
 令和元年度 　  ７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(幼児弁当日） 4 5 6
ご飯 ご飯 ご飯 カリカリトースト 星のカレーライス ひじきご飯

米４０ 米４０ 米４０ （小麦・乳） 米４０　牛ミンチ２０　玉葱50 米４０　乾ひじき0.8　人参６
なすび２０　かぼちゃ２０ ちりめんじゃこ２　油揚げ７

鮭の塩焼き マーボー茄子 和風ハンバーグ クリームシチュー ピーマン５　赤ピーマン４ 油0.5　醤2　砂糖0.２　塩
鮭５０　塩0.3 なすび６０　豚ミンチ１２ 鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５ 豚肉２５　じゃが芋３０　 カレールゥ８　醤油 みりん１　酒１　出し昆布

ピーマン５　人参１０　醤油２ 冷コーン６　ケチャップ３　 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 油５　塩　
砂糖1　みりん１　片栗粉２ 味噌1.5　油２　パン粉４　塩 ピーマン4　牛乳８０　油

切干大根の酢の物 玉葱10　生姜　赤味噌１　油 玉葱１５　青葱５　醤油0.5 人参１０　バター2.5 じゃが芋とツナの
切干大根５　人参３ 小麦粉３ キャロットサラダ 　　　　　　炊き合わせ
きゅうり10　　酢２ たたききゅうり 粉ふき芋 人参３５　きゅうり１０ じゃが芋５０　三度豆３
塩0.1　砂糖1　醤油２ きゅうり４０　ごま２　砂糖１ じゃが芋30  塩0.3 かぼちゃサラダ パイン缶８　砂糖１ 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5

醤油１　酢３　塩　ごま油１ かぼちゃ５0　きゅうり10 酢３　オリーブ油２　塩0.3 醤油２　　酒２　塩0.1
人参グラッセ レーズン３　塩0.2　 みりん0.8　

味噌汁 人参２０　砂糖0.2 ブイヨン マヨドレ８　砂糖0.5
豆腐２５　青葱３ 春雨のコーンスープ 味噌汁
味噌５　煮干　出し昆布 春雨５　ニラ３　ブイヨン 味噌汁 かぼちゃ２５　玉葱１５

冷コーン８　卵１５　醤油0.5 麩（小麦）１　乾わかめ0.3 味噌５　煮干  出し昆布
塩0.４　 味噌５　煮干  出し昆布

ミルクパン（市販） ミルクもち 焼きドーナツ 梅干しおにぎり 七夕ゼリー 手作りクッキー
（小麦・卵・乳） 牛乳　黄粉　砂糖　片栗粉 小麦粉　砂糖　豆乳 米　梅干　 みかんジュース　砂糖　　 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

ＢＰ　油 みかん缶　牛乳　アガー Ｂ.Ｐ 

きらず揚げ（市販）
（小麦）

牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※チーズ ※ビスケット ※バナナ ※おせんべい ※プルーン ※チーズ
（小麦）

8 9 10 11 12 13
ご飯 カリカリバケット ご飯 ご飯 梅じそご飯 冷やしうどん

米40 （小麦） 米４０ 米４０　 米４0　梅干し５　出し昆布 干しうどん３０（小麦）　塩0.3
カリカリトースト（あり） ちりめんじゃこ２　青じそ１　 青葱３　卵８　焼きのり0.7

鶏の照り焼き （小麦・乳） ひじきの千草焼 なすとにしんの煮付(幼児） 干椎茸１　出し昆布
鶏５０　砂糖１　みりん４ ひじき0.5　 鶏ミンチ１０ 油0.5 なすび４０　にしん２０ 松風焼き 煮干　醤油２　みりん２　酒１
醤油２　酒４ トマトシチュー 卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 砂糖２　酒１ 鶏ミンチ３５　玉葱１５

牛肉２５　じゃが芋３５　油１ ほうれん草５　醤油１　塩 醤油２　みりん３　生姜 牛蒡１０　パン粉３ 柳川もどき
玉葱５０　トマト５０　人参１０ なすと油揚げの煮付(乳児） 味噌1.5　ごま１　酒１　塩 豚肉１５　ごぼう８　酒２

酢の物 小麦粉３　バター2.5　砂糖0.5 オクラのねばねば和え なすび２０　油揚げ３ 砂糖0.5　みりん１ 人参８　玉葱１５　砂糖１
きゅうり２０　 ソース２　パセリ１　塩0.3 オクラ３０　きゅうり１０　塩 油0.2　醤油1 高野豆腐５　卵２５　塩0.2
春雨３　　人参５　酢３ ケチャップ５　ブイヨン 納豆８　砂糖0.8　醤油２ 三色ごま和え 三度豆３　醤油２　油
砂糖1.5　醤油１　塩 小松菜40　人参１０ かぼちゃの甘煮 みりん２

ごぼうサラダ しめじ１０　ごま２ 南瓜４０　砂糖３　醤油１
味噌汁 ごぼう２０　冷コーン８ 味噌汁 砂糖0.8　塩0.1　醤油2 トマト

豆腐２５　青葱３ ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ じゃが芋２５　玉葱１５　 清汁
味噌５　煮干　出し昆布 マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 味噌５　煮干  出し昆布 味噌汁 麩（小麦）１　三つ葉３　

ごま２　塩0.2　 かぼちゃ２５　玉葱１５ 出し昆布　醤油２　塩0.4
味噌５　煮干  出し昆布 花かつお

ジャムサンド とうもろこしおにぎり 黒糖わらびもち ヨーグルト じゃが芋のガレット 菜めしおにぎり
食パン（小麦・乳） 米　塩　とうもろこし わらびもち粉　砂糖　黄粉　 （市販） じゃが芋　チーズ　油 塩 米　菜めし
苺ジャム 黒糖 　

とうもろこし

牛乳 チーズ 牛乳　 牛乳　 チーズ

※チーズ ※牛乳 ※おせんべい ※レーズン ※おせんべい ※牛乳
（小麦）

1５（海の日） 16 17 18 19 20
ご飯 枝豆ご飯 ロールパン ご飯 やきそば

米４０ 米４０　枝豆２０　塩0.3 　　　　　　（小麦・乳・卵） 米４０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

鰆の照り焼き カリカリトースト（あり） 夏野菜のかき揚げ 人参５　ピーマン５　ソース5
休 鰆５０　砂糖1　醤油２　酒４ 豚肉の梅味噌焼き （小麦・乳） 鶏ササミ２０　玉葱１５ 青のり0.1　花かつお

みりん４ 豚肉５０　白味噌１　酒1.2 人参１０　かぼちゃ３０ 　油６
砂糖１　みりん１　醤油２ とうもろこし　８ たたききゅうり

園 油0.5　梅干５ ポークビーンズ 小麦粉８　卵６　塩0.5 きゅうり４０　ごま２　砂糖１
切干大根の酢の物 豚肉１５　大豆５　玉葱２５ 醤油１　酢３　塩　ごま油１

切干大根５　人参３ ごま酢和え じゃが芋３０　ケチャップ５ なすびのごま和え
日 きゅうり10　　酢２ もやし５０　豆苗１０　塩 枝豆１０　砂糖0.5 なすび３０　三度豆１０　　

塩0.1　砂糖1　醤油２ 乾わかめ0.5　ごま２　 ホールトマト１０　醤油１ ごま２　砂糖１　醤油２ わかめと玉葱のスープ
酢３　砂糖１　醤油２ 塩0.1　ブイヨン 乾わかめ0.3　玉葱１５

塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
味噌汁 味噌汁 パンプキンスープ 味噌汁

豆腐２５　青葱３ 小松菜１０　油揚げ３ 南瓜６０　玉葱２５　牛乳８０ 麩（小麦）１　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布 バター３　生クリーム３ 味噌５　煮干　出し昆布

ブイヨン0.3　塩0.5

マカロニ黄粉 ピザトースト のりおにぎり グレープゼリー ゆかりおにぎり
マカロニ（小麦）　黄粉　 食パン（小麦・乳）　玉葱 米　塩　のり ぶどうジュース　砂糖　 米　ゆかり
砂糖 無添加ベーコン　ピーマン　 アガー

プルーン チーズ　 マヨドレ ケチャップ 丸かじりきゅうり

牛乳 牛乳　 炒り小魚 牛乳 チーズ

※チーズ ※ビスケット ※牛乳 ※バナナ ※牛乳
（小麦）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
22 23 2４（誕生日会会食） 25 26 27
ご飯 ご飯 サンドイッチ ご飯 ウナギのひつまぶし ひじきご飯

米４０ 米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０ 米４０　ウナギ３５　砂糖１ 米４０　乾ひじき0.8　人参６
ツナ缶８　きゅうり８　マヨドレ 醤油２　酒１　みりん１ ちりめんじゃこ２　油揚げ７

鮭の塩焼き 和風ハンバーグ 無添加ハム５　チーズ３　 五目どうふ 油0.5　醤2　砂糖0.２　塩
鮭５０　塩0.3 鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５ 豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５ みりん１　酒１　出し昆布

冷コーン６　ケチャップ３　 トマトシチュー 人参１０　絹さや３ ごま酢和え
味噌1.5　油２　パン粉４　塩 牛肉２５　玉葱５０　油１ 干椎茸１　油0.3 もやし５０　豆苗１０　塩

ひじきと大豆の煮物 玉葱１５　青葱５　醤油0.5 トマト５０　パセリ１ 醤油２　砂糖１　塩0.2 乾わかめ0.5　ごま２　 じゃが芋とツナの
ひじき２　人参８　大豆３ 小麦粉３　バター2.5　砂糖0.5片栗粉1.2　生姜 酢３　砂糖１　醤油２ 　　　　　　炊き合わせ
油揚げ５　三度豆３　砂糖１ オクラのねばねば和え ソース２　塩0.3　ケチャップ５ じゃが芋５０　三度豆３
醤油２　みりん１　出し昆布 オクラ３０　きゅうり１０　塩 たたきごぼう 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
酒１　煮干 納豆８　砂糖0.8　醤油２ フライドポテト ごぼう３５　砂糖１　酢３ 清汁 醤油２　　酒２　塩0.1

じゃが芋５０　塩　油 ごま２　醤油１　塩 麩（小麦）１　　三つ葉３　 みりん0.8　
添え野菜 出し昆布　醤油0.5　塩0.4

味噌汁 味噌汁 とうもろこし２０　サラダ菜２ 花かつお 味噌汁
豆腐２５　青葱３ 小松菜１５　油揚げ５ 人参１０　 春雨のコーンスープ 豆腐２５　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布 春雨５　ニラ３　ブイヨン 味噌５　煮干　出し昆布

ぶどう 冷コーン８　卵１５　醤油0.5
塩0.４　

ミルクパン（市販） フルーツゼリー アイスケーキ 黒糖わらびもち ポンデ・レーズン 手作りクッキー
（小麦・卵・乳） みかん缶　パイン缶　桃缶 生クリーム　ビスケット（小麦）わらびもち粉　砂糖　黄粉　 白玉粉　小麦粉　豆腐 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

砂糖　アガー 苺ジャム　 黒糖 ＢＰ　砂糖　塩　油　レーズン Ｂ.Ｐ 

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳　 牛乳　 牛乳

※チーズ ※バナナ ※おせんべい ※プルーン ※おせんべい ※チーズ

29 30 31
ご飯 冷やし中華 カレーライス

米４０ 生中華麺（小麦）３０ 米４０　鶏肉３０　玉葱４0
きゅうり８　トマト２０　ブイヨン 人参１５　じゃが芋３０

マーボー茄子 無添加ハム１０　　もやし15 ピーマン５　赤ピーマン４
なすび５０　豚ミンチ１２ 酢３　醤油６　砂糖３ カレールゥ８　　カレー粉
ピーマン５　人参１０　醤油２ ごま油0.8　出し昆布 油３　塩　醤油
砂糖1　みりん１　片栗粉２
玉葱10　生姜　赤味噌１　油

鶏のから揚げ マカロニサラダ
たたききゅうり 鶏６０　片栗粉５　砂糖0.3 マカロニ１３(小麦）　人参５

きゅうり４０　ごま２　砂糖１ 酒４　醤油２　みりん３　油 きゅうり１０　　冷コーン８
醤油１　酢３　塩　ごま油１ 生姜　 マヨドレ８　塩0.1　砂糖0.2

添え野菜
わかめともやしのスープ サラダ菜２

乾わかめ0.3　もやし１５
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

すいか 枝豆おにぎり ジャムサンド
米　枝豆　塩 食パン（小麦・乳）

おせんべい（市販） 苺ジャム

牛乳　 炒り小魚 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※プルーン

※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。

 店頭には、アジ・スズキ・ハモ・キス等の魚やなすび・トマト・ずいき・枝豆・とうもろこし・すいか・ぶど

う・さくらんぼなどの夏の食材が並び始めましたね。夏野菜はカラフルな食材が多く、ビタミン・ミネラルが豊

富です。また、水分をたくさん含んでいるので身体を冷やす効果があります。 

そのまま生で食べられる‟きゅうり・トマト”湯でるだけでもおいしい‟とうもろこし・枝豆”は、朝食にも使い

やすい食材なので、ぜひ取り入れてみてください。 

 今月は、夏野菜を中心に梅干おにぎりや梅味噌焼き、酢の物など少し酸味のある食べやすいメニューを取り入

れています。梅干しやお酢などには、胃腸の働きを活発にして疲労回復に効果があるそうです。 

しっかり食べて、夏バテしないようにしたいですね。        

                                   


