
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1

鶏カレーうどん
干しうどん（小麦）３０
鶏肉１８　人参１０　玉葱２０　
青葱７　カレールー７
醤油３　片栗粉２　煮干
出し昆布

うの花の炒り煮
おから13　人参5　干し椎茸1
青葱５　油揚げ５　煮干
こんにゃく７　酒0.5　砂糖１
醤油２　みりん１

みかん

ゆかりおにぎり
米　ゆかりふりかけ

チーズ

※牛乳

3 4 5 6 7 8
ご飯 バターロール ご飯 さつま芋ご飯 ハヤシライス ＜持ち帰り給食＞

米４０ 　（小麦・乳・卵） 米４０ 米３５　さつま芋２５ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　
もち米１０　塩0.3　出し昆布 人参１０　マッシュルーム１０ こぎつねごはん

鮭の塩焼き 牛肉と根菜の含め煮 じゃが芋３０　ケチャップ５　 米４０　油揚げ７　人参５　塩
生鮭５０　塩 ベーコンチャウダー 牛肉２０　大根５０　人参２０ 豚肉のしょうが焼き 油１　ソース５　ブイヨン たけのこ１０　絹さや２　卵6

ベーコン１３　キャベツ２５ こんにゃく１５　ごぼう２０ 豚肉５０　　酒２　　生姜１ カットトマト20　塩0.2 ちりめんじゃこ１.5　ごま１
玉葱２５　人参１３　牛乳８０ 絹さや３　酒２　醤油３ 砂糖１　みりん２　醤油２ 出し昆布　砂糖1　みりん1

ひじきと大豆の煮物 クリームコーン缶２５ 砂糖1 みりん２　油0.3 レーズンサラダ 醤油２　酒１
ひじき２　人参８　大豆３ ピーマン５　小麦粉３ キャベツ２０　きゅうり１０
油揚げ５　三度豆３　砂糖１ バター2.5　塩１　油 納豆和え レーズン３　レタス１５
醤油２　みりん１　出し昆布 とろろ汁 ほうれん草３５　もやし３５ みかん缶１０　オリーブ油２ みかん
酒１　煮干 とろろ芋１５  ほうれん草１０ 納豆８　砂糖0.8　醤油３ 酢２　砂糖0.5　塩0.3

かぼちゃサラダ ちりめんじゃこ２　卵１５
味噌汁 かぼちゃ５０　きゅうり１０ 出し昆布　煮干　醤油２ 清汁

豆腐２５　青葱３ レーズン３　マヨドレ８ 塩0.4　 麩（小麦）１　三つ葉３　
味噌４　煮干　出し昆布 砂糖0.3　塩0.2 出し昆布　醤油0.5　塩0.4

花かつお　

焼き芋 かつおおにぎり ヨーグルト 豆乳もち チーズスティック ※チーズ
さつま芋 米　花かつお　醤油　みりん （市販） 豆乳　黄粉　砂糖　片栗粉 強力粉　粉チーズ　砂糖

塩　バター　ドライイースト
きらず揚げ
（市販）

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※バナナ ※牛乳 ※チーズ ※おせんべい ※りんご

10 11 12 1３（誕生日会会食） 14（幼児弁当日） 15
ご飯 鶏カレーうどん ご飯 いなり＆細巻き ご飯 きんぴらごはん

米４０ ゆでうどん（小麦）３０ 米４０ 米45　油揚げ10　人参１　 米４０ 米４０　牛ミンチ７　人参５　
鶏肉１８　人参１０ 玉葱２０　 高野豆腐4　干し椎茸１ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　

豆腐ハンバーグ 青葱７　カレールー７ 魚の野菜あんかけ 塩0.5　のり１　ウインナー８　 鶏の照り焼き 絹さや２　生姜0.3　酒２
牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 醤油２　片栗粉２　煮干 魚５０　玉葱１５　もやし２０ きゅうり１　酢3　砂糖2 鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 砂糖0.5　醤油２　油１　
玉葱２５　豆腐４０　　 出し昆布 人参１０ 三度豆３　砂糖１ 梅干し３ 醤油２　酒４ 塩　出し昆布
パン粉5　　醤油２ 醤油２　みりん２　酒２
ケチャップ３　油　塩0.3 うの花の炒り煮 小麦粉１　油　片栗粉１ もやしのごま酢和え じゃが芋とツナの

おから13　人参5　干し椎茸1 ほうれん草の土佐和え もやし５０　人参５　 　　　　　　炊き合わせ
ゆでブロッコリー 青葱５　油揚げ５　煮干 かぼちゃの甘煮 ほうれん草４０　人参５ 豆苗８　ごま２　砂糖1.5 じゃが芋５０　三度豆３

ブロッコリー２０　塩 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ かぼちゃ５０　砂糖１ 花かつお１　大粒しめじ１５ 酢３　塩0.1　醤油１ 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
醤油２　みりん１ みりん１　醤油２ 砂糖0.7　醤油２　塩 醤油２　酒２　塩0.1

粉ふき芋 みりん0.8　
じゃが芋30  塩0.3 りんご みかん 味噌汁

味噌汁 大根２０　油揚げ７ 味噌汁
味噌汁 じゃが芋２５　玉葱１５　 清汁 味噌４　煮干　出し昆布 麩（小麦）１　乾わかめ0.３

小松菜２０　油揚げ５ 味噌５　煮干　出し昆布 豆腐２５　三つ葉３　塩0.4 味噌５　煮干　出し昆布
味噌４　煮干　出し昆布 醤油0.5　出し昆布

花かつお

パリッとスィート 五平餅 肉まん スノーボール ミルクパン（市販） ジャムサンド
さつま芋　レーズン 米　もち米　味噌　はちみつ 小麦粉　豚ミンチ　玉葱 小麦粉　砂糖　バター （小麦・卵・乳） 食パン（小麦）　苺ジャム
砂糖　春巻きの皮　油 干椎茸　生姜　砂糖　醤油 粉糖

ゆでたけのこ　片栗粉
ＢＰ

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※みかん ※牛乳 ※バナナ ※レーズン ※おせんべい ※チーズ

平成３０年度　１2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
17 18 19 20 2１(クリスマス会） 22
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 手づくりピザ しめじごはん

米４０ 米４０　 米４０ 米４０ 強力粉２０　　ドライイースト 米４０　しめじ１５
小麦粉２０　トマト缶２０　塩 油揚げ５　三つ葉３

ひじきの千草焼 鯖の味噌煮 豚肉のしょうが焼き おでん ウィンナー１０　玉葱１０ 酒１　醤油0.3　塩
ひじき0.5  鶏ミンチ１０ 油0.5 鯖50　酒２　みりん２　味噌１ 豚肉５０　　酒２　　生姜１ 鶏肉３０　大根６０　酒２ ピーマン５　冷コーン５　油 出し昆布
卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 白味噌２　生姜　砂糖２ 砂糖１　みりん２　醤油２ さつま揚げ２０ こんにゃく２０ チーズ１５　マヨドレ５
ほうれん草10　醤油２　塩 油揚げ１０　人参１０ フライドチキン かぼちゃのそぼろ煮
酒２　みりん１ 納豆和え 砂糖１　みりん３　醤油２　 鶏肉７０　片栗粉６　砂糖0.3 かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０

ほうれん草３５　もやし３５ レタスとツナのごま酢あえ 煮干　出し昆布 酒１　醤油２　みりん３　油 玉葱１５　三度豆３
三色ごま和え 納豆８　砂糖0.8　醤油２ レタス２０　もやし４０　 リースポテト 砂糖1　醤油2　みりん１

小松菜4５　人参１０ ツナ５　ごま2.5　醤油２ じゃが芋４０　塩　冷コーン５ 酒１　片栗粉３　煮干し
しめじ１０　ごま２ わかめ0.5　砂糖1.2　酢３ とろろ汁 人参５　ブロッコリー５
砂糖0.8　塩0.1　醤油2 清汁 とろろ芋１５  ほうれん草１０ バター１　マヨドレ３

麩（小麦）１　三つ葉３　 ちりめんじゃこ２　卵１５ 味噌汁
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 味噌汁 出し昆布　煮干　醤油0.5 野菜スープ 豆腐２５　乾わかめ0.3

味噌汁 花かつお　 かぼちゃ２５　玉葱１５　 塩0.4 大根１５　 人参１０　パセリ１ 味噌５　煮干　出し昆布
さつま芋２５　玉葱１５ 味噌４　煮干　出し昆布 塩0.3　ブイヨン
味噌４　煮干　出し昆布

みかん

マカロニ黄粉 レーズン蒸しパン おからドーナツ（市販） 蒸し芋 アセロラゼリー 黄粉トーズト
マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖 小麦粉　BP 　砂糖 　 　（小麦・卵・乳） さつま芋 アセロラジュース　砂糖 食パン（小麦）　黄粉　砂糖

レーズン　卵　牛乳　油 アガー　 はちみつ
クリスマスクッキー☆

小麦粉　砂糖　バター　牛乳
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 Ｂ.Ｐ 　 牛乳

牛乳
※レーズン ※みかん ※チーズ ※バナナ ※おせんべい ※チーズ

24 25 2６(餅つき大会） 27 28 29
ご飯 いそべもち・黄粉もち マカロニグラタン ご飯

米４０ もち米７０　黄粉２　砂糖2.5 マカロニ（小麦）２０　鶏肉３０　米４０
のり0.5　しょうゆ３　　小豆 ミックスチーズ８　牛乳１００

休 鮭の柚香焼き 大根２０ マッシュルーム８　玉葱２０ コロッケ 休
鮭５０　ゆず５　砂糖0.5 小麦粉４　バター３　塩0.5 じゃが芋５０　合挽ミンチ１５
酒１　みりん１　醤油２ 雑煮 玉葱２０　人参８　卵２０

園 大根３０　金時人参１０ 強力粉５　塩0.3　牛乳５ 園
鶏肉１５　ほうれん草１０ ほうれん草とキャベツの パン粉８　油

ブロッコリーのごま和え 出し昆布　花かつお　塩0.4 サラダ
日 ブロッコリー30　ごま２ 醤油２　煮干　みりん ほうれん草３０　キャベツ２０ コールスローサラダ 日

カリフラワー20　砂糖１ 冷コーン８　醤油2 キャベツ４０　冷コーン８
人参５　醤油２ 煮込みうどん 酢2　塩0.1　砂糖0.2 マヨドレ８

（てんとうむし・あり組） オリーブ油２ 砂糖0.5　塩0.3　
ゆでうどん３０

味噌汁 　※雑煮の餅の代わりに 野菜スープ 清汁
豆腐２５　青葱３ 　　うどんを使用。 大根２０　人参１０　塩 麩（小麦）１　三つ葉３　
味噌５　煮干　出し昆布 大根の葉　ブイヨン　 出し昆布　醤油0.5　塩0.4

みかん 花かつお　

さつま芋のコーンカップ ヨーグルト（市販） 五平餅 年越し煮込みうどん
さつま芋　砂糖　バター 米　もち米　味噌　はちみつ ゆでうどん（小麦）　青葱
コーンカップ（小麦・大豆） れんこんチップ 油揚げ　干し椎茸　塩　醬油

れんこん 出し昆布　　煮干

牛乳 炒り小魚 チーズ

※バナナ ※おせんべい ※チーズ ※牛乳

※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。

 みかんのおいしい季節になってきましたね。みかんはビタミンCが豊富で、肌荒れや風邪の予防に効果があります。

また、近年では強い抗酸化作用が、細胞を発がん性物質から保護すると言われ注目されています。おいしいみかんを

見分けるには、へたの切り口が小さく皮に張りがあって重みがあるものを選ぶのがポイント。果皮が薄く柔らかい方

が甘いと言われています。 

 先月からみかんを給食で取り入れているのですが、『どうやってむくの？』という子も… この時期のみかんは皮

が薄いものが多いので、乳児も自分でむくことができます。 

（初めは半分に割ってあげたものを、渡してあげるとコツを覚え自分でむいています。） 

ぜひお家でも一緒に皮をむいて食べ、風邪予防に役立ててみてください。 

  

 今月は、大根・ごぼう・ほうれん草・ブロッコリー・みかんなど冬の食材を献立に取り入れています。 

冬の食材には身体を温めてくれる効果があるので、しっかり食べて寒い冬を乗り切りましょう。 

 


