
平成３０年度　　６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
ご飯 ふわふわ丼

米４０ 米４０　豆腐４５　卵２０　
鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5

ロールキャベツ 青葱７　砂糖１　醤油２　塩
牛ミンチ１５　豚ミンチ５ 焼きのり0.5　片栗粉２　
キャベツ８５　　トマト缶１0　 酒１　みりん２
玉葱30　パン粉５　卵５
ケチャップ５　ブイヨン１
無添加ベーコン５　塩 ごぼうの土佐煮
マッシュルーム８ ローリエ ごぼう３０　砂糖0.8　油

人参１０　花かつを１
ゆで人参 醤油２　みりん１　酒0.2

春雨のコーンスープ 味噌汁
春雨５　ニラ３　ブイヨン 麩（小麦）１　乾わかめ0.３
冷コーン８　卵１５　醤油0.5 味噌５　煮干　出し昆布
塩0.４　

グレープゼリー マカロニ黄粉
ぶどうジュース　砂糖　 マカロニ（小麦）　黄粉　
アガー 砂糖

炒り大豆　(幼児）
スティックきゅうり（乳児）

牛乳 牛乳

※おせんべい ※チーズ

4 5 6 7 8 9
ご飯 鮭ずし ロールパン ご飯 カレーライス やきそば

米40 米４０　さけフレーク６ 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米40 米４０　牛肉２５　玉葱４0 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３ すずきフライ 人参１５　じゃが芋３０ 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

鶏の照り焼き 絹さや２　砂糖３　出し昆布 トマトシチュー すずき４０　強力粉３　 ピーマン５　赤ピーマン４ 人参５　ピーマン５　ソース５　
鶏５０　砂糖１　みりん４ 　 牛肉２５　じゃが芋３５　油１ 塩0.3　卵３　油　牛乳１ カレールゥ８　　カレー粉 青のり0.1　花かつお
醤油２　酒４ 鶏と高野豆腐の 玉葱５０　トマト５０　人参１０ パン粉６　ケチャップ３ 油３　塩　醤油

炊き合わせ 小麦粉３　バター2.5　砂糖0.5 ウスターソース２ かぼちゃの甘煮
鶏３０　高野豆腐８　塩 ソース２　パセリ１　塩0.3 南瓜４０　砂糖３　醤油１

ごま酢和え 人参２０　三度豆３　砂糖1.5 ケチャップ５　ブイヨン 添え野菜 キャロットサラダ
もやし５０　豆苗１０　塩 酒２　醤油２　みりん１ きゅうり１５　トマト２０ 人参３５　きゅうり１０ スティックきゅうり
乾わかめ0.5　ごま２　 レーズンサラダ パイン缶８　砂糖１ きゅうり２０
酢３　砂糖１　醤油２ 清汁 キャベツ２０　きゅうり１０ コールスローサラダ 酢３　オリーブ油２　塩0.3

麩（小麦）１　三つ葉３　 レーズン３　レタス１５ キャベツ４０　マヨドレ８ 豆苗と卵のスープ
味噌汁 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 みかん缶１０　オリーブ油２ 砂糖0.5　塩0.3　 豆苗３　卵１５

キャベツ１０　人参８ 花かつお 酢２　砂糖0.5　塩0.3 塩0.4　ブイヨン　醤油１
味噌５　煮干　出し昆布 味噌汁

じゃが芋２５　玉葱１５　
味噌５　煮干  出し昆布

ミルクパン（市販） 豆乳もち 梅干しおにぎり ピザトースト スコーン みかんゼリー
（小麦・卵・乳） 豆乳　黄粉　砂糖　片栗粉 米　梅干し 食パン（小麦・乳）　玉葱 小麦粉　卵　レーズン　砂糖 みかんジュース　みかん缶

無添加ベーコン　ピーマン　 チーズ　BP　バター　牛乳 砂糖　アガー
チーズ　 マヨドレ ケチャップ

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※きゅうり ※牛乳 ※おせんべい ※バナナ ※チーズ

11 12 13 14 15（幼児弁当日） 16
スパゲティーナポリタン あじさいご飯 ご飯 ご飯 ふわふわ丼 ご飯

スパゲティー（小麦）３0　　 米４0　梅干し５　出し昆布 米40 米40 米４０　豆腐４５　卵２０　 米40
豚肉１５　玉葱２５　人参８ ごま２　青じそ１　塩１ 鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5
ピーマン５　ソース４　 シシカバブ　 鮭の磯辺焼き 青葱７　砂糖１　醤油２　塩 五目どうふ
カットトマト３５　油１　 ひじきの千草焼 牛ミンチ３５　豚ミンチ２０ 生鮭５０　酒２　みりん２　 焼きのり0.5　片栗粉２　 豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５
塩0.3　ケチャップ８ ひじき１ 鶏ミンチ１０ 油0.5 玉葱２０　卵５　醤油１　酢２ 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 酒１　みりん２ 人参１０　絹さや３

卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 油0.5　ケチャップ３　　塩 干椎茸１　油0.3
ごぼうサラダ ほうれん草10　醤油１　塩 カレー粉0.2　パン粉４　 じゃが芋とツナの 醤油２　砂糖１　塩0.2

ごぼう２０　冷コーン８ 千切大根の煮付け 　　　　　　炊き合わせ 片栗粉1.2　生姜
ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ キャベツの土佐和え ピーマンソテー 千切大根５　大豆５　人参８ じゃが芋５０　三度豆３
マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ キャベツ４０ 　人参５ ピーマン１５　醤油1.５　 油揚げ７　いんげん３ 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5 たたきごぼう
ごま２　塩0.2　 きゅうり１０　花かつお0.5 カラーピーマン１５ 砂糖1　みりん１ 醤油２　　酒２　塩0.1 ごぼう３５　砂糖１　酢３

砂糖0.8　醤油２　塩 玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ 酒１　醤油２　塩0.2 みりん0.8　 ごま２　醤油１　塩

わかめともやしのスープ 清汁 味噌汁 味噌汁 わかめと玉葱のスープ
乾わかめ0.3　もやし１５ 豆腐２５　三つ葉３　 味噌汁 かぼちゃ２５　玉葱１５　 麩（小麦）１　青葱３ 乾わかめ0.3　玉葱１５
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 キャベツ１０　人参８ 味噌５　煮干  出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

花かつお 味噌５　煮干　出し昆布

ゆかりおにぎり じゃが芋のおやき ジャムサンド ヨーグルト みなづき 手作りクッキー
米　ゆかり じゃが芋　バター　塩　 食パン（小麦・乳） （市販）　 小麦粉　くず粉　砂糖　　 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

片栗粉 苺ジャム 白玉粉　小豆　塩 Ｂ.Ｐ 
炒り小魚 ビスケット

（市販）
チーズ 牛乳 牛乳 　（小麦・乳・卵） 牛乳 牛乳

※牛乳 ※ビスケット ※メロン ※牛乳 ※レーズン ※チーズ
（小麦・乳・卵）

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000097268.pdf


月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
18 19 20 21 22 23

カレーライス ロールパン 鮭ずし ご飯 ご飯 やきそば
米４０　牛肉２５　玉葱４0 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米４０　さけフレーク６ 米40 米４０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
人参１５　じゃが芋３０ 卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３ 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3
ピーマン５　赤ピーマン４ ミネストローネ 絹さや２　砂糖３　出し昆布 あじのカレームニエル 夏野菜のかき揚げ 人参５　ピーマン５　ソース5
カレールゥ８　　カレー粉 牛ミンチ１５　じゃが芋２０ 　 あじ４０　塩0.3　小麦粉３ 鶏ササミ２０　玉葱１５ 青のり0.1　花かつお
油３　塩　醤油 玉葱３０　人参１５　トマト２０ 鶏と高野豆腐の カレー粉0.3　油１　バター１ 人参１０　かぼちゃ３０ 　油６

マカロニ（小麦）６　パセリ0.5 炊き合わせ 小麦粉８　卵６　塩0.5 かぼちゃの甘煮
ピーマン５　トマト缶２０　油　　鶏３０　高野豆腐８　塩 春雨の中華サラダ 南瓜４０　砂糖３　醤油１

キャロットサラダ ブイヨン　塩0.3 人参２０　三度豆３　砂糖1.5 春雨５　人参５　きゅうり８
人参３５　きゅうり１０ 酒２　醤油２　みりん１ 無添加ハム５　ごま２　醤油１　 なすびのごま和え スティックきゅうり
パイン缶８　砂糖１ 砂糖0.5　ごま油２　酢３　塩0.3なすび５０　三度豆７ きゅうり２０
酢３　オリーブ油２　塩0.3 シルバーサラダ 清汁 人参１５

春雨５　人参５　きゅうり８ 麩（小麦）１　三つ葉３　 砂糖１　醤油２　ごま２ 豆苗と卵のスープ
マヨネーズ８　塩0.3　酢１ 出し昆布　醤油２　塩0.4 わかめと玉葱のスープ 豆苗３　卵１５
卵１５　砂糖0.3　 花かつお 乾わかめ0.3　玉葱１５ 味噌汁 塩0.4　ブイヨン　醤油１

塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 豆腐２５　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布

豆乳もち じゃこおにぎり おからドーナツ（市販） グレープゼリー ホットケーキ ビスケット
豆乳　黄粉　砂糖　片栗粉 米　ちりめんじゃこ　醤油 　　　　（小麦・乳・卵） ぶどうジュース　砂糖　 小麦粉　卵　砂糖　バター （小麦・乳・卵）

アガー BP　牛乳
炒り大豆　(幼児）

スティックきゅうり（乳児）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※バナナ ※牛乳 ※レーズン ※おせんべい ※メロン ※チーズ

25 2６（誕生会会食） 27 28 29 30
ご飯 カラフルおにぎり ご飯 　　なすび入り ご飯 きんぴらごはん

米40 米４0　梅干し５　のり　塩0.3 米４０ 　　　ミートスパゲティー 米40 米４０　牛ミンチ７　豚ミンチ３
冷コーン８　きゅうり８　人参８ スパゲティー２０（小麦） 人参５　こんにゃく１０　塩

シシカバブ　 ツナ缶５　マヨドレ５ 鶏の照り焼き 合挽ミンチ２０　玉葱20　 ひじきの千草焼 醤油２　油１　生姜0.3
牛ミンチ３５　豚ミンチ２０ すずきの一口フライ 鶏６０　砂糖１　みりん４ トマト２０　マッシュルーム8 ひじき１ 鶏ミンチ１０ 油0.5 砂糖0.5　酒２　出し昆布
玉葱２０　卵５　醤油１　酢２ すずき４０　強力粉３　 醤油２　酒４ なすび２０　トマト缶１５　油 卵３０　玉葱２０　砂糖0.3
油0.5　ケチャップ３　　塩 塩0.3　卵３　油　牛乳１ ケチャップ2　塩0.3　 ほうれん草10　醤油１　塩 千切大根の煮付け
カレー粉0.2　パン粉４　 パン粉６　ケチャップ３ ずいきとあげの煮付け 千切大根５　大豆５　人参８

ウスターソース２ ずいき４0　油揚げ７　人参８ ごぼうサラダ ごま酢和え 油揚げ７　砂糖１　みりん２
かぼちゃサラダ 砂糖0.5　醤油２　みりん１ ごぼう２０　冷コーン８ もやし５０　豆苗１０　塩 醤油２　塩0.2 酒１

かぼちゃ５0　きゅうり10 添え野菜 ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ 乾わかめ0.5　ごま２　
レーズン３　塩0.2　 きゅうり１５　プチトマト２０ マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 酢３　砂糖１　醤油２ 味噌汁
マヨドレ８　砂糖0.5 とうもろこし１０ 味噌汁 ごま２　塩0.2　 麩（小麦）１　乾わかめ0.３

かぼちゃ２５　玉葱１５　 味噌汁 味噌５　煮干　出し昆布
味噌汁 野菜スープ 味噌４　煮干　出し昆布 わかめともやしのスープ じゃが芋２５　玉葱１５　

豆腐２５　青葱３ 玉葱20 　人参１０　 乾わかめ0.3　もやし１５ 味噌５　煮干  出し昆布
味噌５　煮干　出し昆布 塩0.3　ブイヨン 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

みかんゼリー
みかんジュース　さくらんぼ　
砂糖　アガー

ピザトースト スコーン ヨーグルト かつおおにぎり みなづき マカロニ黄粉
食パン（小麦・乳）　玉葱 小麦粉　卵　レーズン　砂糖 （市販）　 米　かつお　醤油 小麦粉　くず粉　砂糖　　 マカロニ（小麦）　黄粉　
無添加ベーコン　ピーマン　 チーズ　BP　バター　牛乳 白玉粉　小豆　塩 砂糖
チーズ　 マヨドレ ケチャップ ビスケット

（市販）
牛乳 牛乳 　（小麦・乳・卵） チーズ 牛乳 牛乳

※バナナ ※おせんべい ※チーズ ※牛乳 ※メロン ※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。

  京都では、6月30日に『水無月（みなづき）』を食べる風習があります。 

水無月の上部になる小豆の色は、魔よけや厄払いの意味があり、三角の形は暑気 

を払う氷を表していると言われています。保育園のおやつにも取り入れています。  

おいしく食べて、暑い夏を元気に過ごしましょう。 

     

 ～食中毒予防は手洗いから～ 
                                       

 気温と湿度が上がると、食中毒が発生しやすくなります。 

予防の基本は、原因となる細菌を「つけない・増やさない・やっつける」です。 

まず大切なのは、「つけない」ための手洗いです。調理、食事前の手洗いは、石鹸

を使い指先、指の間、親指のまわり、手首、手のしわなど汚れの残りやすい部分は、 

特に念入りに洗いましょう。手づかみで食事をする乳児は、特に気をつけてあげて

下さいね。  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000097268.pdf

