
   令和元年度 　   5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

1 2 3（憲法記念日） ４（みどりの日）

休 休 休 休

園 園 園 園

日 日 日 日

6 7 8 9 10 11
ひじきご飯 カリカリバケット ご飯 ゆかりご飯 やきそば

米４０　乾ひじき0.8　人参６ （小麦） 米４０　 米４０　ゆかり 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
ちりめんじゃこ２　油揚げ７ 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3
油0.5　醤油２　砂糖0.２　塩 手作りパン（あり） 鰆の照り焼き 豚肉とふきと 人参５　ピーマン５　ソース5
みりん１　酒１　出し昆布 強力粉　ドライイースト　塩 鰆５０　砂糖1　醤油２　酒４ たけのこの煮物 キャベツ２０

休 砂糖　オリーブ油 みりん４ 豚肉１８　たけのこ２５　 青のり0.1　花かつお
ふき15　ぜんまいの水煮15

鶏と高野豆腐の 豆乳クリームシチュー うの花の炒り煮 油揚げ７　人参10　 砂糖1.5　 かぼちゃの甘煮
園 炊き合わせ 豚肉２５　じゃが芋３０　 おから13　人参5　干し椎茸1 醤油2　油0.8　みりん１ 南瓜４０　砂糖３　醤油１

鶏３０　高野豆腐８　塩 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 青葱５　油揚げ５　 酒２
人参２０　三度豆３　砂糖1.5 ピーマン4　豆乳８０　油 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１

日 酒２　醤油２　みりん１ カラーピーマン６　小麦粉３ 醤油２　みりん１
味噌汁 わかめと玉葱のスープ

若竹汁 かぼちゃ２５　玉葱１５　 乾わかめ0.3　玉葱１５
味噌汁 たけのこサラダ たけのこ２０　乾わかめ0.3 味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

じゃが芋２５　玉葱１５　 たけのこ３５　人参８　ツナ８　花かつお　塩0.3　醤油0.4
味噌５　煮干　出し昆布 きゅうり１０　　砂糖0.5

ごま２　マヨドレ８　塩0.3

グレープゼリー かつおおにぎり ミルクパン（市販） マカロニ黄粉 菜めしおにぎり
グレープジュース　砂糖 米　花かつお　醤油 （小麦・卵・乳） マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖 米　菜めしふりかけ
アガー

きらず揚げ（市販） 焼きそら豆
（小麦）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※牛乳 ※バナナ ※いちご ※おせんべい

13 14 15 16 17 18
ご飯 鶏カレーライス ご飯 豆ごはん ご飯 スパゲティーナポリタン

米４０ 米４０　鶏肉３０　玉葱５0 米４０ 米4０　えんどう豆２５　塩 米４０ スパゲティー（小麦）３0　　
人参１５　じゃが芋３０ 出し昆布 豚肉１５　玉葱２５　人参８

鶏の照り焼き 油３　塩0.3　醤油0.3 春巻き 松風焼き ピーマン５　ソース４　
鶏肉６０　砂糖１　みりん４ ピーマン５　赤ピーマン４ 春巻の皮（小麦）12 鯖の塩焼き 鶏ミンチ３５　玉葱１５ カットトマト３５　油１　
醤油２　酒４ カレールゥ５　　 豚肉１５　干椎茸1 人参10　 鯖５０　塩0.３　醤油　 牛蒡１０　パン粉３ 塩0.3　ケチャップ８

ゆでたけのこ10　春雨7 味噌1.5　ごま１　酒１　塩
千切大根の煮付け ピーマン６　油　酒１　塩 砂糖0.5　みりん１

千切大根５　大豆５　人参８ マカロニサラダ 砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 キャベツの土佐和え 油0.2　醤油1 レタスとツナのごま酢あえ
油揚げ７　いんげん３ マカロニ１３(小麦）　人参５ 春キャベツ４０ 　人参５ レタス２０　もやし４０　
砂糖1　みりん１ きゅうり１０　　砂糖0.2 ごま酢和え きゅうり１０　花かつお0.5 酢の物 ツナ５　ごま2.5　醤油２
酒１　醤油２　塩0.2 マヨドレ８　塩0.1　 もやし５０　豆苗１０　塩 砂糖0.8　醤油２　塩 きゅうり２０　乾わかめ0.5 わかめ0.5　砂糖1.2　酢２

乾わかめ0.5　ごま２　 春雨３　　人参５　酢３ 塩0.3　
味噌汁 酢３　砂糖１　醤油２ 味噌汁 砂糖1.5　醤油１　塩

豆腐２５　青葱３ 豆腐２５　青葱３ キャベツのスープ
味噌５　煮干　出し昆布 清汁 味噌５　煮干　出し昆布 味噌汁 キャベツ２０　人参　１０

麩（小麦）１　三つ葉３　塩0.4 じゃが芋２５　玉葱１５　 塩0.4　ブイヨン　醤油１
醤油0.5　出し昆布　花かつお 味噌５　煮干　出し昆布

バナナ かぼちゃボール ヨーグルト じゃがもち 豆乳もち ポンデ・シロゴマ
かぼちゃ　砂糖　 （市販）　 じゃが芋　片栗粉　塩　油 豆乳　片栗粉　砂糖　黄粉 白玉粉　小麦粉　豆腐

おせんべい コーンフレーク　油 ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま
（市販）　 クラッカー

（小麦・乳）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※ビスケット ※いちご ※バナナ ※おせんべい ※ビスケット ※おせんべい
（小麦） （小麦）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
20 21 22 23 24 25
ご飯 カリカリバケット ゆかりご飯 ご飯 ご飯 ハヤシライス

米４０ （小麦） 米４０　ゆかり 米４０ 米４０ 米４０　牛肉２５　玉葱５０　
手作りパン（あり） 人参１０　マッシュルーム１０

かみなり揚げ 強力粉　ドライイースト　塩 豚肉とふきと ロールキャベツ 鮭の塩焼き じゃが芋２５　ケチャップ５　
豆腐４５　ツナ８　人参５ 砂糖　オリーブ油 たけのこの煮物 牛ミンチ１５　豚ミンチ５ 鮭５０　塩0.３　油　醤油　酒 油１　ソース５　ブイヨン　
干椎茸１　玉葱２０ 豚肉１８　たけのこ２５　 キャベツ８５　　トマト缶１0　 カットトマト３０　片栗粉１
片栗粉７　醤油3　塩0.2　油 クリームシチュー ふき15　ぜんまいの水煮15 玉葱30　パン粉５ 砂糖0.5　塩0.2

豚肉２５　じゃが芋３０　 油揚げ７　人参10　 砂糖1.5　ケチャップ５　ブイヨン１ 千切大根の煮付け
玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 醤油2　油0.8　みりん１ 無添加ベーコン５　塩 千切大根５　大豆５　人参８

ごま酢和え ピーマン4　牛乳８０　油 酒２ マッシュルーム８ ローリエ 油揚げ７　いんげん３ レタスとツナのごま酢あえ
もやし５０　豆苗１０　塩 カラーピーマン６ 砂糖1　みりん１ レタス２０　もやし４０　
乾わかめ0.5　ごま２　 バター2.5　小麦粉３ 味噌汁 酒１　醤油２　塩0.2 ツナ５　ごま2.5　醤油２
酢３　砂糖１　醤油２ かぼちゃ２５　玉葱１５　 わかめ0.5　砂糖1.2　酢２

レーズンサラダ 味噌５　煮干　出し昆布 野菜のスープ 清汁 塩0.3　
味噌汁 春キャベツ２０　きゅうり１０ 玉葱１５　人参１５ 豆腐25　三つ葉３　塩0.4

キャベツ１５　人参５ レーズン３　レタス１５ 塩0.4　ブイヨン　醤油１ 醤油0.5　出し昆布　花かつお
味噌５　出し昆布　煮干 みかん缶１０　オリーブ油２

酢2　砂糖0.5　塩0.3

グレープゼリー 梅干しおにぎり よもぎだんご 焼きじゃが おからドーナツ（市販） ポンデ・シロゴマ
グレープジュース　砂糖 米　梅干し 団子粉　よもぎ　砂糖 じゃが芋　塩　油 　　　　（小麦・乳・卵） 白玉粉　小麦粉　豆腐
アガー 黄粉　塩　豆腐 ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま

炒り大豆　(幼児） 焼きそら豆 プルーン
スティックきゅうり（乳児）

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※ビスケット ※牛乳 ※チーズ ※バナナ ※いちご ※おせんべい
（小麦）

27 28 29（幼児弁当日） 30(誕生日会会食） 31
ご飯 ご飯 スパゲティーナポリタン 2色おにぎり カレーライス

米４０ 米４０ スパゲティー（小麦）３0　　 米４０　えんどう豆１５ 米４０　牛肉25　玉葱５0
豚肉１５　玉葱２５　人参８ 冷コーン１０　塩 人参１５　じゃが芋３０

松風焼き 鰆の照り焼き ピーマン５　ソース４　 からあげ 油３　塩　醤油
鶏ミンチ３５　玉葱１５ 鰆５０　砂糖1　醤油２　酒４ カットトマト３５　油１　 鶏肉６０　砂糖0.3 ピーマン５　赤ピーマン４
牛蒡１０　パン粉３ みりん４ 塩0.3　ケチャップ８ 醤油２　みりん２　酒２ カレールゥ５　　
味噌1.5　ごま１　酒１　塩 片栗粉４　油
砂糖0.5　みりん１ キャベツの土佐和え
油0.2　醤油１ うの花の炒り煮 ポテトサラダ 春キャベツ４０ 　人参５ マカロニサラダ

おから13　人参5　干し椎茸1 じゃが芋５０　冷コーン８ きゅうり１０　花かつお0.5 マカロニ１３(小麦）　人参５
酢の物 青葱５　油揚げ５　 きゅうり８　砂糖0.5　 砂糖0.8　醤油２　塩 きゅうり１０　　砂糖0.2

きゅうり２０　乾わかめ0.5 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ マヨドレ８　　塩0.3 清汁 マヨドレ８　塩0.1　
春雨３　　人参５　酢３ 醤油２　みりん１ 麩１（小麦）　三つ葉３
砂糖1.5　醤油１　塩 塩0.4　醤油0.5

味噌汁 キャベツのスープ 花かつお 　出し昆布 
清汁 じゃが芋２５　玉葱１５　 キャベツ２０　人参　１０

豆腐25　三つ葉３　塩0.4 味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油１ アセロラゼリー
醤油0.5　出し昆布　 アセロラジュース　みかん缶
花かつお 砂糖　アガー

ヨーグルト 黒糖わらびもち 手作り昆布のおにぎり 手作りクッキー ポンデ・シロゴマ
（市販） わらびもち粉　砂糖　黄粉　 米　昆布　花かつお　 小麦粉　砂糖　バター　牛乳 白玉粉　小麦粉　豆腐

黒糖 醤油　　みりん Ｂ.Ｐ ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま
きらずあげ（市販）

（小麦）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※いちご ※チーズ ※バナナ ※おせんべい ※ビスケット
（小麦）

※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。

  入園して早１ヶ月、少しずつ新入児さんも給食に慣れてきて、お友達と楽しそうに食べている姿が見られます。  

5月も引き続き、たけのこや春キャベツ・えんどう豆やそら豆など、春の食材を使った料理を献立に取り入れています。 

 

春から夏にかけては、子ども達ができるお手伝いがいっぱいあります。 

園では、乳児クラスから幼児クラスまで保育士と一緒にお手伝いしています。 

   ☆皮むき・・・えんどう豆・たけのこ・新たまねぎ・そら豆・とうもろこし等 

   ☆スジ取り・・・ふき・スナックえんどう・絹さや・ずいき等  

   ☆ちぎる・・・新キャベツ・チンゲン菜等 

   ☆種取り・・・ピーマン・かぼちゃ等 

  

 自分で食材に触れることによって、食べようという意欲につながり、苦手な物でも食べてみようとしている姿が見られ

ます。また、親子で一緒にすることにより食材の名前を覚えたり、色や形・固さなどがあることを知り、いろいろな食材

に興味がでてくるのではないでしょうか。ぜひ、お家でも一緒にしてみてくださいね。 




