
 令和元年度 　  ９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

2 3 4 5 6 7
わかめご飯(非常食用） ご飯 ご飯 冷やし中華 枝豆ご飯 ご飯

米40 生中華麺（小麦・卵）３０ 米４０ 　枝豆２０ 米４０
きゅうり８　トマト２０　ブイヨン

鶏むね肉の南蛮漬 豚肉のしょうが焼き 柳川もどき 無添加ハム１０　　もやし15 鮭の塩焼き 厚揚げのそぼろ煮
鶏むね肉２５　かぼちゃ２５ 豚肉５０　　酒２　　生姜１ 豚肉１５　ごぼう８　酒２ 酢３　醤油６　砂糖３ 生鮭５０　塩 厚揚げ４０　鶏ミンチ１０
玉葱２５　ピーマン５　塩0.3 砂糖１　みりん２　醤油２ 人参８　玉葱１５　砂糖1 ごま油0.8　出し昆布 人参２０　玉葱２０　三度豆３
なすび２０　赤ピーマン５ 高野豆腐５　卵２５　塩0.2 砂糖１　醤油２　生姜
醤油２　酢　片栗粉３ ごま酢和え 三度豆３　醤油２　油 なすびの煮つけ 酒１　みりん１
砂糖１　油５　出し昆布　 もやし５０　豆苗１０　塩 みりん２ 鶏のから揚げ なすび５０　油揚げ５

人参５　ごま２　 鶏６０　片栗粉５　砂糖0.3 人参２０
酢３　砂糖１　醤油２ 酒４　醤油２　みりん３　油 みりん２　砂糖１　醤油２

卵のスープ 味噌汁 生姜　 味噌汁
卵１５　青葱３ 小松菜１０　油揚げ３ 清汁 じゃが芋２５　玉葱１５
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 味噌汁 味噌５　煮干　出し昆布 添え野菜 そうめん30　塩0.4 味噌５　煮干  出し昆布

豆腐２５　青葱３ サラダ菜２ 醤油0.5　出し昆布　
味噌５　煮干　出し昆布 花かつお

レーズンスティック マカロニ黄粉 ヨーグルト 二色おはぎ かぼちゃボール チューペット（氷菓・幼児）

強力粉　レーズン　砂糖 マカロニ（小麦）　黄粉　 （市販） もち米　黄粉　砂糖　小豆 かぼちゃ　砂糖　 ミニカップゼリー（乳児）

塩　バター　ドライイースト 砂糖 米　塩 コーンフレーク
プルーン クラッカー（市販） おせんべい（市販）

（小麦）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳　 牛乳

※梨 ※チーズ ※牛乳 ※おせんべい ※バナナ ※プルーン

9 10 11 12 13 14
ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 カレーライス やきそば

米４０ 米４０ （小麦） 米４０ ごはん（非常食用） 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
牛肉２０　玉葱４0 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

松風焼き 鯖の塩焼き クリームシチュー 納豆のかき揚げ じゃが芋３０　ピーマン５ 人参５　ピーマン５　ソース5
鶏ミンチ３５　玉葱１５ 鯖４０　塩0.3 豚肉２５　じゃが芋３０　 納豆１５　ツナ７　さつま芋４０人参１５　カレールー８ 青のり0.1　花かつお
牛蒡１０　パン粉３ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 小麦粉４　醤油２　卵５　油 油３　塩　醤油
味噌1.5　ごま１　酒１　塩0.１ ピーマン4　牛乳８０　油 塩　片栗粉２ たたききゅうり
砂糖0.5　みりん１ ひじきと大豆の煮物 人参１０　バター2.5 きゅうり４０　ごま２　砂糖１
油0.2　醤油1 ひじき２　人参８　大豆３ 小麦粉３ マカロニサラダ 醤油１　酢３　塩　ごま油１

油揚げ５　三度豆３　砂糖１ 酢の物 マカロニ１３(小麦）
かぼちゃの甘煮 醤油２　みりん１　出し昆布 キャロットサラダ きゅうり２０　 きゅうり１０　　冷コーン８

南瓜４０　砂糖３　醤油１ 酒１　煮干 人参３５　きゅうり１０ 春雨３　　人参５　酢３ マヨドレ８　塩0.1　砂糖0.2 味噌汁
パイン缶８　砂糖１ 砂糖1.5　醤油１　塩 麩（小麦）１　乾わかめ0.3

味噌汁 酢３　オリーブ油２　塩0.3 味噌４　煮干　出し昆布
清汁 さつま芋２５　玉葱１５

麩（小麦）１　三つ葉３　 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 豆腐２５　青葱３
花かつお 味噌４　煮干　出し昆布

じゃが芋のポンデケージョ ミルクもち かつおおにぎり グレープゼリー みたらし団子 ゆかりおにぎり
じゃが芋　片栗粉　強力粉 牛乳　砂糖　片栗粉　黄粉 米　花かつお　醤油 ぶどうジュース　砂糖　 団子粉　みりん　砂糖　醤油 米　ゆかり
バター　砂糖　ＢＰ　 アガー 豆腐　片栗粉
牛乳　ミックスチーズ チーズ 炒り大豆　(幼児）

スティックきゅうり（乳児）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 炒り小魚

※おせんべい ※チーズ ※牛乳 ※バナナ ※レーズン ※牛乳

16 17 18 19（幼児弁当日） 20 21
ご飯 スパゲティーナポリタン ご飯 ご飯 ご飯

米４０ スパゲティー（小麦）３0　　 米４０ 米４０ 米４０　
休 豚肉１５　玉葱２５　

和風ハンバーグ ピーマン５　ソース４　 かぼちゃのそぼろ煮 鮭の磯辺焼き 肉じゃが
鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５ カットトマト３５　油１　 かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０ 生鮭５０　酒２　みりん２　 牛肉２０　じゃが芋５０

園 冷コーン６　ケチャップ３　 塩0.3　ケチャップ８ 玉葱１５　三度豆３ 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 玉葱２５　人参１２　三度豆３
味噌1.5　油２　パン粉４　塩 砂糖1　醤油2　みりん１ 砂糖１　醤油２　油0.5
玉葱１５　醤油0.5 酒１　片栗粉３　煮干し 切干大根の煮付け 酒２　みりん２

日 じゃが芋のガレット 切干大根５　大豆５　人参８
ピーマンソテー じゃが芋６０　チーズ８　 油揚げ７　いんげん３

ピーマン１５　醤油1.５　 無添加ベーコン５ たたきごぼう 砂糖1　みりん１ 味噌汁
カラーピーマン１５ ごぼう３０　ごま２　砂糖１ 酒１　醤油２　塩0.2 麩（小麦）１　乾わかめ0.3
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ 醤油１　酢３　塩 味噌４　煮干　出し昆布

野菜のスープ 味噌汁
清汁 人参５　オクラ８　塩 さつま芋２５　玉葱１５

麩（小麦）１　三つ葉３　 ブイヨン 味噌汁 味噌４　煮干　出し昆布
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 豆腐２５　青葱３
花かつお 味噌４　煮干　出し昆布

梨 梅干しおにぎり ミルクパン（市販） レーズンスティック マカロニ黄粉
米　梅干し　塩 （小麦・卵・乳） 強力粉　レーズン　砂糖 マカロニ（小麦）　黄粉　

クラッカー（市販） 塩　バター　ドライイースト 砂糖
（小麦） プルーン

牛乳 炒り小魚 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※牛乳 ※プルーン ※バナナ ※おせんべい



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
23 24 25 26 2７（誕生日会会食） 28

わかめご飯（非常食用） カリカリトースト ご飯 キャロットライス ご飯
　　　　　　（小麦・乳） 米40 米４０　人参１０　バター１ 米４０

休 塩0.3
柳川もどき ミネストローネ 白身魚の野菜あんかけ チキンカツ 厚揚げのそぼろ煮

豚肉１５　ごぼう８　酒２ 牛ミンチ１５　玉葱３０ 白身魚５０　もやし２０　人参10鶏むね肉６０　塩0.3　油５ 厚揚げ４０　鶏ミンチ１０
園 人参８　玉葱１５　砂糖1 人参１５　トマト２０ 玉葱１５　三度豆３　砂糖１ 卵３　強力粉３　パン粉５ 人参２０　玉葱２０　三度豆３

高野豆腐５　卵２５　塩0.2 マカロニ（小麦）６　パセリ0.5 醤油２　みりん２　酒２ 牛乳５　ケチャップ３ 砂糖１　醤油２　生姜
三度豆３　醤油２　油 ピーマン５　トマト缶２０　油　　小麦粉１　油　片栗粉１ ウスターソース２ 酒１　みりん１

日 みりん２ ブイヨン　塩0.3 添え野菜
たたききゅうり トマト２０

ごぼうサラダ きゅうり４０　ごま２　砂糖１
味噌汁 ごぼう２０　冷コーン８ 醤油１　酢３　塩　ごま油１ ポテトサラダ 味噌汁

かぼちゃ２５　玉葱１５ ちりめんじゃこ２　 じゃが芋４０　冷コーン３ さつま芋２５　玉葱１５
味噌５　煮干  出し昆布 マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 清汁 きゅうり１０　マヨドレ３　塩0.1 味噌４　煮干　出し昆布

ごま２　塩0.2　 麩（小麦）１　三つ葉３　
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 野菜のスープ
花かつお 玉葱１５　オクラ８　塩

ブイヨン
梨

みたらし団子 二色おはぎ じゃが芋のポンデケージョ みかんゼリー ジャムサンド
団子粉　みりん　砂糖　醤油 もち米　黄粉　砂糖　小豆 じゃが芋　片栗粉　強力粉 みかんジュース　みかん缶 食パン（小麦・乳）
豆腐　片栗粉 米　塩 バター　砂糖　ＢＰ　 砂糖　アガー 苺ジャム

牛乳　ミックスチーズ 手作りクッキー
小麦粉　砂糖　バター　牛乳

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※梨 ※ビスケット ※バナナ ※レーズン ※おせんべい
（小麦）

30
ご飯

米４０

納豆のかき揚げ
納豆１５　ツナ７　さつま芋４０
小麦粉４　醤油２　卵５　油
塩　片栗粉２

ごま酢和え
もやし５０　豆苗１０　塩
人参５　ごま２　
酢３　砂糖１　醤油２

味噌汁
豆腐２５　青葱３
味噌４　煮干　出し昆布

ヨーグルト
（市販）

おせんべい（市販）

※梨

※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。

 食欲の秋‼梨・ぶどう・栗・さつま芋・きのこ・さんま・鮭など店頭には秋の食材が出回ってきました。 

季節が進み、献立にも少しずつ秋の食材を取り入れていっています。 

                                                                                                                                                       

 大豆の旬も秋です。大豆の語源は、「大いなる豆」と言われ、立派で大切な豆という意味合いが込められています。

また、枝豆は「未成熟な状態の豆」で、大豆になる前に収穫されたものです。 

植物性たんぱく質を30％程度含み、これに脂質・炭水化物という3大栄養素がバランスよく含まれていることから

『畑のお肉』とも呼ばれています。大豆からは色々な食品（豆腐・豆乳・黄粉・納豆・味噌・醤油など）ができます。 

豆腐や納豆は手軽に使えて、栄養も豊富なのでしっかりとっていきたいですね。 

 

     ※大正12（1923）年９月１日は関東大震災が起きた日にあたり「防災の日」とされています。 

      非常食の入れ替えのため、2日（わかめご飯）・１３日（白ご飯）に使用します。 






