
   平成30年度 　   5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

1 2 ３（憲法記念日） ４（みどりの日） 5（こどもの日）
ひじきご飯 ご飯

米４０　乾ひじき0.8　人参６ 米４０
ちりめんじゃこ２　油揚げ７
油0.5　醤油５　砂糖0.２　塩 豚肉とふきと
みりん１　酒１　出し昆布 たけのこの煮物

豚肉１８　たけのこ２５　 休 休 休
ふき15　ぜんまいの水煮15

鶏と高野豆腐の 油揚げ７　人参10　 砂糖1.5　
炊き合わせ 醤油2.5　油0.8　みりん１ 園 園 園

鶏３０　高野豆腐８　塩 酒２
人参２０　三度豆３　砂糖1.5
酒２　醤油２　みりん１ 金時豆煮 日 日 日

金時豆１０　砂糖３　塩
味噌５　煮干　出し昆布

味噌汁
じゃが芋２５　玉葱１５　 味噌汁
味噌５　煮干　出し昆布 豆腐２５　青葱３

味噌５　煮干　出し昆布

しらぬい こいのぼりクッキー
小麦粉　ＢＰ　砂糖

カリカリトースト バター　ココア　牛乳
食パン（小麦）

牛乳 牛乳

※レーズン ※おせんべい

7 8 9 10 11 12
ご飯 こぎつねごはん カリカリバケット ご飯 カレーライス あじさいご飯

米４０ 米４０　油揚げ７　人参５　塩 （小麦） 米４０ 米４０　牛肉25　玉葱５0 米４0　梅干し５　出し昆布
たけのこ１０　絹さや２　卵6 人参１５　じゃが芋３０ ごま２　青じそ１　塩１

鰆の照り焼き ちりめんじゃこ１.5　ごま１ ミートボールの 油３　塩　醤油
鰆５０　砂糖1　醤油２　酒４ 出し昆布　砂糖1　みりん1 クリームシチュー 野菜煮込み ピーマン５　赤ピーマン４ 鶏の照り焼き
みりん４ 醤油２　酒１ 豚肉２５　じゃが芋３０　 牛ミンチ２０　　豚ミンチ２０ カレールゥ５　　 鶏５０　砂糖１　みりん４

玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 玉葱２０　人参８　塩0.3 醤油２　酒４
ピーマンソテー じゃが芋とツナの ピーマン4　牛乳８０　油 キャベツ２５　ピーマン４

ピーマン１５　醤油1.５　 　　　　　　炊き合わせ 人参１０  バター2.5　小麦粉３赤ピーマン４　牛乳５ レタスとツナのごま酢あえ うの花の炒り煮
カラーピーマン１５ じゃが芋５０　三度豆３ 醤油１　砂糖0.2　油 レタス２０　もやし４０　 おから13　人参5　干し椎茸1
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5 片栗粉５　出し昆布 ツナ５　ごま2.5　醤油２ 青葱５　油揚げ５　

醤油３　　酒２　塩0.1 たけのこサラダ わかめ0.5　砂糖1.2　酢３ こんにゃく７　酒0.5　砂糖１
味噌汁 みりん0.8　 たけのこ３５　人参８　ツナ８　 塩0.3　酢１ 醤油２　みりん１

豆腐２５　青葱３ きゅうり１０　酢１　砂糖0.5 豆苗と卵のスープ
味噌５　煮干　出し昆布 味噌汁 ごま２　マヨドレ８　塩0.3 豆苗３　卵１５ 味噌汁

麩（小麦）１　乾わかめ0.３ 塩0.4　ブイヨン　醤油１ 麩（小麦）１　乾わかめ0.３
味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布

じゃが芋のバター焼き よもぎだんご かつおおにぎり グレープゼリー ミルクパン（市販） よもぎだんご
じゃが芋　塩　バター だんご粉　よもぎ　砂糖 米　花かつお　醤油 グレープジュース　砂糖 　　　　（小麦・乳・卵） だんご粉　よもぎ　砂糖

黄粉　塩　豆腐 アガー 黄粉　塩　豆腐
プルーン 焼きそら豆 きらず揚げ（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※バナナ ※牛乳 ※レーズン ※きゅうり ※チーズ

14 15 16 17 18 19
ご飯 豆ごはん ご飯 スパゲティーナポリタン ご飯 あじさいご飯

米４０ 米4０　えんどう豆２５　塩 米４０ スパゲティー（小麦）３0　　 米４０ 米４0　梅干し５　出し昆布
出し昆布 豚肉１５　玉葱２５　人参８ ごま２　青じそ１　塩１

ロールキャベツ 春巻き ピーマン５　ソース４　 豚肉とふきと
牛ミンチ１５　豚ミンチ５ 鯖の塩焼き 春巻の皮（小麦）12 カットトマト３５　油１　 たけのこの煮物 鶏の照り焼き
キャベツ８５　　トマト缶１0　 鯖５０　塩0.３　油　醤油　酒 豚肉１５　干椎茸1 人参10　 塩0.3　ケチャップ８ 豚肉１８　たけのこ２５　 鶏５０　砂糖１　みりん４
玉葱30　パン粉５　卵５ ゆでたけのこ10　春雨7 ふき15　ぜんまいの水煮15 醤油２　酒４
ケチャップ５　ブイヨン１ ピーマン６　油　酒１　塩 ポテトサラダ 油揚げ７　人参10　 砂糖1.5　
無添加ベーコン５　塩 キャベツの煮びたし 砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 じゃが芋５０　人参１０　油 醤油2.5　油0.8　みりん１ うの花の炒り煮
マッシュルーム８ ローリエ キャベツ５０　油揚げ８ きゅうり８　砂糖0.5　酢１ 酒２ おから13　人参5　干し椎茸1

人参８　砂糖１　醤油２ ごま酢和え マヨドレ８　　塩0.3 青葱５　油揚げ５　
ゆで人参 みりん２　煮干し もやし５０　豆苗１０　塩 金時豆煮 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１

乾わかめ0.5　ごま２　 わかめともやしのスープ 金時豆１０　砂糖３　塩 醤油２　みりん１
春雨のコーンスープ 味噌汁 酢３　砂糖１　醤油２ 乾わかめ0.3　もやし１５ 味噌５　煮干　出し昆布

春雨５　ニラ３　ブイヨン 豆腐２５　青葱３ 塩0.4　ブイヨン　醤油１ 味噌汁
冷コーン８　卵１５　醤油１ 味噌５　煮干　出し昆布 清汁 味噌汁 麩（小麦）１　乾わかめ0.３
塩0.４　 麩（小麦）１　三つ葉３　塩0.4 じゃが芋２５　玉葱１５　 味噌５　煮干　出し昆布

醤油２　出し昆布　花かつお 味噌５　煮干　出し昆布

しらぬい じゃが芋のおやき ヨーグルト ゆかりおにぎり ホットケーキ よもぎだんご
じゃが芋　バター　片栗粉 （市販）　 米　ゆかり 小麦粉　卵　砂糖　バター だんご粉　よもぎ　砂糖

カリカリトースト 塩 BP　牛乳 黄粉　塩　豆腐
食パン（小麦） ビスケット

（市販）
牛乳 牛乳 　（小麦・乳・卵） チーズ 牛乳 牛乳

※おせんべい ※バナナ ※チーズ ※牛乳 ※ビスケット ※チーズ
（小麦・乳）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
21 22 23 24（幼児弁当日） 25 26
ご飯 ふわふわ丼 カリカリバケット ひじきご飯 ご飯 カレーライス

米４０ 米４０　豆腐４５　卵２０　 （小麦） 米４０　乾ひじき0.8　人参６ 米４０ 米４０　牛肉25　玉葱５0
鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5 ちりめんじゃこ２　油揚げ７ 人参１５　じゃが芋３０

かみなり揚げ 青葱７　砂糖１　醤油３　塩 クリームシチュー 油0.5　醤油５　砂糖0.２　塩 鮭の塩焼き 油３　塩　醤油
豆腐４５　ツナ８　人参５ 焼きのり0.5　片栗粉２　 豚肉２５　じゃが芋３０　 みりん１　酒１　出し昆布 鮭５０　塩0.３　油　醤油　酒 ピーマン５　赤ピーマン４
干椎茸１　玉葱２０ 酒１　みりん２ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン カレールゥ５　　
片栗粉７　醤油５　塩0.2　油 ピーマン4　牛乳８０　油

酢の物 カラーピーマン６ キャベツの煮びたし えんどう豆の卵とじ
きゅうり１０　乾わかめ0.5 バター2.5　小麦粉３ キャベツ５０　油揚げ８ えんどう豆１５　高野豆腐３ レタスとツナのごま酢あえ

ごま酢和え 春雨５　　酢３ 人参８　砂糖１　醤油２ 人参１０　玉葱２０　鶏肉１５ レタス２０　もやし４０　
もやし５０　豆苗１０　塩 砂糖1.5　醤油１　塩 マカロニサラダ みりん２　煮干し 卵２５　砂糖１　煮干 ツナ５　ごま2.5　醤油２
乾わかめ0.5　ごま２　 マカロニ１３(小麦）　人参５ みりん１　醤油２ わかめ0.5　砂糖1.2　酢３
酢３　砂糖１　醤油２ きゅうり１０　　砂糖0.2 味噌汁 塩0.3　酢１

味噌汁 マヨドレ８　塩0.1　酢１ 豆腐２５　青葱３ 味噌汁
味噌汁 麩（小麦）１　豆苗３ 味噌５　煮干　出し昆布 じゃが芋２５　玉葱１５　

キャベツ１５　人参５ 味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布
味噌５　出し昆布　煮干

みかんゼリー じゃが芋のバター焼き 梅干しおにぎり おからドーナツ（市販） よもぎだんご 手作りクッキー
みかんジュース　みかん缶 じゃが芋　塩　バター 米　梅干し 　　　　（小麦・乳・卵） だんご粉　よもぎ　砂糖 小麦粉　砂糖　バター　牛乳
砂糖　アガー 黄粉　塩　豆腐 Ｂ.Ｐ 

炒り大豆　(幼児） プルーン 焼きそら豆
スティックきゅうり（乳児）

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※ビスケット ※レーズン ※牛乳 ※おせんべい ※バナナ ※チーズ
（小麦・乳）

28 29（誕生日会食） 30 31
ご飯 ２色サンドイッチ ご飯 豆ごはん

米４０ 食パン（小麦）　無添加ハム 米４０ 米4０　えんどう豆２５　塩
チーズ　ツナ缶　きゅうり 出し昆布

松風焼き 黒糖パン（小麦） 鯖の塩焼き
鶏ミンチ３５　玉葱１５ 鯖５０　塩0.３　油　醤油　酒 鶏の照り焼き
牛蒡１０　パン粉３ からあげ 鶏５０　砂糖１　みりん４
味噌２　ごま１　酒１　塩 鶏肉５０　片栗粉６　砂糖0.3 醤油２　酒４
砂糖0.5　卵５　みりん１ 酒１　醤油４　みりん３　油 うの花の炒り煮
油0.2　醤油３ おから13　人参5　干し椎茸1 ピーマンソテー

トマトスープ 青葱５　油揚げ５　煮干 ピーマン１５　醤油1.５　
キャベツの土佐和え キャベツ２０　トマト缶２０ こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ カラーピーマン１５

春キャベツ４０ 　人参５ 玉葱３０　人参１５　 醤油２　みりん１ 玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１
きゅうり１０　花かつお0.5 塩0.3　ブイヨン
砂糖0.8　醤油２　塩 清汁

みかんゼリー 味噌汁 豆腐25　三つ葉３　塩0.4
清汁 みかんジュース　みかん缶 じゃが芋２５　玉葱１５　 醤油２　出し昆布　花かつお

麩１（小麦）　卵１５　 砂糖　アガー 味噌５　煮干　出し昆布
三つ葉３　塩0.4　醤油２　
花かつお 出し昆布 

ヨーグルト じゃこおにぎり チーズスティック 牛乳もち
（市販）　 米　ちりめんじゃこ　醤油 強力粉　粉チーズ　砂糖 牛乳　黄粉　砂糖　片栗粉

塩　バター　ドライイースト
ビスケット
（市販）

　（小麦・乳・卵） チーズ 牛乳 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※バナナ ※ビスケット
（小麦・乳）

※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。

 入園して早１ヶ月、少しずつ新入児さんも給食に慣れてきて、お友達と楽しそうに食べている姿

が見られます。 5月も引き続き、たけのこや春キャベツ・えんどう豆やそら豆など、春の食材を

使った料理を献立に取り入れています。 

『そら豆』の特徴を紹介します。 

 さやが天に向かって育つことから「空豆」と名付けられたそうです。さやの中で産毛のような布

団の中に豆が並んでいます。たんぱく質やビタミン・ミネラルが豊富で、子ども達の成長を促進す

る亜鉛もたくさん含まれていて、あせもや湿疹などの肌トラブルを防いでくれる働きがあります。

そのまま塩ゆでをして食べてもおいしいですし、園ではそのままの味を知らせるため、さやごと焼

いておやつに出します。 

豆には、えんどう豆・そら豆・大豆や小豆・金時豆など、様々な色や形があるので、買い物に行っ

た時にお子さんと一緒に見比べてみてくださいね。 


