
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3

ご飯 おにっこご飯 カレーライス
米４０ 米４５　炒り大豆１０ 米４０　牛肉２５　玉葱４0

人参１０　乾ひじき0.5　醤油３人参１５　じゃが芋３０
和風ミートローフ ちりめんじゃこ２　砂糖１ ピーマン５　赤ピーマン４

合挽ミンチ５０　玉葱３０ 酒１　塩0.3 カレールゥ８　　カレー粉
卵２５　パン粉１　醤油１ 油３　塩　醬油
油0.5　ケチャップ３　　塩 いわしの照り焼き
味噌２　 いわし50　砂糖１　醤油２　

みりん２　酒２ マカロニサラダ
ゆで野菜 マカロニ１３(小麦）　人参５

ブロッコリー２０　人参１５　塩 白菜の土佐和え きゅうり１０　　砂糖0.2
白菜５０　小松菜１０　醤油２ マヨドレ８　塩0.1　酢１

粉ふき芋 花かつお１　塩　砂糖0.8
じゃが芋30  塩0.3

清汁 みかん
野菜スープ 豆腐２５　 三つ葉３

白菜２０　人参８　ブイヨン 塩0.4　醤油２　出し昆布 
塩0.4 花かつお

ジャムサンド 赤鬼ゼリー レーズン蒸しパン
食パン（小麦）　苺ジャム アセロラジュース　砂糖 小麦粉　BP 　砂糖 　

生クリーム　レーズン レーズン　卵　牛乳　油
フィンガービスケット（小麦）
アガー

牛乳  牛乳 牛乳

※みかん ※バナナ ※チーズ

5 6 7 8 ９（誕生日会食） 10
ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 キャロットライス さつま芋ご飯

米４０ 米４０ バケット３５　（小麦） 米４０ 米４０　人参２０　塩0.3　 米３５　さつま芋２０
ブイヨン もち米１０　塩0.5　出し昆布

鶏の照り焼き おでん カウボーイシチュー 焼きぎょうざ 鮭フライ
鶏５０　砂糖１　みりん４ 鶏３０　大根６０　酒２ 大豆１０　豚肉２０　人参１０ ぎょうざの皮（小麦)３０ 生鮭５０　強力粉２　卵５
醤油２　酒４ さつま揚げ２０ こんにゃく２０ 玉葱３０　じゃが芋３０ 豚ミンチ２５　キャベツ２０　 パン粉３　　塩0.2　牛乳５ 大根のそぼろ煮

油揚げ１０　人参１０ パセリ0.5　ブイヨン ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 ケチャップ３　ソース２　油 大根５０　人参１２
砂糖１　みりん３　醤油５　 油0.8　塩0.5　 塩0.2　醤油３　酒１ 鶏ミンチ１０　三度豆３

千切大根の煮付け 煮干　出し昆布 コールスローサラダ みりん１　片栗粉２
千切大根５　大豆５　人参８ ごま酢和え キャベツ４０　冷コーン８ 砂糖１　醤油２　酒１　
油揚げ７　いんげん３ れんこんサラダ もやし５０　豆苗８ ブロッコリー１０　マヨドレ８
砂糖1.5　みりん１ とろろ汁 れんこん３５　人参１０ 人参５　ごま２　砂糖１ 砂糖0.5　塩0.3　酢１
酒１　醤油２　塩0.2 とろろ芋１５  三つ葉３ きゅうり１０　ごま２　塩0.3 酢３　　醤油２ 味噌汁

ちりめんじゃこ２　卵１５ マヨドレ８　酢１　砂糖0.5 野菜スープ 豆腐２５　わかめ0.3　
味噌汁 出し昆布　煮干　醤油２ わかめと春雨のスープ 大根１０　人参８　ブイヨン 味噌４　煮干　出し昆布

かぼちゃ２５　玉葱１５　 塩0.4　花かつお 乾わかめ0.3　春雨５　 大根葉１　塩0.4
味噌４　煮干　出し昆布 ブイヨン　塩0.４　　醤油２ カルピスゼリー

　 　 ヨーグルト　砂糖　みかん缶
アガー　レモン

ミルクパン フライドアップルパイ ゆかりおにぎり 焼き芋 手作りクッキー マカロニ黄粉
　（小麦・乳・卵） りんご　春巻きの皮　砂糖 米　ゆかりふりかけ さつま芋 小麦粉　砂糖　バター　Ｂ.Ｐ マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖
（市販） 油 ココア

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※キウィ ※牛乳 ※みかん ※おせんべい ※チーズ

12 13 14 15 16 17
ご飯 ご飯 ご飯 バターロール ハヤシライス

米４０ 米４０ 米４０ 　（小麦・乳・卵） 米４５　牛肉２５　玉葱６０　
人参１０　マッシュルーム１０

和風ミートローフ 春巻き 鰆の照り焼き クリームシチュー じゃが芋２５　ケチャップ５　
合挽ミンチ５０　玉葱３０ 春巻の皮（小麦）12 鰆50　砂糖１　醤油２　酒２ 豚肉２５　じゃが芋３０　 油１　ソース５　ブイヨン
卵２５　パン粉１　醤油１ 豚肉１５　干椎茸1 人参10　 みりん２　 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン カットトマト20　塩0.2

休 油0.5　ケチャップ３　　塩 ゆでたけのこ10　春雨7 ピーマン4　牛乳８０　油 片栗粉
味噌２　 ピーマン６　油　酒１　塩 白和え 人参２０　バター３

砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 ほうれん草２５　人参８ 小麦粉3.5
園 ゆで野菜 豆腐３０　こんにゃく１０　 ほうれん草とキャベツの

ブロッコリー２０　人参１５　塩 切干大根の酢の物 白味噌５　砂糖１　醤油１ キャロットサラダ サラダ
切干大根５　人参３ みりん１　酒１　ごま２ 人参４０　缶パイン８　 ほうれん草３０　キャベツ２０

日 粉ふき芋 きゅうり10　酢３ きゅうり１０　砂糖１　　 冷コーン８　醤油2.5　
じゃが芋30  塩0.3 塩0.1　砂糖1.5　醤油１　 味噌汁 塩0.1　酢３　オリーブ油２ 酢1.2　塩0.1　砂糖0.2

じゃが芋２５　玉葱１５ オリーブ油２
野菜スープ 清汁 味噌５　煮干　出し昆布

白菜２０　人参８　ブイヨン 豆腐２５　 三つ葉３
塩0.4 塩0.4　醤油２　出し昆布 

花かつお

ピザトースト ヨーグルト 黄な粉ぼうろ 焼きおにぎり ビスケット（市販）
食パン（小麦・乳）　玉葱 （市販） きなこ　　卵　砂糖　バター 米　醤油　花かつお　塩 （小麦・卵・乳）
無添加ベーコン　ピーマン　 片栗粉
チーズ　 マヨドレ ケチャップ 手作りおかき

もち米

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※おせんべい ※チーズ ※いよかん ※牛乳 ※チーズ

平成２９年度　　２月　献　立　表  　岡崎幼児園



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
19 20（幼児弁当日） 21 22 23 24
ご飯 鮭ずし ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯

米４０ 米４０　さけフレーク６ 米４0 米４０ バケット３５　（小麦） 米４０　
卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３

鯖の味噌煮 絹さや２　砂糖３　出し昆布 鶏の照り焼き 焼きぎょうざ チリコンカーン 肉じゃが
鯖50　酒２　みりん２　味噌１ 鶏５０　砂糖１　みりん４ ぎょうざの皮（小麦)３０ 大豆２０　牛ミンチ１５　 牛肉２０　じゃが芋５０
白味噌２　生姜　砂糖２ 醤油３　酒４ 豚ミンチ２５　キャベツ２０　 玉葱５０　人参２０　油0.6 玉葱２５　人参１２　三度豆３

鶏と高野豆腐の ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 砂糖０．５　ケチャップ５ 砂糖１　醤油２　油0.5
うの花の炒り煮 炊き合わせ 千切大根の煮付け 塩0.2　醤油３　酒１ 醤油１　塩０．２　酒１ 酒２　みりん２

おから13　人参5　干し椎茸1 鶏３０　高野豆腐８　塩 千切大根５　大豆５　人参８ カレー粉0.2
青葱５　油揚げ５　煮干 人参２０　三度豆３　砂糖1.5 油揚げ７　いんげん3 ごま酢和え
こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ 酒２　醤油２　みりん１ 砂糖1.5　みりん１ もやし５０　豆苗８ 味噌汁
醤油２　みりん１ 酒１　醤油２　塩0.2 人参５　ごま２　砂糖１ 大根サラダ 白菜２０　油揚げ７

清汁 酢３　　醤油２ 大根５０　人参６　ごま２ 味噌５　煮干　出し昆布
味噌汁 麩１（小麦）　三つ葉３ きゅうり8  冷コーン8　

豆腐２５　乾わかめ0.3　 塩0.4　醤油２　 味噌汁 春雨のコーンスープ マヨドレ６　酢２　
味噌４　煮干　出し昆布 花かつお　 出し昆布 かぼちゃ２５　玉葱１５ 春雨５　ニラ３　ブイヨン 塩0.5　砂糖0.3

味噌５　煮干　出し昆布 冷コーン８　卵１５　醤油１
塩0.４　

じゃが芋のバター焼き 肉まん おからドーナツ りんご 五平餅 黄な粉ぼうろ
じゃが芋　塩　バター 小麦粉　豚ミンチ　玉葱 　（小麦・乳・卵） 米　もち米　味噌　はちみつ きなこ　　卵　砂糖　バター
　 干椎茸　生姜　砂糖　醤油 （市販） ビスケット（市販） 片栗粉

ゆでたけのこ　片栗粉 　（小麦・乳・卵）

ＢＰ　イースト
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※バナナ ※レーズン ※みかん ※おせんべい ※牛乳 ※チーズ

26 27 28
カレーライス ご飯 ご飯

米４０　牛肉２５　玉葱４0 米４０ 米４０
人参１５　じゃが芋３０
ピーマン５　赤ピーマン４ マーボー豆腐 コロッケ
カレールゥ８　　カレー粉 豆腐５０　豚ミンチ１２ じゃが芋４５　合挽ミンチ１５
油３　塩　醬油 ピーマン５　人参１０　醤油５ 玉葱１５　人参８　卵２０

砂糖1.5　みりん１　片栗粉２ 強力粉５　塩0.3　牛乳４
玉葱10　生姜　赤味噌　油 パン粉８　油

ほうれん草とキャベツの
サラダ 春雨の中華サラダ コールスローサラダ

ほうれん草３０　キャベツ２０ 春雨５　人参５　きゅうり８ キャベツ４０　冷コーン８
冷コーン８　醤油2.5　 ごま２　醤油１　塩0.3　 人参８　マヨドレ８
酢1.2　塩0.1　砂糖0.2 ごま油２　酢３ 砂糖0.5　塩0.3　酢１
オリーブ油２

わかめと卵のスープ 味噌汁
はっさく 乾わかめ0.3　卵１５ 豆腐２５　乾わかめ0.3

塩0.4　ブイヨン　醤油１ 味噌５　煮干　出し昆布

ヨーグルト 米粉のレーズン入り マカロニ黄粉
（市販） 　　　　　　蒸しパン マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖

米粉　ＢＰ　牛乳　油
手作りおかき 黒糖　レーズン

もち米　塩
牛乳 牛乳

※牛乳 ※おせんべい ※チーズ

※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。

 寒い冬でも、子ども達は園庭やグランドを走り回って元気いっぱい遊んでいます。しかし、乾燥している冬

には、いろいろな病気が流行します。外出先から家の中に入るとすぐにうがいと手洗いをしましょう。うがい

は喉に付着したウイルスの運動機能を弱め、外に追い出すという効果があります。水分補給もしっかりしま

しょう。うがいができない小さいお子さんは、帰宅後に水やお茶を飲ませてあげ乾燥から喉を守りましょう。 

 ２月３日は「節分」で冬から春へ季節が変わる節目の日（立春の前の日）です。豆をまき無病息災を祈りま

す。豆まきに炒った豆を使うのは「オニの目＝魔目を射る」が「豆を炒る」に転じたといわれ、豆まき用に

炒ったものは「福豆」と呼ばれます。歳の数だけ豆を食べるのは、その分の福を身体に取り入れるという意味

があります。 

 給食にも豆料理をたくさん取り入れています。お腹の中から泣き虫鬼・怒りん坊鬼・弱虫鬼などを退治した

いですね。 


