
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2

恵方巻き カレーライス
米45　梅干し３　高野豆腐7 米４０　牛肉２５　玉葱４0
人参５　干し椎茸５　塩0.5 人参１５　じゃが芋３０
かんぴょう３　きゅうり１０ ピーマン５　赤ピーマン４
のり0.1　酢3　砂糖2 カレールゥ８　　カレー粉

油３　塩　醬油
いわしの照り焼き

いわし50　砂糖１　醤油２　
みりん２　酒２ マカロニサラダ

マカロニ１３(小麦）　人参５
白菜の土佐和え きゅうり１０　　砂糖0.2

白菜５０　人参１０　醤油２ マヨドレ８　塩0.1　
花かつお１　塩　砂糖0.8

清汁
豆腐２５　 三つ葉３
塩0.4　醤油0.5出し昆布 
花かつお

赤鬼ゼリー ジャムサンド
アセロラジュース　砂糖 食パン（小麦）　苺ジャム
生クリーム　レーズン
フィンガービスケット（小麦）
アガー

 牛乳 牛乳

※バナナ ※チーズ

4 5 6 7 8 9
マカロニグラタン ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 さつま芋ご飯

マカロニ（小麦）２０　鶏肉３０　米４０ 米４０ バケット３５　（小麦） 米４０ 米３５　さつま芋２０
ミックスチーズ８　牛乳１００ もち米１０　塩0.3　出し昆布
マッシュルーム８　玉葱２０ 焼きぎょうざ 鮭の塩焼き カウボーイシチュー 和風ミートローフ
小麦粉４　バター３　塩0.5 ぎょうざの皮（小麦)３０ 鮭５０　塩0.3 大豆１０　豚肉２０　人参１０ 合挽ミンチ５０　玉葱３０

豚ミンチ２５　キャベツ２０　 玉葱３０　じゃが芋３０ 卵２５　パン粉１　醤油１ 大根のそぼろ煮
ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 パセリ0.5　ブイヨン 油0.5　ケチャップ３　　塩 大根５０　人参１２

レーズンサラダ 塩0.2　醤油２　酒１ 白菜の煮びたし 油0.8　塩0.5　 小麦粉１　味噌２　 鶏ミンチ１０　三度豆３
キャベツ２０　きゅうり１０ 白菜５０　人参１０ みりん１　片栗粉２
レーズン３　レタス１５ ごま酢和え 油揚げ７　酒１　みりん１ ゆで野菜 砂糖１　醤油２　酒１　
みかん缶１０　オリーブ油２ もやし５０　豆苗８ 醤油２　出し昆布　煮干 れんこんサラダ ブロッコリー２０　人参１５　
酢２　砂糖0.5　塩0.3 人参５　ごま２　砂糖１ れんこん３５　人参１０ 塩

酢３　　醤油２ 味噌汁 きゅうり１０　ごま２　塩0.3 粉ふき芋 味噌汁
さつま芋２５　玉葱１５ マヨドレ８　砂糖0.5 じゃが芋30  塩0.3 豆腐２５　わかめ0.3　

野菜スープ わかめと春雨のスープ 味噌５　煮干　出し昆布 味噌5　煮干　出し昆布
大根２０　人参１０　塩 乾わかめ0.3　春雨５　 野菜スープ
大根の葉　ブイヨン　 ブイヨン　塩0.４　　醤油0.5 白菜２０　人参８　ブイヨン

　 　 塩0.4

かぼちゃボール 焼き芋 カントリーアップルケーキ ゆかりおにぎり みかんゼリー レーズン蒸しパン
かぼちゃ　砂糖　 さつま芋 小麦粉　りんご　卵 米　ゆかりふりかけ みかんジュース　みかん缶 小麦粉　BP 　砂糖 　
コーンフレーク 砂糖　バター　シナモン 砂糖　アガー レーズン　卵　牛乳　油

ビスケット（市販）
　（小麦・乳・卵）

牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※おせんべい ※みかん ※バナナ ※牛乳 ※おせんべい ※チーズ

11 12 13 14 15 16
きんぴらごはん ご飯 ご飯 バターロール ハヤシライス

米４０　牛ミンチ７　豚ミンチ３米４０ 米４０ 　（小麦・乳・卵） 米４５　牛肉２５　玉葱６０　
人参５　こんにゃく１０　塩 人参１０　マッシュルーム１０
醤油２　油１　生姜0.3 マーボー豆腐 牛肉と根菜の含め煮 ベーコンチャウダー じゃが芋２５　ケチャップ５　
砂糖0.5　酒２　出し昆布 豆腐５０　豚ミンチ１２ 牛肉２０　大根５０　人参２０ ベーコン１３　キャベツ２５ 油１　ソース５　ブイヨン

ピーマン５　人参１０　醤油２ こんにゃく１５　ごぼう２０ 玉葱２５　人参１３　牛乳８０ カットトマト20　塩0.2
休 砂糖1.5　みりん１　片栗粉２ 絹さや３　酒２　醤油３ クリームコーン缶２５ 片栗粉

じゃが芋とツナの 玉葱10　生姜　赤味噌１　油 砂糖1 みりん２　油0.3 ピーマン５　小麦粉３
　　　　　　炊き合わせ バター2.5　塩１　油

園 じゃが芋５０　三度豆３ 春雨の中華サラダ ほうれん草とキャベツの
玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5 春雨５　人参５　きゅうり８ とろろ汁 サラダ
醤油２　　酒２　塩0.1 ごま２　醤油１　塩0.3　 とろろ芋１５  ほうれん草１０ ブロッコリーサラダ ほうれん草３０　キャベツ２０

日 みりん0.8　 ごま油２　酢３ ちりめんじゃこ２　卵１５ ブロッコリー５０　 冷コーン８　醤油2
出し昆布　煮干　醤油２ カリフラワー３０　醤油１　 酢２　塩0.1　砂糖0.2

味噌汁 わかめともやしのスープ 塩0.4　 人参５　マヨドレ８　砂糖0.3 オリーブ油２
麩（小麦）１　青葱３ 乾わかめ0.3　もやし１５
味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

ピザトースト ヨーグルト ココアケーキ チーズスティック ビスケット（市販）
食パン（小麦・乳）　玉葱 （市販） 小麦粉　BP　砂糖　卵 強力粉　粉チーズ　砂糖 （小麦・卵・乳）
無添加ベーコン　ピーマン　 バター　ココア 塩　バター　ドライイースト
チーズ　 マヨドレ ケチャップ 手作りおかき

もち米

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※牛乳 ※いよかん ※バナナ ※チーズ

平成３０年度　　２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
18 19 20 21（幼児弁当日） 22 23
ご飯 ご飯 ご飯 さつま芋ご飯 カリカリバケット ご飯

米４０ 米４０ 米４0 米３５　さつま芋２０ バケット３５　（小麦） 米４０　
もち米１０　塩0.3　出し昆布

鯖の味噌煮 焼きぎょうざ 鶏の照り焼き チリコンカーン 肉じゃが
鯖50　酒２　みりん２　味噌１ ぎょうざの皮（小麦)３０ 鶏６０　砂糖１　みりん４ 大豆１５　牛ミンチ１５ 牛肉２０　じゃが芋５０
白味噌２　生姜　砂糖２ 豚ミンチ２５　キャベツ２０　 醤油２　酒４ 大根のそぼろ煮 玉葱５０　人参２０　油0.6 玉葱２５　人参１２　三度豆３

ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 大根５０　人参１２ 砂糖０．５　ケチャップ５ 砂糖１　醤油２　油0.5
うの花の炒り煮 塩0.2　醤油３　酒１ 千切大根の煮付け 鶏ミンチ１０　三度豆３ 醤油１　塩０．２　酒１ 酒２　みりん２

おから13　人参5　干し椎茸1 千切大根５　大豆５　人参８ みりん１　片栗粉２ じゃが芋３０　カレー粉0.2
青葱５　油揚げ５　煮干 ごま酢和え 油揚げ７　いんげん3 砂糖１　醤油２　酒１　
こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ もやし５０　豆苗８ 砂糖1　みりん１ 味噌汁
醤油２　みりん１ 人参５　ごま２　砂糖１ 酒１　醤油２　塩0.2 大根サラダ 白菜２０　油揚げ７

酢３　　醤油２ 味噌汁 大根６０　人参６　ごま２ 味噌５　煮干　出し昆布
清汁 豆腐２５　わかめ0.3　 きゅうり１０  冷コーン8

麩（小麦）１　三つ葉３　 わかめと春雨のスープ 味噌汁 味噌5　煮干　出し昆布 マヨドレ６　塩0.3　砂糖0.3
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 乾わかめ0.3　春雨５　 かぼちゃ２５　玉葱１５ みかん
花かつお　 ブイヨン　塩0.４　　醤油0.5 味噌５　煮干　出し昆布

じゃが芋のバター焼き りんご おからドーナツ 黄な粉ぼうろ 五平餅 ジャムサンド
じゃが芋　塩　バター 　（小麦・乳・卵） きなこ　　卵　砂糖　バター 米　もち米　味噌　はちみつ 食パン（小麦）　苺ジャム
　 きらずあげ（市販） （市販） 片栗粉

　（小麦）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

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

25 26（誕生日会会食） 27 28
ご飯 ちらし寿司 カリカリトースト カレーライス

米４０ 米４０　　砂糖３　酢６　塩0.8 　（小麦） 米４０　牛肉２５　玉葱４0
干椎茸２　人参７　絹さや３ 人参１５　じゃが芋３０

和風ミートローフ 高野豆腐２　きゅうり５ クリームシチュー ピーマン５　赤ピーマン４
合挽ミンチ５０　玉葱３０ 油揚げ５　出し昆布 豚肉２５　じゃが芋３０　 カレールゥ８　　カレー粉
卵２５　パン粉１　醤油１ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 油３　塩　醬油
油0.5　ケチャップ３　　塩 さわらの照り焼き ピーマン4　牛乳８０　油
小麦粉１　味噌２　 さわら５０　砂糖１　酒４ 人参２０　バター３

みりん４　醤油２ 小麦粉3.5 ほうれん草とキャベツの
ゆで野菜 サラダ

ブロッコリー２０　人参１５　塩 菜の花のごま和え キャロットサラダ ほうれん草３０　キャベツ２０
菜の花１５　ほうれん草２０ 人参４０　缶パイン８　 冷コーン８　醤油2

粉ふき芋 ごま２　砂糖0.8　醤油２ きゅうり１０　砂糖１　　 酢２　塩0.1　砂糖0.2
じゃが芋30  塩0.3 清汁 塩0.1　酢３　オリーブ油２ オリーブ油２

豆腐２５　 三つ葉３
野菜スープ 出し昆布　塩0.４　醤油0.5

白菜２０　人参８　ブイヨン はっさく
塩0.4 カルピスゼリー

カルピス　砂糖５　アガー
苺　

ミルクパン（市販） 手作りクッキー 焼きおにぎり カントリーアップルケーキ
（小麦・卵・乳） 小麦粉　砂糖　バター　ＢＰ 米　醤油　花かつお　塩 小麦粉　りんご　卵

砂糖　バター　シナモン

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※バナナ ※おせんべい ※牛乳 ※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。

『いわし』…鮮度が落ちるのが早く、水揚げするとすぐに弱ってしまうため、漢字では『鰯』と書きます。 

 

〇種類 

  ・マイワシ…体長が長く、身体に丸い点が７つくらいあり、塩焼きや照り焼き・フライ・つみれなどに使います。 

        また、梅干しや生姜と一緒に炊くと臭み消しになります。 

  ・ウルメイワシ…目が潤んでいるように見えるのが名前の由来。脂肪が少なく、丸干しなどに使います。 

  ・カタクチイワシ…体長は小さく、ごまめや煮干などに使います。 

〇栄養 

  ビタミンBやE・カルシウム・鉄分などが豊富で、それらの吸収を助ける働きをするビタミンDも含まれているため、 

  丈夫な骨や身体作りに役立ちます。また、脳を活性化したり維持する作用があるDHA・EPAも多く含み、記憶力 

  集中力・学習能力の向上が期待されるので、子ども達は積極的に摂ると良い食品の一つです。 

  

  また節分では、魔よけの意味でいわしの頭をヒイラギの枝に刺して、玄関に飾ったりします。 

  給食では1日に鰯の照り焼きを予定しています。小骨もあるのでしっかり噛んで食べ、お腹の中にいる 

  泣き虫鬼・怒りん坊鬼・弱虫鬼などを退治したいですね。 


