
　　　岡崎幼児園
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4
ご飯 カレーライス ふわふわ丼

米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱４0 米４０　豆腐50　卵２０　
人参１５　じゃが芋３０ 鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5

牛肉と根菜の含め煮 ピーマン５　赤ピーマン４ 青葱７　砂糖１　醤油３　塩
牛肉２０　大根５０　人参２０ カレールゥ８　　カレー粉 焼きのり0.5　片栗粉２　
こんにゃく１５　ごぼう２０ 油３　塩　醬油 休 酒１　みりん２
絹さや３　酒２　醤油３
砂糖1 みりん２　油0.3

ブロッコリーサラダ 園 ごぼうの土佐煮
ブロッコリー３０　塩0.2 ごぼう３０　砂糖0.8　油

とろろ汁 カリフラワー３０　醤油１　 人参１０　花かつを１
とろろ芋１５  ほうれん草１５ 人参５　　酢１　砂糖0.3 日 醤油２　みりん１　酒0.2
ちりめんじゃこ２　卵１５ マヨドレ８
出し昆布　煮干　醤油２ 味噌汁
塩0.4　花かつお 麩（小麦）１　乾わかめ0.３

味噌５　煮干　出し昆布

ヨーグルト ミルクパン（市販） レーズン蒸しパン
（市販） （小麦・卵・乳） 小麦粉　BP 　砂糖 　

レーズン　卵　牛乳　油
おせんべい（市販）

牛乳 牛乳

※牛乳 ※みかん ※チーズ

6 7 8 9(幼児弁当日） 10 11
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ホットドック きんぴらごはん

米４０ 米４０ 米４０ 米４０ 　　　　　　（幼児・みつばち）米４０　牛ミンチ７　人参５　
ホットドックパン（小麦・卵・乳）豚ミンチ３　こんにゃく１０　

鮭の塩焼き 五目どうふ チキンカツ 豆腐ハンバーグ ウインナー３０　キャベツ３０ 絹さや２　生姜0.3　酒２
鮭５０　塩0.4　酒１　油0.2 豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５ 鶏むね肉４０　卵５　塩0.3 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ カレー粉0.3　ケチャップ３ 砂糖0.5　醤油３　油１　
醤油0.3 人参１０　絹さや３ 小麦粉３　パン粉８　油 玉葱２５　豆腐４０　　 塩 塩　出し昆布

干椎茸１　油0.3 ケチャップ３　ウスターソース２パン粉5　　醤油１ ハムサンド
もやしの甘酢和え 醤油３　砂糖１　塩0.2 ケチャップ３　油　塩0.5 　　　（あり・てんとうむし） ひじきと大豆の煮物

もやし３５　人参５　きゅうり８ 片栗粉1.2　生姜 コールスローサラダ 食パン４０（小麦・乳） ひじき２　人参８　大豆３
油揚げ７　ごま２　砂糖1.5 キャベツ４０　冷コーン８ ゆでブロッコリー 無添加ハム４　きゅうり３　 三度豆３　砂糖１ 油揚げ５
酢３　塩0.1　醤油１ たたきごぼう 人参５　マヨドレ８ ブロッコリー２０　塩 マヨドレ５ 醤油２　みりん１　出し昆布

ごぼう３５　ごま２　砂糖１ 砂糖0.5　塩0.3　酢１ さつま芋サラダ 酒１　煮干
醤油１　酢３　塩 粉ふき芋 さつま芋５０　きゅうり１０

味噌汁 清汁 じゃが芋30  塩0.3 りんご８　レーズン３　塩0.3 味噌汁
豆腐２５　乾わかめ0.3 春雨のコーンスープ 麩（小麦）１　三つ葉３　 マヨドレ８　酢２　 じゃが芋２５　玉葱１５　
味噌４　煮干　出し昆布 春雨５　ニラ３　ブイヨン 出し昆布　醤油２　塩0.4 味噌汁 味噌４　煮干　出し昆布

冷コーン８　卵１５　醤油１ 花かつお　 白菜２０　油揚げ７ 野菜スープ
塩0.４　 味噌５　煮干　出し昆布 玉葱15 人参１０　パセリ１

塩0.3　ブイヨン

蒸し芋 黄粉クッキー じゃが芋のバター焼き 粒あんのどら焼き グレープゼリー ジャムサンド
さつま芋 小麦粉　黒糖　黄粉 じゃが芋　バター　塩 小麦粉　BP　卵　醤油　牛乳 グレープジュース　砂糖 食パン（小麦・乳）

卵　油 砂糖　みりん　はちみつ　 アガー 苺ジャム
小豆 クラッカー（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※りんご ※バナナ ※チーズ ※おせんべい ※チーズ

13 １4（誕生会会食） 15 16 17 18
ご飯 ハンバーガー 鮭ずし ご飯 ご飯 かやくうどん

米４０ バーガー用パン （小麦・乳） 米４０　さけフレーク６ 米４０ 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　塩
牛ミンチ２５　豚ミンチ１８ 卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３ 干椎茸1　人参８

鯖の塩焼き 玉葱３０　ケチャップ３ 絹さや２　砂糖３　出し昆布 ひじきの千草焼 さつま芋のかき揚げ 油揚げ８　青葱7　醤油5
鯖５０　塩0.3　酒２　　 レタス10　塩　パン粉３　卵８ ひじき0.5  鶏ミンチ１０ 油0.5 さつま芋５０　ささみ２０ 煮干　出し昆布 
醤油0.2　油0.2 マヨドレ３ 卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 人参１０　玉葱１５　小麦粉７

納豆和え ほうれん草10　醤油２　塩 醤油２　塩0.2　卵５　油
三色ごま和え ゆでブロッコリー ほうれん草３５　もやし３５ 酒２　みりん１ 片栗粉１　米粉 かぼちゃのそぼろ煮

小松菜4５　人参１０ ブロッコリー２０　塩 納豆８　砂糖0.8　醤油３ かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
しめじ１０　ごま２ 白菜の煮びたし ごま酢和え 玉葱１５　三度豆３
砂糖0.8　塩0.1　醤油2 フライドポテト 白菜５０　小松菜２０ もやし５０　きゅうり１０　塩 砂糖1　醤油2　みりん１

じゃが芋40　塩　油 とろろ汁 油揚げ７　酒１　みりん１ 乾わかめ0.5　ごま２　 酒１　片栗粉３　煮干し
とろろ芋１５  三つ葉３ 醤油２　出し昆布　煮干 酢３　砂糖１　醤油２

とん汁 野菜スープ ちりめんじゃこ２　卵１５
豚肉１０　人参１０　大根２０ 大根１５　人参１０　大根葉 出し昆布　煮干　醤油２ 清汁 味噌汁
ごぼう８　油揚げ５　大根葉５ 塩0.4　醬油２ 塩0.4　花かつお 麩（小麦）１　三つ葉３　 豆腐２５　青葱３ みかん
こんにゃく５ ブイヨン　 出し昆布　醤油２　塩0.4 味噌５　煮干　出し昆布
味噌５　煮干　出し昆布 花かつお　

りんご

ヨーグルト バナナケーキ さつま芋のコーンカップ ピザトースト 豆乳もち 梅干しおにぎり
（市販） 小麦粉　砂糖　卵　バター さつま芋　砂糖　バター 食パン（小麦・乳）　玉葱 豆乳　砂糖　片栗粉　黄粉 米　梅干し

バナナ コーンカップ（小麦・大豆） 無添加ベーコン　ピーマン　
きらず揚げ（市販） チーズ　 マヨドレ ケチャップ

（小麦）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ

※牛乳 ※ビスケット ※バナナ ※りんご ※おせんべい ※牛乳
　（小麦・乳・卵）

平成２９年度　１１月　献　立　表



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
20 21 22 23 24 25

ふわふわ丼 ご飯 ホットドック カレーライス ご飯
米４０　豆腐５0　卵２０　 米４０ 　　　　　　（幼児・みつばち） 米４０　牛肉25　玉葱４0 米４０　
鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5 ホットドックパン（小麦・卵・乳） 人参１５　じゃが芋３０
青葱７　砂糖１　醤油３　塩 チキンカツ ウインナー３０　キャベツ３０ ピーマン５　赤ピーマン４ 肉じゃが
焼きのり0.5　片栗粉２　 鶏むね肉４０　卵５　塩0.3 カレー粉0.3　ケチャップ３ 休 カレールゥ５　　カレー粉 牛肉２０　じゃが芋５０
酒１　みりん２ 小麦粉３　パン粉８　油 塩 ブイヨン　油３　塩 玉葱２５　人参１２　三度豆３

ケチャップ３　ウスターソース２ ハムサンド 砂糖１　醤油２　油0.5
　　　（あり・てんとうむし） 園 酒２　みりん２

ごぼうの土佐煮 コールスローサラダ 食パン４０（小麦・乳） 大根サラダ
ごぼう３０　砂糖0.8　油 キャベツ４０　冷コーン８ 無添加ハム４　きゅうり３　 大根５０　人参６　きゅうり８
人参１０　花かつを１ 人参５　マヨドレ３ マヨドレ５ 日 ごま２  ちりめんじゃこ２　 味噌汁
醤油２　みりん１　酒0.2 砂糖0.5　塩0.3　酢１ さつま芋サラダ 冷コーン8　マヨドレ６　酢２　 白菜２０　油揚げ７

さつま芋５０　きゅうり１０ 塩0.5　砂糖0.3 味噌４　煮干　出し昆布
味噌汁 味噌汁 りんご８　レーズン３　塩0.3

麩（小麦）１　乾わかめ0.３ 豆腐２５　青葱３ マヨドレ８　酢２　
味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布 みかん

野菜スープ
玉葱15 人参１０　パセリ１
塩0.3　ブイヨン

粒あんのどら焼き みかんゼリー 五平餅 チーズスティック 蒸し芋
小麦粉　BP　卵　醤油　牛乳 みかんジュース　みかん缶 米　もち米　味噌　はちみつ 強力粉　粉チーズ　砂糖 さつま芋
砂糖　みりん　はちみつ　 砂糖　アガー 塩　バター　ドライイースト
小豆 クラッカー（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※バナナ ※りんご ※牛乳 ※おせんべい ※チーズ

27 28 29 30
ご飯 カリカリトースト 鶏ごぼうご飯 ご飯

米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０　鶏肉１５　油揚げ５ 米４０
干し椎茸１　人参５　ごぼう５

鶏の照り焼き 絹さや３　醤油３　出し昆布 鮭の塩焼き
鶏肉５０　砂糖１　みりん４ クリームシチュー みりん２　酒１ 鮭５０　塩0.4　酒１　油0.2
醤油２　酒４ 豚肉２５　じゃが芋３０　 醤油0.5

玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 白和え
もやしの甘酢和え ピーマン4　牛乳８０　油 ほうれん草２５　人参８ 三色ごま和え

もやし３５　人参５　きゅうり８ 人参２０　バター２ 豆腐３０　こんにゃく１０　 小松菜4５　人参１０
油揚げ７　ごま２　砂糖1.5 小麦粉２．５ 白味噌５　砂糖１　醤油１ 生椎茸１０　ごま２
酢３　塩0.1　醤油１ みりん１　酒１　ごま２ 砂糖0.8　塩0.1　醤油2

レーズンサラダ 塩
キャベツ２０　きゅうり１０

味噌汁 レーズン３　レタス１５ 清汁 とん汁
豆腐２５　乾わかめ0.3 みかん缶１０　オリーブ油２ 麩（小麦）１　三つ葉３　 豚肉１０　人参１０　大根２０
味噌４　煮干　出し昆布 酢３　砂糖0.5　塩0.3 出し昆布　醤油２　塩0.4 ごぼう８　油揚げ５　大根葉５

花かつお　 こんにゃく５
味噌５　煮干　出し昆布

ミルクパン（市販） 梅干しおにぎり さつま芋のコーンカップ りんご
（小麦・卵・乳） 米　梅干し さつま芋　砂糖　バター

コーンカップ（小麦・大豆） きらず揚げ（市販）
炒り小魚 （小麦）

牛乳 牛乳 牛乳

※レーズン ※牛乳 ※おせんべい ※みかん

※印は乳児の朝のおやつです。
　材料横の数字は、幼児1人分の分量です。
　　（乳児は4/5（80％）になります。）
※園では卵・乳を含まないパン粉を使用しています。

 先月、おやつのおからドーナツを購入している静原にある通所授産施設“七彩の風”の農園へ、

幼児組がお芋堀遠足に行ってきました。大小さまざまな形の芋があり、子ども達が一生懸命掘っ

ている姿が想像できました。園では、サラダやスィートポテト・干し芋にして献立に入れていこ

うと思います。 

干し芋は１度蒸してから皮をむき、スライスして干し網に入れ、３～４日（大きさにもよりま

す）干すとできあがりです。また、調理室の窓に干し網をぶら下げますのでお子さんと一緒に見

てみてくださいね。 

 

 季節も進み、食材も少しずつ冬の食材（大根・ブロッコリー・ごぼう・白菜・みかんなど）を

取り入れています。根菜類には身体を温める効果があり、寒い冬にはピッタリな野菜です。 


