
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5

ひじきご飯 ほうとう風うどん
米４０　乾ひじき0.8　人参６ 干しうどん（小麦）３０
ちりめんじゃこ２　油揚げ６ 豚肉８　人参５　豆腐８
油0.5　醤油2　砂糖0.２　塩 大根８　かぼちゃ１０　　

休 休 休 みりん１　酒１　出し昆布 青葱３　味噌7　煮干　
出し昆布

園 園 園 大根のそぼろ煮
大根５０　金時人参１２ じゃが芋の炒め煮
鶏ミンチ１０　三度豆３ じゃが芋５０　砂糖１

日 日 日 みりん１　片栗粉２ 油0.5　醤油1.5　みりん１
砂糖１　醤油２　酒１　

味噌汁
麩（小麦）１　乾わかめ0.３ りんご
味噌５　煮干　出し昆布

マカロニ黄粉 かつおおにぎり
マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖 米　花かつお　醤油

牛乳 チーズ

※おせんべい ※牛乳

7（七草粥） 8 9 1０（幼児弁当日） 11（鏡開き） 12
七草粥 バケット ご飯 ハヤシライス ご飯 きんぴらごはん

米３０　七草７　卵１５ 　（小麦） 米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　 米４０ 米４０　牛ミンチ７　人参５　
ちりめんじゃこ２　醤油１ 人参１０　マッシュルーム１０ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　
出し昆布　塩0.4 クリームシチュー 鮭の磯辺焼き じゃが芋３０　ケチャップ５　 お煮しめ 生姜0.3　酒２

豚肉２５　じゃが芋３０　 生鮭５０　酒２　みりん２　 油１　ソース５　ブイヨン 鶏肉３０ 金時人参１０ 砂糖0.5　醤油２　油１　
玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 カットトマト20　塩0.2 こんにゃく１５　れんこん２０ 塩　出し昆布

天ぷら盛り合わせ ピーマン4　牛乳８０　油 片栗粉２　砂糖0.3 ごぼう３０　絹さや３
鶏25　玉葱10　人参8 人参２０　バター３ 黒豆煮 干し椎茸１　醤油２ 大根とツナの煮物
ごぼう８　さつま芋２０ 小麦粉3.5 黒豆1０　砂糖3　塩　醤油1 ほうれん草とキャベツの 砂糖1 みりん２　油0.3　酒２　大根６０　金時人参１２　
塩0.２　油　卵４　小麦粉５ サラダ ツナ7　砂糖１　みりん１
片栗粉２　酒0.3　醬油0.3 あちゃら漬け ほうれん草３０　キャベツ２０ とろろ汁 醤油２　酒１

ブロッコリーサラダ かぶ５０　赤かぶ２０　 冷コーン８　醤油2 とろろ芋１５  ほうれん草１５
ブロッコリー３０　 砂糖１　酢２　塩0.5　 酢２　塩0.1　砂糖0.2 ちりめんじゃこ２　卵１５ 味噌汁

みかん カリフラワー３０　醤油１　 オリーブ油２ 出し昆布　煮干　醤油0.5 さつま芋２５　玉葱１５
人参５　マヨドレ８　砂糖0.3 清汁 塩0.4　花かつお 味噌５　煮干　出し昆布

麩１（小麦）　三つ葉３　 
塩0.4　醤油0.5　 りんご
花かつお 　出し昆布 

ヨーグルト ゆかりおにぎり みたらし豆腐団子 パリッとスィート ぜんざい ビスケット（市販）
（市販） 米　ゆかりふりかけ 団子粉　砂糖　みりん さつま芋　レーズン おもち　小豆　砂糖　塩 （小麦・卵・乳）

豆腐　醤油　片栗粉 砂糖　春巻きの皮　油
ビスケット（市販） 田作り

　（小麦・乳・卵） 小魚　みりん　醤油
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※バナナ ※みかん ※おせんべい ※チーズ

14 15（小正月） 16 17 18 19
小豆ご飯 ご飯 カレーライス バターロール やきそば

米３０　もち米１５　小豆７ 米４０ 米４０　 　（小麦・乳・卵） 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
塩　出し昆布 ※非常食用レトルトルー 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

八宝菜 ポトフ 人参5　ピーマン5　ソース5　
休 ぶりの照り焼き 豚肉１５　いか10　白菜３０ 牛角切り肉２５　人参２０ 青のり0.1　花かつお

ぶり５０　砂糖１　みりん４ 人参１５　玉葱３０　干椎茸１ 大根４０　長葱１０
酒４　醤油２ ゆでたけのこ１５　絹さや３ 玉葱３０　出し昆布 かぼちゃの甘煮

園 油１　砂糖0.8　醤油３ さつま芋サラダ パセリ１ 塩0.3　醤油３ 南瓜４０　砂糖１　醤油１
片栗粉２ さつま芋５０　きゅうり１０ ブイヨン　ローリエ

紅白なます りんご８　レーズン３　塩0.3
日 大根50　金時人参５ マヨドレ８　 れんこんサラダ わかめと玉葱のスープ

砂糖１　酢２　塩0.5　醤油0.3 春雨のコーンスープ れんこん３５　人参１０ 乾わかめ0.3　玉葱１５
春雨５　ニラ３　ブイヨン きゅうり１０　ごま２　塩0.3 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
冷コーン８　卵１５　醤油0.5 マヨドレ８　砂糖0.5

清汁 塩0.４　
豆腐２５　三つ葉３
出し昆布　醤油２　塩0.4
花かつお

肉まん じゃが芋のポンデケージョ 黄粉トースト 五平餅 レーズン蒸しパン
小麦粉　豚ミンチ　玉葱 じゃが芋　片栗粉　強力粉 食パン（小麦）　黄粉　砂糖 米　もち米　味噌　はちみつ 小麦粉　BP 　砂糖 　
干椎茸　生姜　砂糖　醤油 バター　砂糖　ＢＰ　 はちみつ バター レーズン　卵　牛乳　油
ゆでたけのこ　片栗粉 牛乳　ミックスチーズ
ＢＰ

牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※りんご ※バナナ ※みかん ※牛乳 ※チーズ

平成３０年度　１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
21 22（やきいも大会） 23 24 25 26

マカロニグラタン やきいも ご飯 ご飯 ご飯 きんぴらごはん
マカロニ（小麦）２０　鶏肉３０　さつまいも８０ 米４０ 米４０ 米４０ 米４０　牛ミンチ７　人参５　
ミックスチーズ８　牛乳１００ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　
マッシュルーム８　玉葱２０ 鰆の照り焼き 天ぷら盛り合わせ 鶏の照り焼き 生姜0.3　酒２
小麦粉４　バター３　塩0.5 おにぎり 鰆50　砂糖１　醤油２　酒４ 鶏25　玉葱10　人参8 鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 砂糖0.5　醤油２　油１　

米５０　塩　のり みりん４　 ごぼう８　さつま芋２０ 醤油２　酒４ 塩　出し昆布
塩0.２　油　卵４　小麦粉５

ほうれん草とキャベツの 黒豆煮 片栗粉２　酒0.3　醬油0.3 ごま酢和え 大根とツナの煮物
サラダ とん汁 黒豆1０　砂糖3　塩　醤油 もやし５０　豆苗８　 大根６０　人参１２　

ほうれん草３０　キャベツ２０ 豚肉１５　人参１０ 豆苗８　人参５　ごま２　 ツナ7　砂糖１　みりん１
冷コーン８　醤油2 油揚げ７　ごぼう８　白菜１０ あちゃら漬け 味噌汁 酢３　砂糖１　醤油２ 醤油２　酒１
酢2　塩0.1　砂糖0.2 こんにゃく１０　　大根２０ かぶ５０　赤かぶ２０　 大根２０　油揚げ７
オリーブ油２ 大根葉５　味噌７　煮干 砂糖１　酢２　塩0.5　 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁

出し昆布 味噌汁 玉葱１５　油揚げ５
清汁 豆腐２５　乾わかめ0.3 味噌４　煮干　出し昆布

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

手作り昆布のおにぎり マカロニ黄粉 みたらし豆腐団子 グリーンホットケーキ ヨーグルト 蒸し芋
米　昆布　花かつお マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖 団子粉　砂糖　みりん 小麦粉　卵　砂糖　バター （市販） さつま芋
醤油　酒　みりん 豆腐　醤油　片栗粉 ほうれん草　BP　牛乳

きらず揚げ（市販）
田作り （小麦）

小魚　みりん　醤油 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※牛乳 ※レーズン ※みかん ※チーズ ※牛乳 ※チーズ

28 29（誕生日会会食） 30 31
大根葉ご飯 おにぎりサンドイッチ ご飯 ほうとう風うどん

米４０　大根葉１　みりん１ 米　ゆかり　鮭フレーク 米４０ ゆでうどん（小麦）３０
醤油１　花かつお１ なめし　のり 豚肉８　人参５　豆腐８

鮭の磯辺焼き 大根８　かぼちゃ１０　　
おでん からあげ 生鮭５０　酒２　みりん２　 青葱３　味噌８　煮干　

鶏肉３０　大根６０　酒２ 鶏肉５０　片栗粉６　砂糖0.3 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 出し昆布
さつま揚げ２０ こんにゃく２０ 酒１　醤油２　みりん３　油
油揚げ１０　人参１０ 白和え たたきごぼう
砂糖１　みりん３　醤油２　 ブロッコリーサラダ ほうれん草２５　人参８ ごぼう３５　砂糖１　酢３
煮干　出し昆布 ブロッコリー３０　冷コーン８ 豆腐３０　こんにゃく１０　 ごま２　醤油１　塩

カリフラワー３０　醤油１　 白味噌５　砂糖１　醤油１
清汁 人参５　マヨドレ８　砂糖0.3 みりん１　酒１　ごま２

麩１（小麦）　卵１５　 
三つ葉３　塩0.4　醤油0.5　 野菜スープ りんご
花かつお　 出し昆布 大根２０　人参１０　塩0.4 味噌汁

醤油0.3　ブイヨン　 さつま芋２５　玉葱１５
味噌４　煮干　出し昆布

みかん

じゃが芋のポンデケージョ スノーボール 肉まん 焼きおにぎり
じゃが芋　片栗粉　強力粉 小麦粉　砂糖　バター 小麦粉　豚ミンチ　玉葱 米　花かつお　醤油　みりん
バター　砂糖　ＢＰ　牛乳 粉糖 干椎茸　生姜　砂糖　醤油
ミックスチーズ ゆでたけのこ　片栗粉　BP

牛乳 牛乳 牛乳 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。

 今月は7日に七草粥 11日に鏡開き（ぜんざい）1５日に小正月（小豆ごはん）を給食に予定しています。 

伝統行事には、「無病息災」「子孫繁栄」「家内安全」「長寿」など人々の願いや祈りが込められています。 

調理室入口扉に由来などを掲示しますので、参考にしてください。 

 

 また、おせち料理は、「めでたさを重ねる」という意味で重箱に詰められます。 

例えば… 

    ☆ 黒豆…邪気払いの意味と、黒く日焼けするほどマメに勤勉に働けますように 

  ☆ 田作り…片口いわしは農作物の肥料として使った田畑が豊作になったことにちなみ、五穀豊穣 

  ☆ たたきごぼう…地中深く根が張っていくごぼうを食べて、家の基礎が堅牢であるように 

  ☆ ぶり…大きさによって名前が変わる出世魚 

  ☆ 紅白なます…水引をかたどっているとされ、平安や平和を願う 

  

 これらは１月の献立にも取り入れる予定で、子ども達にもいわれを伝えていきたいと思います。 

その他の食材にもたくさん意味がありますので、ご家庭でもおせち料理について話してあげてほしいな 

と思います。 

 

    ※ 阪神淡路大震災の日にあたる17日に、非常食用レトルトカレーを使用します。 


