
 平成３０年度 　  ９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
ひじきご飯

米４０　乾ひじき0.8　人参６
ちりめんじゃこ２　油揚げ７
油0.5　醤油2　砂糖0.２　塩
みりん１　酒１　出し昆布

かぼちゃのそぼろ煮
かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
玉葱１５　三度豆３
砂糖1　醤油2　みりん１
酒１　片栗粉３　煮干し

味噌汁
豆腐２５　乾わかめ0.3
味噌４　煮干　出し昆布

ジャムサンド
食パン（小麦・乳）
苺ジャム

牛乳

※チーズ

3 4 5 6 7 8
ご飯 ご飯 ふわふわ丼 　　なすび入り 枝豆ご飯 やきそば

米４０ 米４０ 米４０　豆腐４５　卵２０　 　　　ミートスパゲティー 米４０ 　枝豆１０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5 スパゲティー２０（小麦） 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

鶏の照り焼き 野菜のかき揚げ 青葱７　砂糖１　醤油２　塩 合挽ミンチ２０　玉葱20　 鮭の塩焼き 人参５　ピーマン５　ソース5
鶏６０　砂糖１　みりん４ 鶏ササミ２０　玉葱１５ 焼きのり0.5　片栗粉２　 トマト２０　マッシュルーム8 生鮭５０　塩 青のり0.1　花かつお
醤油２　酒４ 人参１０　かぼちゃ３０ 　油６ 酒１　みりん２ なすび２０　トマト缶１５　油

とうもろこし８ ケチャップ2　塩0.3　 たたききゅうり
小麦粉８　卵６　塩0.5 なすびの煮つけ きゅうり４０　ごま２　砂糖１

マカロニサラダ 酢の物 かぼちゃサラダ なすび５０　油揚げ５ 醤油１　酢３　塩　ごま油１
マカロニ１３(小麦）　人参５ ごま酢和え きゅうり２０　乾わかめ0.5 南瓜５0　きゅうり10 みりん２　砂糖１　醤油２
きゅうり１０　　砂糖0.2 もやし５０　乾わかめ0.5　塩 春雨３　酢３　醤油１ レーズン３　塩0.2　
マヨドレ８　塩0.1　 豆苗８　ごま２　 砂糖1.5　塩0.1 マヨドレ８　砂糖0.5 オクラのスープ

酢３　砂糖１　醤油２ 清汁 オクラ１０　冬瓜１５　
味噌汁 味噌汁 そうめん30　三つ葉３　塩0.4 ブイヨン　塩0.4　醤油0.5

かぼちゃ２５　玉葱１５ 玉葱１５　油揚げ５ わかめと卵のスープ 醤油0.5　出し昆布　
味噌５　　出し昆布　煮干 味噌汁 味噌４　煮干　出し昆布 乾わかめ0.3　卵１５ 花かつお

豆腐２５　青葱３ 塩0.4　ブイヨン　醤油１
味噌４　煮干　出し昆布

おからドーナツ（市販） グレープゼリー かぼちゃボール 二色おはぎ 黒糖わらびもち ゆかりおにぎり
　（小麦・卵・乳） ぶどうジュース　砂糖　 かぼちゃ　砂糖　 もち米　黄粉　砂糖　小豆 わらびもち粉　砂糖　黄粉　 米　ゆかり

アガー コーンフレーク 米　塩 黒糖
カリカリトースト

食パン(小麦）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳　 チーズ

※チーズ ※レーズン ※梨 ※チーズ ※バナナ ※牛乳

10 11 12 13 14 15
ご飯 ロールパン カレーライス ご飯 ご飯 きんぴらごはん

米４０ 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米４０　牛ミンチ２０　玉葱50 米４０ 米４０ 米４０　牛ミンチ７　豚ミンチ３
なすび２０　かぼちゃ２０ 人参５　こんにゃく１０　塩

鯖の塩焼き トマトシチュー ピーマン５　赤ピーマン４ 豆腐ハンバーグ かぼちゃコロッケ 醤油２　油１　生姜0.3
鯖４０　塩0.3 牛肉２５　じゃが芋３５　油１ カレールゥ５　　醤油0.5 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 合挽ミンチ１５　玉葱１５ 砂糖0.5　酒２　出し昆布

玉葱５０　トマト５０　砂糖0.5 油３　塩 玉葱２５　豆腐４０　　 かぼちゃ５０ パン粉５
小麦粉３　バター2.5 パン粉５　醤油２ じゃが芋１５　強力粉５

千切大根の煮付け ソース２　パセリ１　塩0.3 ケチャップ３　油　塩0.3 卵５　塩0.3　油　 牛乳 じゃが芋とツナの
千切大根５　大豆５　人参８ ケチャップ５　ブイヨン 　　　　　　炊き合わせ
油揚げ７　いんげん３ キャロットサラダ じゃが芋のきんぴら ごま酢和え じゃが芋５０　三度豆３
砂糖1　みりん１ 人参４０　缶パイン８　 じゃが芋２８　人参８　玉葱15 もやし５０　乾わかめ0.5　塩 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
酒１　醤油２　塩0.2 シルバーサラダ きゅうり１０　砂糖１　　 ピーマン５　赤ピーマン３ 人参10　ごま２　 醤油２　　酒２　塩0.1

春雨５　人参５　きゅうり８ 塩0.1　酢３　オリーブ油２ 塩0.2　油１　醤油１　砂糖0.3 酢３　砂糖１　醤油２ みりん0.8　
味噌汁 マヨネーズ８　塩0.3　酢１

じゃが芋２５　玉葱１５　 ツナ缶８　卵１５　砂糖0.3　 清汁 味噌汁
味噌５　煮干　出し昆布 味噌汁 豆腐２５　三つ葉３　 乾わかめ0.5　玉葱１５　

麩（小麦）１　青葱３ 出し昆布　醤油0.5　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

ヨーグルト かつおおにぎり みかんゼリー マカロニ黄粉 梨 ジャムサンド
（市販） 米　かつお　醤油 みかんジュース　みかん缶 マカロニ（小麦）　黄粉　 食パン（小麦・乳）

砂糖　アガー 砂糖 クラッカー（市販） 苺ジャム
ビスケット（市販） 炒り小魚 炒り大豆　(幼児） （小麦）

　（小麦・乳・卵） スティックきゅうり（乳児）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※おせんべい ※バナナ ※レーズン ※チーズ



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
17 18 19 20 21 22

ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 冷やしうどん
米４０ 米４０ （小麦） 米４０ 干しうどん３０（小麦）　塩0.3

休 青葱３　卵８　焼きのり0.7
松風焼き 納豆のかき揚げ ミネストローネ 鮭の磯辺焼き 干し椎茸１　出し昆布

鶏ミンチ３５　玉葱１５ 納豆１５　ツナ７　さつま芋４０牛ミンチ１５　じゃが芋２０ 生鮭５０　酒２　みりん２　 煮干　醤油２　みりん２　酒１
園 牛蒡１０　パン粉３ 小麦粉４　醤油２　卵５　油 玉葱３０　人参１５　トマト２０ 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2

味噌1.5　ごま１　酒１　塩0.１ 塩　片栗粉２ マカロニ（小麦）６　パセリ0.5 柳川もどき
砂糖0.5　みりん１ ピーマン５　トマト缶２０　油　　 ひじきと大豆の煮物 豚肉１５　ごぼう８　酒２

日 油0.2　醤油1 ごま酢和え ブイヨン　塩0.3 ひじき２　人参８　大豆３ 人参８　玉葱１５　砂糖1
もやし５０　乾わかめ0.5　塩 油揚げ５　三度豆３　砂糖１ 高野豆腐５　卵２５　塩0.2

ピーマンソテー 豆苗８　人参５　ごま２　 ごぼうサラダ 醤油２　みりん１　出し昆布 三度豆３　醤油２　油
ピーマン１５　醤油1.５　 酢３　砂糖１　醤油２ ごぼう２０　冷コーン８ 酒１　煮干 みりん２
カラーピーマン１５ ちりめんじゃこ２　きゅうり１０
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 味噌汁 トマト

味噌汁 ごま２　塩0.2　 さつま芋２５　玉葱１５
清汁 豆腐２５　青葱３ 味噌４　煮干　出し昆布

麩（小麦）１　三つ葉３　 味噌４　煮干　出し昆布
出し昆布　醤油0.5　塩0.4
花かつお

ミルクパン（市販） グレープゼリー 二色おはぎ みたらし団子 じゃこおにぎり
　（小麦・卵・乳） ぶどうジュース　砂糖　 もち米　黄粉　砂糖　小豆 団子粉　みりん　砂糖　醤油 米　ちりめんじゃこ　塩

アガー 米　塩 豆腐　片栗粉
炒り大豆　(幼児）

スティックきゅうり（乳児）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ

※チーズ ※おせんべい ※バナナ ※レーズン ※牛乳

24 25 26 27(幼児弁当日） 28（誕生日会会食） 29
ご飯 ハヤシライス ご飯 アンパンマンピラフ ご飯

米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　 米４０ 米４５　玉葱２０　油　塩0.3 米４０
休 人参１０　マッシュルーム１０ ケチャップ４　カットトマト５

マーボー茄子 じゃが芋２５　ケチャップ５　 豆腐ハンバーグ ウインナー4　レーズン２ 五目どうふ
なすび５０　豚ミンチ１２ 油１　ソース５　ブイヨン　 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ プチトマト１０　ひじき 豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５

園 ピーマン５　人参１０　醤油２ トマト３０　片栗粉１ 玉葱２５　豆腐４０　　 チキンカツ 人参１０　絹さや３
砂糖1　みりん１　片栗粉２ 砂糖0.5　塩0.2 パン粉５　醤油２ 鶏むね肉６０　塩0.3　油５ 干椎茸１　油0.3
玉葱10　生姜　赤味噌１　油 ケチャップ３　油　塩0.3 卵３　強力粉３　パン粉５ 醤油２　砂糖１　塩0.2

日 マカロニサラダ 牛乳５　ケチャップ３ 片栗粉1.2　生姜
春雨の中華サラダ マカロニ１３(小麦） じゃが芋のカレーきんぴら ウスターソース２

春雨５　きゅうり１２　ごま２ きゅうり１０　　砂糖0.2 じゃが芋２８　人参８　玉葱15 添え野菜 たたきごぼう
無添加ハム５　醤油１　酢３ 冷コーン５　マヨドレ８　塩0.1　ピーマン５　赤ピーマン３ きゅうり２０　トマト２０ ごぼう３５　砂糖１　酢３
砂糖0.5　ごま油２　塩0.3 カレー粉0.1　塩0.2　油１ サラダ菜３ ごま２　醤油１　塩

醤油１　砂糖0.3 野菜のスープ
玉葱１５　人参８　塩 味噌汁

わかめと卵のスープ 味噌汁 パセリ１　ブイヨン じゃが芋２５　玉葱１５　
乾わかめ0.3　卵１５ 麩（小麦）１　乾わかめ0.3 味噌５　煮干　出し昆布
塩0.4　ブイヨン　醤油１ 味噌４　煮干　出し昆布 梨

スイートポテト チーズスティック ミルクもち ヨーグルト マカロニ黄粉
さつま芋　砂糖　生クリーム 強力粉　粉チーズ　砂糖 牛乳　砂糖　片栗粉　黄粉 （市販） マカロニ（小麦）　黄粉　
バター 塩　バター　ドライイースト 砂糖

クラッカー（市販）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※梨 ※おせんべい ※レーズン ※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。

 食欲の秋‼梨・ぶどう・栗・さつま芋・きのこ・さんま・鮭など店頭に少しずつ秋の食材が出回ってきました。 

季節が少しずつ進み、献立にも少しずつ秋の食材を取り入れていっています。 
                                                                                                                                                       

 旬の食材は、おいしさや栄養価の面だけではなく、私達の身体のリズムと密接に関係しています。 

   ☆春の野菜…新陳代謝を活発にして元気な身体へと回復させてくれます。 

   ☆夏の野菜…身体を冷やす効果や暑さで失われたビタミンを補給してくれます。 

   ☆秋の野菜…冬に備えて脂肪の多い木の実や魚が出回り、胃腸の調子を整えてくれます。 

   ☆冬の野菜…根菜類が豊富になり身体を温めてくれます。  

                                                      

 その時期に身体が欲する食材でもあり全身でおいしいと感じることができ、季節に対応した身体作りにもつ 

ながります。栽培方法により年中出回っている食材もありますが、旬の時期が1番栄養価が高まります。 

給食を通して、子ども達に旬の食材を伝えていきたいと思っています。 

 


