶、○ねぎ、
○コーン缶

中華スープ、○中濃ソー
ス、しょうゆ

麦茶、お好み
焼き　おやつ

牛乳、コーン茶飯、味噌汁
（青菜と卵）、おでん風煮、
たくあん

米、○マカロニ、板こん
にゃく、○砂糖、砂糖

牛乳、ちくわ、さつま揚
げ、○きな粉、卵、白み
そ、はんぺん

だいこん、にんじん、ほ
うれんそう、たまねぎ、
コーン缶、こんぶ（煮物
用）

食塩、和風だしの素、
しょうゆ、○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。

令和4年度　12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、パン

牛乳、ハヤシライス、野菜
スープ、コーンサラダ

米、マヨネーズ、油、砂
糖、すりごま

牛乳、豚ひき肉、牛ひき
肉、白みそ

たまねぎ、にんじん、
キャベツ、しめじ、サ
ニーレタス、きゅうり、
エリンギ、レタス、ブ
ロッコリー、トマト、

ハヤシルウ、酢、しょう
ゆ、食塩、白こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、ご飯、味噌汁（白菜と
油揚げ）、チーズハンペンフ
ライ、わかめサラダ

米、○ロールパン、油、
パン粉、小麦粉、マヨ
ネーズ

牛乳、はんぺん、米みそ
（淡色辛みそ）、とろけ
るチーズ、油揚げ、かに
かまぼこ、卵

はくさい、ブロッコ
リー、にんじん、たまね
ぎ、レタス、きゅうり、
生わかめ、トマト、カッ
トわかめ

煮干だし汁、酢、食塩、
しょうゆ、白こしょう

こ ん だ て

２３日（金）・２６日（月）・２７日（火）は、新園舎への調理機材の

移設工事により給食室が使用できないため、給食ではなく「お弁当（キッ

ズと預かり保育のおやつは調理をせずに出せるものを予定）」となります。

保護者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。

なお、１９日（月）のお誕生会の日は、お弁当ではなく「給食」となり

ますのでお間違えのないようにお願いします。


