
　　　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
ご飯 カレーライス

米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱４0
人参１５　じゃが芋３０

肉じゃが ピーマン５　赤ピーマン４
牛肉２０　じゃが芋５０ カレールゥ８　　カレー粉
玉葱２５　人参１２　三度豆３ 油３　塩　醬油 休
砂糖１　醤油２　油0.5
酒２　みりん２

ブロッコリーサラダ 園
ブロッコリー５０　塩0.2

清汁 冷コーン８　醤油１　
豆腐２５　三つ葉３　 人参５　砂糖0.3　マヨドレ８ 日
出し昆布　醤油0.5　塩0.4
花かつお　

ヨーグルト ミルクパン（市販）
（市販） （小麦・卵・乳）

きらずあげ（市販）
（小麦）

牛乳

※牛乳 ※みかん

5 6 7 ８(幼児弁当日） 9 10
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 カリカリトースト きんぴらごはん

米４０ 米４０ 米４０ 米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０　牛ミンチ７　人参５　
豚ミンチ３　こんにゃく１０　

鮭の塩焼き チキンカツ 鶏の照り焼き 豆腐ハンバーグ きのこクリームシチュー 絹さや２　生姜0.3　酒２
鮭５０　塩0.4　酒１　油0.2 鶏むね肉４０　卵５　塩0.3 鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 豚肉２０　しめじ１０　玉葱２５ 砂糖0.5　醤油２　油１　
醤油0.3 小麦粉３　パン粉８　油 醤油２　酒４ 玉葱２５　豆腐４０　　 マッシュルーム８　人参１０ 塩　出し昆布

ケチャップ３　 パン粉5　　醤油２ エリンギ１０　じゃが芋２８　
うの花の炒り煮 ウスターソース２ もやしの甘酢和え ケチャップ３　油　塩0.3 チンゲン菜１０　小麦粉３ 千切大根の煮付け

おから13　人参5　干し椎茸1 もやし５０　人参５　 バター2.5　牛乳８０　塩０．３ 千切大根５　大豆５　人参８
青葱５　油揚げ５　煮干 コールスローサラダ 豆苗８　ごま２　砂糖1.5 ゆでブロッコリー 油揚げ７　いんげん３
こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ キャベツ４０　冷コーン８ 酢３　塩0.1　醤油１ ブロッコリー２０　塩 砂糖1　みりん１
醤油２　みりん１ マヨドレ８ 砂糖0.5　塩0.3　 レーズンサラダ 酒１　醤油２　塩0.2

粉ふき芋 キャベツ２０　きゅうり１０
味噌汁 味噌汁 じゃが芋30  塩0.3 レーズン３　レタス１５ 味噌汁

さつま芋２５　玉葱１５ 野菜のスープ 豆腐２５　乾わかめ0.3 みかん缶１０　オリーブ油２ かぼちゃ２５　玉葱１５　
味噌４　煮干　出し昆布 玉葱１５　人参８　塩 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁 酢２　砂糖0.5　塩0.3 味噌４　煮干　出し昆布

パセリ１　ブイヨン 白菜２０　油揚げ７
味噌４　煮干　出し昆布

バナナケーキ 焼き芋 マカロニ黄粉 大文字カップケーキ 五平餅 ジャムサンド
小麦粉　砂糖　卵　バター さつま芋 マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖 小麦粉　砂糖　卵 米　もち米　味噌　はちみつ 食パン（小麦・乳）
バナナ バター　BP 　チョコペン 苺ジャム

プルーン

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※チーズ ※レーズン ※おせんべい ※みかん ※バナナ ※チーズ

12 １３（誕生会会食） 14 15 16 17
ご飯 ハンバーガー ふわふわ丼 ご飯 ご飯 かやくうどん

米４０ バーガー用パン （小麦・乳） 米４０　豆腐５0　卵２０　 米４０ 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　
牛ミンチ３０　豚ミンチ２０ 鶏ミンチ１５　人参１０　油0.5 干椎茸1　人参８　塩0.3

さつま芋のかき揚げ 玉葱３０　ケチャップ３ 青葱７　砂糖１　醤油２　塩 ひじきの千草焼 鯖の塩焼き 油揚げ８　青葱7　醤油2
さつま芋５０　ささみ２０ レタス８　塩0.3　パン粉３　 焼きのり0.5　片栗粉２　 ひじき0.5  鶏ミンチ１０ 油0.5 鯖５０　塩0.3　酒２　　 煮干　出し昆布 
人参１０　玉葱１５　小麦粉７ マヨドレ３　牛乳５ 酒１　みりん２ 卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 醤油0.2　油0.2
醤油２　塩0.2　卵５　油 ほうれん草５　醤油２　塩
片栗粉１　 ゆでブロッコリー 納豆和え 人参５　酒２　みりん１ 三色ごま和え かぼちゃのそぼろ煮

ブロッコリー３０　塩 ほうれん草３５　もやし３５ 小松菜4５　人参１０ かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
白菜の煮びたし プチトマト 納豆８　砂糖0.8　醤油２ 小芋のにっころがし しめじ１０　ごま２ 玉葱１５　三度豆３

白菜５０　人参１０ フライドポテト 小芋５０　砂糖１　醤油２ 砂糖0.8　塩0.1　醤油2 砂糖1　醤油2　みりん１
油揚げ７　酒１　みりん１ じゃが芋40　塩0.3　油 みりん２　酒２ 酒１　片栗粉３　煮干し
醤油２　出し昆布　煮干 清汁

野菜スープ 麩（小麦）１　三つ葉３　 味噌汁 味噌汁
味噌汁 白菜１５　人参１０　大根葉 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 大根２０　油揚げ７ さつま芋２５　玉葱１５

豆腐２５　青葱３ 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン 花かつお　 味噌４　煮干　出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布 みかん
味噌４　煮干　出し昆布

みかん

豆乳もち グレープゼリー さつま芋のコーンカップ ピザトースト おからドーナツ（市販） 梅干しおにぎり
豆乳　砂糖　片栗粉　黄粉 ぶどうジュース　砂糖　 さつま芋　砂糖　バター 食パン（小麦・乳）　玉葱 　（小麦・卵・乳） 米　梅干し

アガー コーンカップ（小麦・大豆） 無添加ベーコン　ピーマン　
ビスケット（市販） チーズ　 マヨドレ ケチャップ

　（小麦・乳・卵）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ

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

平成３０年度　１１月　献　立　表



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
19 20 21 22 23 24
ご飯 さつま芋ご飯 ホットドック カレーライス ご飯

米４０ 米３５　さつま芋２５ 　　　　　　（幼児・みつばち）米４０　牛肉25　玉葱４0 米４０　
もち米１０　塩0.3　出し昆布 ホットドックパン（小麦・卵・乳）人参１５　じゃが芋３０

コロッケ ウインナー３０　キャベツ３０ ピーマン５　赤ピーマン４ 肉じゃが
じゃが芋５０　合挽ミンチ１５ 豚肉の梅味噌焼き カレー粉0.3　ケチャップ３　塩カレールゥ５　　カレー粉 休 牛肉２０　じゃが芋５０
玉葱１５　人参８　卵２０ 豚肉５０　白味噌１　酒1.2 ハムサンド ブイヨン　油３　塩 玉葱２５　人参１２　三度豆３
強力粉５　塩0.3　牛乳５ 砂糖１　みりん１　醤油２ 　　　（あり・てんとうむし） 砂糖１　醤油２　油0.5
パン粉８　油 油0.5　梅干５ 食パン４０（小麦・乳） 園 酒２　みりん２

無添加ハム４　きゅうり３　 ほうれん草とキャベツの
コールスローサラダ マヨドレ５ サラダ

キャベツ４０　冷コーン８ ごぼうの土佐煮 レタスとツナのごま酢あえほうれん草３０　キャベツ２０ 日 味噌汁
人参５　マヨドレ３ ごぼう３０　砂糖0.8　油 レタス２０　もやし４０　わかめ0.5冷コーン１０　醤油２ 白菜２０　油揚げ７
砂糖0.5　塩0.3　 人参１０　花かつを１ ツナ５　ごま2.5　醤油２ 酢２　塩0.1　砂糖0.2 味噌４　煮干　出し昆布

醤油２　みりん１　酒0.2 砂糖1.2　酢３ オリーブ油２
味噌汁 ポテトクリームスープ

豆腐２５　青葱３ 味噌汁 じゃが芋５０　玉葱３０　 みかん
味噌４　煮干　出し昆布 玉葱１５　油揚げ５ パセリ１　牛乳８０　バター１

味噌４　煮干　出し昆布 生クリーム４ 　塩0.4
ブイヨン

ヨーグルト レーズン蒸しパン 五平餅 チーズスティック 蒸し芋
（市販） 小麦粉　BP 　砂糖 　 米　もち米　味噌　はちみつ 強力粉　粉チーズ　砂糖 さつま芋

レーズン　卵　牛乳　油 塩　バター　ドライイースト
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

※りんご ※バナナ ※牛乳 ※おせんべい ※チーズ

26 27 28 29 30
ご飯 カリカリトースト ご飯 鶏ごぼうご飯 ご飯

米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０ 米４０　鶏肉１５　ごぼう５ 米４０
干し椎茸１　人参５　油揚げ5

白身魚の野菜あんかけ クリームシチュー じゃが芋とツナの 絹さや３　醤油２　出し昆布 鶏の照り焼き
白身魚５０　玉葱１５　もやし２０豚肉２５　じゃが芋３０　 　　　　　　炊き合わせ みりん２　酒１ 鶏肉６０　砂糖１　みりん４
人参１０ 三度豆３　砂糖１ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン じゃが芋５０　三度豆３ 醤油２　酒４
醤油２　みりん２　酒２ ピーマン4　牛乳８０　油 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5 白和え
片栗粉１ 人参２０　バター２ 醤油２　　酒２　塩0.1 ほうれん草２５　人参８ ごま酢和え

小麦粉２．５ みりん0.8　 豆腐３０　こんにゃく１０　 もやし５０　豆苗８　
かぼちゃの甘煮 白味噌５　砂糖１　醤油１ 豆苗８　人参５　ごま２　

かぼちゃ５０　砂糖１ レーズンサラダ とん汁 みりん１　酒１　ごま２ 酢３　砂糖１　醤油２
みりん１　醤油２ キャベツ２０　きゅうり１０ 豚肉２０　人参１０　大根２０

レーズン３　レタス１５ ごぼう８　油揚げ５　大根葉５
みかん缶１０　オリーブ油２ こんにゃく５ 味噌汁 味噌汁

味噌汁 酢２　砂糖0.5　塩0.3 味噌７　煮干　出し昆布 さつま芋２５　玉葱１５ 豆腐２５　乾わかめ0.3
しめじ１５　油揚げ５ 味噌４　煮干　出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布
味噌４　煮干　出し昆布 りんご

さつま芋入りカップケーキ みかんゼリー みたらし団子 かぼちゃボール ミルクパン（市販）
さつま芋　小麦粉　砂糖　 みかんジュース　みかん缶 団子粉　みりん　砂糖　醤油 かぼちゃ　砂糖　 （小麦・卵・乳）
卵　バター　BP 砂糖　アガー 豆腐　片栗粉 コーンフレーク

クラッカー（市販）
（小麦）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※みかん ※りんご ※チーズ ※バナナ ※おせんべい

※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。

 秋の給食やおやつに、子ども達が好きなさつま芋をよく使用します。切ったときに出る白い液はヤラピンと言い 

便を軟らかくする効果があり、食物繊維との相乗効果で便通をよくしてくれるそうです。 

先月のおやつに提供して子ども達に大人気‼バザーの喫茶にも販売する『さつま芋のカップケーキ』を紹介します。

卵の泡立て不要、混ぜるだけで簡単にできると思うのでお家でもぜひ作ってみてくださいね。 

 
 

≪さつま芋のカップケーキ≫        
       

 

 
 
 

 
≪材料≫・・・卵１個分・カップの型（M)4～5個分 

   ・さつま芋100g・小麦粉150g・ベーキングパウダー3g・卵１個・砂糖120g・バター100g 

 

≪作り方≫ 

   1．バターは室温で柔らかくします。小麦粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。 

   ２．さつま芋は1㎝角に切り、レンジで６００ｗ約5分加熱し、少し柔らかくします。 

   ３．ボウルにバターと砂糖を入れよく混ぜます。そこに卵を加え再度混ぜます。 

   ４．３にさつま芋・小麦粉を入れ混ぜカップに入れていきます。 

   ５．オーブン180度で約15分焼き、中心に竹串を刺して生地がついてこなければできあがりです。 

     ついてくる場合は、もう少し様子を見ながら加熱します。 


