
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6

ご飯 ご飯 ロールパン ご飯 ひじきご飯
米４０ 米４０ （小麦・卵・乳） 米４０ 米４０　乾ひじき0.8　人参６

ちりめんじゃこ２　油揚げ７
鶏の照り焼き 納豆のかき揚げ クリームシチュー さんまの塩焼き 油0.5　醤2　砂糖0.２　塩 運

鶏肉５０　砂糖１　みりん４ 納豆１５　ツナ７　さつま芋４０豚肉２５　じゃが芋３０　 さんま５０　塩0.３　油　 みりん１　酒１　出し昆布
醤油２　酒４ 小麦粉４　醤油２　卵５　油 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 醤油　酒

塩　片栗粉２ ピーマン4　牛乳８０　油 動
千切大根の煮付け カラーピーマン５　バター２ うの花の炒り煮 柳川もどき

千切大根５　大豆５　人参８ ごま酢和え 小麦粉２．５ おから13　人参5　干し椎茸1 豚肉１５　ごぼう８　酒２
油揚げ７　いんげん３ もやし５０　乾わかめ0.3　塩 青葱５　油揚げ５　 人参８　玉葱１５　砂糖1 会
砂糖1　みりん１ 豆苗８　人参５　ごま２　 大根サラダ こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ 高野豆腐５　卵２５　塩0.2
酒１　醤油２　塩0.2 酢３　砂糖１　醤油２ 大根５０　人参６　きゅうり８ 醤油２　みりん１ 三度豆３　醤油２　油

ごま２  冷コーン８ みりん２
味噌汁 マヨドレ６　塩0.5　砂糖0.3 　※持ち帰り給食

豆腐２５　青葱３ 清汁 清汁 パン＆ジュース
味噌４　煮干　出し昆布 麩（小麦）１　三つ葉３　 豆腐２５　三つ葉３　 味噌汁

出し昆布　醤油0.5　塩0.4 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 かぼちゃ２５　玉葱１５　
花かつお　 花かつお　 味噌４　煮干　出し昆布

ジャムサンド 豆乳もち 焼き芋 みかんゼリー おからドーナツ（市販）
食パン（小麦・乳） 豆乳　砂糖　片栗粉　黄粉 さつま芋 みかんジュース　みかん缶 　（小麦・卵・乳）
苺ジャム 砂糖　アガー

ゆで栗

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※バナナ ※レーズン ※梨 ※おせんべい

８（体育の日） 9 10 11 12 13
鮭ずし ご飯 きのこスパゲティ ご飯 きんぴらごはん

米４０　さけフレーク６ 米40 スパゲティ（小麦）３０ 米４０ 米４０　牛ミンチ７　人参５　
休 卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３ 無添加ベーコン１５ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　

絹さや２　砂糖３　出し昆布 和風ハンバーグ しめじ２０ 　エリンギ２０ さんまの竜田揚げ 絹さや２　生姜0.3　酒２
鶏ミンチ４５　　豚ミンチ１５ 醤油３　油　塩0.3 さんま４０　酒１　砂糖０．５ 砂糖0.5　醤油２　油１　

園 冷コーン６　ケチャップ３　 玉葱１５ みりん１　醤油２　片栗粉４ 塩　出し昆布
鶏と高野豆腐の 味噌1.5　油２　パン粉４　塩 油

炊き合わせ 玉葱１５　青葱５　醤油0.5 ごぼうサラダ もやしの甘酢和え
日 鶏３０　高野豆腐８　塩 ごぼう２０　冷コーン８ もやし50　人参５　きゅうり８ じゃが芋とツナの

人参２０　三度豆３　砂糖1.5 三色おかか和え ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ 油揚げ７　ごま２　砂糖1.5 　　　　　　炊き合わせ
酒２　醤油２　みりん１ 小松菜4５　人参１０ マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 酢３　塩0.1　醤油１ じゃが芋５０　三度豆３

しめじ１０　花かつお１ ごま２　塩0.2　 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
砂糖0.8　塩0.1　醤油2 醤油２　酒２　塩0.1

清汁 野菜のスープ 味噌汁 みりん0.8　
麩（小麦）１　三つ葉３　 玉葱１５　人参８　塩 かぼちゃ２５　玉葱１５　
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 味噌汁 パセリ１　ブイヨン 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁
花かつお　 大根２０　油揚げ７ 豆腐２５　乾わかめ0.3

味噌４　煮干　出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布

バナナケーキ かぼちゃボール 栗ご飯のおにぎり ヨーグルト マカロニ黄粉
小麦粉　砂糖　卵　バター かぼちゃ　砂糖　 米　もち米　栗　塩 （市販） マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖
バナナ コーンフレーク 出し昆布

炒り大豆　(幼児）
スティックきゅうり（乳児）

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※梨 ※かき ※牛乳 k ※チーズ

15 16 17 18 19（かぶとむし組弁当日） 20
ご飯 バケット ご飯 ご飯 ふわふわ丼 ご飯

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

鶏の照り焼き クリームシチュー 里芋といかの煮付 コロッケ 青葱７　砂糖１　醤油２　塩 五目どうふ
鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 豚肉２５　じゃが芋３０　 里芋５０　いか２０　砂糖１ じゃが芋５０　合挽ミンチ１５ 焼きのり0.5　片栗粉２　 豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５
醤油２　酒４ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 人参１０　酒３　煮干　 玉葱１５　人参８　卵２０ 酒１　みりん２ 人参１０　絹さや３

ピーマン4　牛乳８０　油 醤油２　みりん1　 強力粉５　塩0.3　牛乳５ 干椎茸１　油0.3
ピーマンソテー カラーピーマン５　バター２ パン粉８　油 醤油２　砂糖１　塩0.2

ピーマン１５　醤油1.５　 小麦粉２．５ 酢の物 千切大根の煮付け 片栗粉1.2　生姜
カラーピーマン１５ きゅうり４０　乾わかめ0.5 キャベツのごま和え 千切大根５　大豆５　人参８
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ キャロットサラダ ちりめんじゃこ２　酢３ キャベツ４０ 　人参５ 油揚げ７　砂糖1　みりん１ たたきごぼう

人参４０　缶パイン８　 砂糖1.5　醤油１　塩 きゅうり１０　ごま２ 酒１　醤油２　塩0.2 ごぼう３５　砂糖１　酢３
きゅうり１０　砂糖１　　 砂糖0.8　醤油２　塩 ごま２　醤油１　塩

春雨のコーンスープ 塩0.1　酢３　オリーブ油２
春雨５　ニラ３　ブイヨン 清汁 わかめともやしのスープ
冷コーン８　卵１５　醤油0.5 麩１（小麦）　卵１５　 味噌汁 味噌汁 乾わかめ0.3　もやし１５
塩0.４　 三つ葉３　塩0.4　醤油0.5　 豆腐２５　乾わかめ0.3 さつま芋２５　玉葱１５ 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

花かつお 出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布

梨 五平餅 さつま芋入りカップケーキ みかんゼリー 手作りクッキー 蒸し芋
米　もち米　味噌　はちみつ さつま芋　小麦粉　砂糖　 みかんジュース　みかん缶 小麦粉　砂糖　バター　牛乳 さつま芋

ビスケット（市販） 卵　バター　BP 砂糖　アガー Ｂ.Ｐ 
　（小麦・乳・卵） クラッカー（市販）

（小麦）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※おせんべい ※バナナ ※梨 ※チーズ

　平成３０年度　10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
22 23(幼児弁当日） 24 25(誕生日会会食） 26 27
ご飯 ハヤシライス ご飯 ロールパン ご飯 かやくうどん

米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　 米４０ 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　
人参１０　マッシュルーム１０ 干椎茸1　人参８　塩0.3

ひじきの千草焼 じゃが芋２５　ケチャップ５　 鮭の塩焼き かぼちゃグラタン👻 豆腐ハンバーグ 油揚げ８　青葱7　醤油3
ひじき0.5  鶏ミンチ１０ 油0.5 油１　ソース５　ブイヨン　 生鮭５０　塩 マカロニ（小麦）１２　 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 煮干　出し昆布 
卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 トマト３０　片栗粉１ かぼちゃ５０ 鶏肉３０ 玉葱２５　豆腐４０　　
ほうれん草10　醤油２　塩 砂糖0.5　塩0.2 ミックスチーズ８　牛乳５０ パン粉５　醤油２ じゃが芋とツナの
酒２　みりん１ ひじきと大豆の煮物 マッシュルーム８　玉葱２０ ケチャップ３　油　塩0.3 　　　　　　炊き合わせ

ひじき２　人参８　大豆３ 小麦粉３　バター２　塩0.5 じゃが芋５０　三度豆３
三色ごま和え マカロニサラダ 油揚げ５　三度豆３　砂糖１ じゃが芋のカレーきんぴら 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5

小松菜4５　人参１０ マカロニ１３(小麦）　人参５ 醤油２　みりん１　出し昆布 ゆで野菜 じゃが芋40　人参８　玉葱15 醤油２　酒２　塩0.1
しめじ１０　ごま２ きゅうり１０　　冷コーン８ 酒１　煮干 ブロッコリー２０　塩 ピーマン５　赤ピーマン３ みりん0.8　
砂糖0.8　塩0.1　醤油2 マヨドレ８　塩0.1　砂糖0.2 カレー粉0.1　塩0.2　油１

味噌汁 プチトマト 醤油１　砂糖0.3 みかん
味噌汁 かぼちゃ２５　玉葱１５　

麩１（小麦）　青葱３ 味噌４　煮干　出し昆布 わかめともやしのスープ
味噌４　煮干　出し昆布 グレープゼリー 乾わかめ0.3　もやし１５

ぶどうジュース　砂糖　 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
アガー

みたらし団子 チーズスティック ヨーグルト りんご 米粉のレーズン入り 菜めしおにぎり
団子粉　みりん　砂糖　醤油 強力粉　粉チーズ　砂糖 （市販） 　　　　　　蒸しパン 米　菜めしふりかけ
豆腐　片栗粉 塩　バター　ドライイースト きらず揚げ（市販） 米粉　ＢＰ　牛乳　油

炒り大豆　(幼児） （小麦） 黒糖　レーズン
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 ※バナナ ※チーズ ※レーズン ※おせんべい ※牛乳

29 30 31
きのこスパゲティ ご飯 鮭ずし

スパゲティ（小麦）３０ 米４０ 米４０　さけフレーク６
無添加ベーコン１５ 卵８　ごま1.2　塩0.5　酢３
しめじ２０ 　エリンギ２０ 里芋といかの煮付 絹さや２　砂糖３　出し昆布
醤油３　油　塩 里芋５０　いか２０　砂糖１
玉葱１５ 人参１０　酒３　煮干　

醤油２　みりん1　 鶏と高野豆腐の
さつま芋サラダ 炊き合わせ

さつま芋５０　きゅうり１０ 酢の物 鶏３０　高野豆腐８　塩
りんご８　レーズン３　塩0.3 きゅうり４０　乾わかめ0.5 人参２０　三度豆３　砂糖1.5
マヨドレ８　 ちりめんじゃこ２　酢３ 酒２　醤油２　みりん１

砂糖1.5　醤油１　塩

野菜スープ
玉葱15 人参１０　パセリ１ 清汁 味噌汁
塩0.3　ブイヨン 麩１（小麦）　卵１５　 大根２０　油揚げ７

三つ葉３　塩0.4　醤油0.5　 味噌４　煮干　出し昆布
花かつお 出し昆布 

手作り昆布おにぎり ピザトースト ハロウィンクッキー
米　昆布　花かつお 食パン（小麦・乳）　玉葱 小麦粉　砂糖　バター　牛乳
みりん　醤油 無添加ベーコン　ピーマン　 かぼちゃ　Ｂ.Ｐ

チーズ　 マヨドレ ケチャップ

チーズ 牛乳 牛乳

※牛乳 ※バナナ ※りんご

※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。

     

 いよいよ秋本番！！食欲の秋ともいわれるように各クラスから『おかわりください』の声がたくさん聞こえてきます。 

                                                 

 秋の魚と言えば、秋刀魚（サンマ）‼漢字のとおり秋を代表する魚の一つです。 

                                                  

     ・良質なたんぱく質や貧血を予防する鉄分 

     ・粘膜を強くするビタミンＡ 

     ・丈夫な骨に必要なカルシウムとその吸収を助けるビタミンＤ 

 

を多く含んでいて、ＤＨＡ・ＥＰＡといった不飽和脂肪酸も豊富。脳の働きを高め学習能力の向上が期待できるそうで

す。栄養がぎっしり詰まった旬のサンマを塩焼き・竜田揚げにして取り入れています。 

また、誕生会食には、かぼちゃを丸々使ったかぼちゃお化けグラタン、31日はハロウィンクッキーを予定しています。 

たくさんある秋のごちそうを楽しみたいですね。 

 


