
 平成３０年度 　 ８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（幼児弁当日） 2 3 4
ご飯 ロールパン ご飯 ふわふわ丼

米４０ 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米４０ 米４０　豆腐４５　卵２０　
鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5

鶏の照り焼き ポークビーンズ あじフライ 青葱７　砂糖１　醤油２　塩
鶏６０　砂糖１　みりん４ 豚肉１５　大豆５　玉葱２５ あじ４０　強力粉３　 焼きのり0.5　片栗粉２　
醤油２　酒４ じゃが芋３０　ミックスビーンズ３塩0.3　卵３　油　牛乳１ 酒１　みりん２

ホールトマト１０　砂糖0.5 パン粉８　ケチャップ３
もやしの甘酢和え ケチャップ５　醤油１ ウスターソース２

もやし３５　人参５　きゅうり８ 塩0.1　ブイヨン ごぼうの土佐煮
油揚げ７　ごま２　砂糖1 冬瓜のサラダ ごぼう４０　砂糖0.8　油
酢３　塩0.1　醤油２ 冬瓜55　 とうもろこし８ 人参１０　花かつを１

パンプキンスープ トマト20　オリーブ油２ 醤油２　みりん１　酒0.2
味噌汁 南瓜６０　玉葱２５　牛乳８０ ちりめんじゃこ１　大葉１

豆腐２５　乾わかめ0.3 バター３　生クリーム３ 酢２　砂糖0.5　醤油１ 味噌汁
味噌４　煮干　出し昆布 ブイヨン０．３　塩0.5 麩（小麦）１　乾わかめ0.３

オクラのスープ 味噌４　煮干　出し昆布
人参１０　オクラ１0
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

チューペット（氷菓・幼児） 梅干しおにぎり フルーツゼリー 手作りクッキー
ミニカップゼリー（市販・乳児）米　梅干し みかん缶　パイン缶　桃缶 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

砂糖　アガー Ｂ.Ｐ 
ビスケット（市販）

　（小麦・乳・卵） ゆでとうもろこし
牛乳 牛乳　 牛乳

※プルーン ※牛乳 ※バナナ ※チーズ

6 7 8 9 10 11
ご飯 冷やし中華 ハヤシライス ご飯 梅じそご飯

米４０ 生中華麺（小麦）３０ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　 米４０ 米４0　梅干し３　出し昆布
きゅうり８　トマト２０　ブイヨン 人参１０　マッシュルーム１０ ごま２　青じそ１　塩0.3

鮭の塩焼き 無添加ハム１０　　もやし15 じゃが芋２５　ケチャップ５　 豚肉のしょうが焼き ちりめんじゃこ２
鮭５０　塩0.３　油　醤油　酒 酢３　醤油６　砂糖３ 油１　ソース５　ブイヨン　 豚肉５０　　酒２　　生姜１

ごま油0.8　出し昆布 トマト３０　片栗粉１ 砂糖１　みりん２　醤油２ ササミとなすびのサラダ 休
砂糖0.5　塩0.2 ササミ１０　酢３　酒１　

ごま酢和え 鶏のから揚げ サラダ菜 なすび４０　きゅうり１０
もやし５０　豆苗１０　塩 鶏６０　片栗粉５　砂糖0.3 マカロニサラダ 砂糖0.8　醤油１ 　ごま２ 園
人参５　ごま２　 酒４　醤油２　みりん３　油 マカロニ１３(小麦）　人参５ オリーブ油２　塩0.3
酢３　砂糖１　醤油２ 生姜 きゅうり１０　　砂糖0.2 ずいきとあげの煮付け

マヨドレ８　塩0.1　 ずいき４0　油揚げ７　人参８ 日
添え野菜 砂糖0.5　醤油２　みりん１ 味噌汁

味噌汁 サラダ菜２０ かぼちゃ２５　玉葱１５　
豆腐２５　乾わかめ0.3 清汁 味噌５　煮干  出し昆布
味噌４　煮干　出し昆布 すいか そうめん10　青葱３

出し昆布　醤油0.2　 塩0.3

ミルクパン（市販） ゆかりおにぎり 黒糖わらびもち フライドポテト アイスケーキ
（小麦・卵・乳） 米　ゆかり わらびもち粉　砂糖　黄粉　 じゃが芋　塩　油 生クリーム　ビスケット（小麦）

黒糖 苺ジャム　
ゆで枝豆

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※牛乳 ※チーズ ※レーズン ※バナナ

13 14 15 16 17 18
ツナピラフ カレーライス ご飯 やきそば ご飯 ひじきご飯

米４0 　人参８　玉葱１０ 米４０　牛ミンチ２０　玉葱50 米40 中華麺（小麦）３０　豚肉１５ 米４０ 米４０　乾ひじき0.8　人参６
三度豆３　ツナ８　塩0.3　 なすび２０　かぼちゃ２０ 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3 ちりめんじゃこ２　油揚げ７
酒0.3　バター0.3　出し昆布 ピーマン５　赤ピーマン４ 肉じゃが 人参５　ピーマン５　ソース５　 松風焼き 油0.5　醤油2　砂糖0.２　塩
油１　ブイヨン カレールゥ５　　醤油0.5 牛肉２０　じゃが芋５０ 青のり0.1　花かつお 鶏ミンチ３５　玉葱１５ みりん１　酒１　出し昆布

油３　塩 玉葱２５　人参１２　三度豆３ 牛蒡１０　パン粉３
砂糖１　醤油２　油0.5 たたききゅうり 味噌1.5　ごま１　酒１　塩 かぼちゃのそぼろ煮

かぼちゃサラダ 酒２　みりん２ きゅうり４０　ごま２　砂糖１ 砂糖0.5　みりん１ かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
南瓜５0　きゅうり10 スパゲティーサラダ 醤油１　酢３　塩　ごま油１ 油0.2　醤油1 玉葱１５　三度豆３
レーズン３　塩0.2　 スパゲティー（小麦）１０ 砂糖1　醤油2　みりん１
マヨドレ８　砂糖0.5 無添加ハム５　きゅうり１０ トマト もやしの甘酢和え 酒１　片栗粉３　煮干し

人参５　マヨドレ５　塩0.3 味噌汁 もやし３５　人参５　きゅうり８
なすび１５　油揚げ7 オクラのスープ 油揚げ７　ごま２　砂糖1

わかめと玉葱のスープ 味噌４　煮干　出し昆布 オクラ１０　冬瓜１５　 酢３　塩0.1　醤油２ 味噌汁
乾わかめ0.3　玉葱１５ ブイヨン　塩0.4　醤油0.5 豆腐２５　乾わかめ0.3
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 味噌汁 味噌４　煮干　出し昆布

麩（小麦）１　青葱３
味噌４　煮干　出し昆布

ヨーグルト チューペット（氷菓・幼児） ジャムサンド 梅干しおにぎり ミルクもち マカロニ黄粉
（市販） ミニカップゼリー（市販・乳児）食パン（小麦・乳） 米　梅干し　塩 牛乳　黄粉　砂糖　片栗粉 マカロニ（小麦）　黄粉　

苺ジャム 砂糖
きらず揚げ（市販） おせんべい（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳　 チーズ 牛乳　 牛乳

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



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
20 21 22 23 24 25
ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 ご飯 冷やしうどん

米４０ 米４０ （小麦） 米４０　 米４０ 干しうどん３０（小麦）　塩0.3
青葱３　卵８　焼きのり0.7

五目どうふ 鶏むね肉の南蛮漬 なすとひき肉のグラタン 豚肉の梅味噌焼き あじフライ 干し椎茸１　出し昆布
豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５ 鶏むね肉２５　かぼちゃ２５ なすび３０　合挽きミンチ２０ 豚肉５０　白味噌１　酒1.2 あじ４０　強力粉３　 煮干　醤油２　みりん２　酒１
人参１０　絹さや３ 玉葱２５　ピーマン５　塩0.3 トマト２０　玉葱１０ 砂糖１　みりん１　醤油２ 塩0.3　卵３　油　牛乳１
干椎茸１　油0.3 なすび２０　赤ピーマン５ 小麦粉２　ミックスチーズ５ 油0.5　梅干５ パン粉８　ケチャップ３ 柳川もどき
醤油２　砂糖１　塩0.2 醤油２　酢　片栗粉３ ケチャップ５　油0.6　塩0.2 ウスターソース２ 豚肉１５　ごぼう８　酒２
片栗粉1.2　生姜 砂糖１　油５　出し昆布　 牛乳30　バター２ 酢の物 人参８　玉葱１５　砂糖1

きゅうり２０　乾わかめ0.5 冬瓜のサラダ 高野豆腐５　卵２５　塩0.2
たたきごぼう スティックきゅうり 春雨３　　人参５　酢３ 冬瓜55　 とうもろこし８ 三度豆３　醤油２　油

ごぼう３５　ごま２　砂糖１ オクラのスープ きゅうり 砂糖1.5　醤油１　塩 トマト20　オリーブ油２ みりん２
醤油１　酢３　塩 人参１０　オクラ１0 ちりめんじゃこ１　大葉１

塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 パンプキンスープ 清汁 酢２　砂糖0.5　醤油１ トマト
味噌汁 南瓜６０　玉葱２５　牛乳８０ そうめん10　青葱３

麩（小麦）１　乾わかめ0.3 バター３　生クリーム３ 出し昆布　醤油0.2　 塩0.3 豆苗と卵のスープ
味噌５　煮干  出し昆布 ブイヨン０．３　塩0.5 豆苗３　卵１５

塩0.4　ブイヨン　醤油１

すいか じゃが芋のバター焼き のりおにぎり 黒糖わらびもち チューペット（氷菓・幼児） じゃこおにぎり
じゃが芋　塩　バター 米　塩　のり わらびもち粉　砂糖　黄粉　 ミニカップゼリー（市販・乳児）米　ちりめんじゃこ　塩

堅焼きせんべい（幼児） 黒糖
おせんべい（乳児） ゆで枝豆 ビスケット（市販）

　（小麦・乳・卵）

牛乳 牛乳　 牛乳 牛乳 チーズ

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

27 28 29 30（誕生日会会食） 31
ご飯 梅じそご飯 ご飯 カレーライス 冷やし中華

米４０ 米４0　梅干し３　出し昆布 米４０ 米４０　牛ミンチ２０　玉葱50 生中華麺（小麦）３０
ごま２　青じそ１　塩0.3 なすび２０　かぼちゃ２０ きゅうり８　トマト２０　ブイヨン

鰆の照り焼き ちりめんじゃこ２ 松風焼き ピーマン５　赤ピーマン４ 無添加ハム１０　　もやし15
鰆５０　砂糖１　みりん４ 鶏ミンチ３５　玉葱１５ カレールゥ５　　醤油0.5 酢３　醤油６　砂糖３
醤油２　酒４ 冬瓜のくず煮 牛蒡１０　パン粉３ 油３　塩 ごま油0.8　出し昆布

冬瓜60　人参10　鶏ミンチ10 味噌1.5　ごま１　酒１　塩
切干大根の酢の物 三度豆３　砂糖１　みりん１ 砂糖0.5　みりん１ スパゲティーサラダ 鶏のから揚げ

切干大根５　人参３ 酒１　醤油２　塩　生姜 油0.2　醤油1 スパゲティー（小麦）１０ 鶏６０　片栗粉５　砂糖0.3
きゅうり10　　酢２ 片栗粉１ 無添加ハム５　きゅうり１０ 酒４　醤油２　みりん３　油
塩0.1　砂糖1　醤油２ ごま酢和え 人参５　マヨドレ５　塩0.3 生姜

味噌汁 もやし５０　豆苗１０　塩
味噌汁 麩（小麦）１　乾わかめ0.3 人参５　ごま２　 添え野菜

かぼちゃ２５　玉葱１５　 味噌４　煮干　出し昆布 酢３　砂糖１　醤油２ フルーツゼリー サラダ菜２０
味噌５　煮干  出し昆布 みかん缶　パイン缶　桃缶

清汁 砂糖　アガー すいか
豆腐２５　　三つ葉３　
出し昆布　醤油0.5　塩0.4
花かつお

ヨーグルト 豆乳もち 手作りクッキー アイスケーキ かつおおにぎり
（市販） 豆乳　黄粉　砂糖　片栗粉 小麦粉　砂糖　バター　牛乳 生クリーム　ビスケット（小麦）米　花かつお　 醤油

Ｂ.Ｐ 苺ジャム　
きらず揚げ（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳　 牛乳　 チーズ

※チーズ ※ビスケット ※バナナ ※おせんべい ※牛乳
（小麦・乳・卵）

※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。

旬の食材  ‟冬瓜（とうがん）” 
 

 夏に収穫してそのまま常温で2～３ヶ月は保存できることから、‟冬までもつ瓜”『冬瓜』と

名付けられたそうです。水分を多く含みビタミンCが豊富です。 

カットした冬瓜を保存する場合は、中心のワタの部分から傷み始めるので、種とワタの部分を

取り除いて冷蔵庫で保存し、あく抜きのため下茹でをしてから使います。 

すぐに柔らかくなるので、湯がき過ぎに注意しましょう。 

 

 園では、サラダや煮物・スープのうきみなどに使用しています。湯がくと半透明になるので、

カラフルなトマトやとうもろこし・大葉などと一緒に和えると彩りサラダになり、淡白な味な

のでお肉や魚介類などと一緒に煮ると味がしみ込みおいしくなります。 

柔らかいため離乳食からも使え、食べやすいのでお家でも使ってみてくださいね。 

 


