
　　　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
カレーライス きんぴらごはん

米４０　牛肉25　玉葱４0 米４０　牛ミンチ７　人参５　
人参１５　じゃが芋３０ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　
油３　塩0.3　醤油0.3 絹さや２　生姜0.3　酒２
ピーマン５　カレールゥ５ 砂糖0.5　醤油２　油１　

塩　出し昆布

千切大根の煮付け
大根サラダ 千切大根５　大豆５　人参８

大根５０　きゅうり８ 油揚げ７　いんげん３
ごま２  冷コーン８ 砂糖1　みりん１
マヨドレ６　塩0.5　砂糖0.3 酒１　醤油２　塩0.2

味噌汁
かぼちゃ２５　玉葱１５　
味噌４　煮干　出し昆布

ミルクパン（市販） おせんべい（市販）
（小麦・卵・乳）

牛乳 牛乳

※みかん ※プルーン

4 5 6 7 8（幼児弁当日） 9
ふわふわ丼 ご飯 カリカリトースト ご飯 やきそば

米４０　豆腐５0　卵２０　 米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
鶏ミンチ１５　油0.5 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3
青葱７　砂糖１　醤油２　塩 白身魚の野菜あんかけ きのこクリームシチュー 和風ハンバーグ キャベツ１０

休 焼きのり0.5　片栗粉２　 白身魚５０　玉葱１５　もやし２０豚肉２０　しめじ１０　玉葱２５ 鶏ミンチ４５　　豚ミンチ１５ 人参５　ピーマン５　ソース５　
酒１　みりん２ 人参１０ 三度豆３　砂糖１ マッシュルーム８　人参１０ 玉葱１５　ケチャップ３ 青のり0.1　花かつお

醤油２　みりん２　酒２ エリンギ１０　 冷コーン８　醤油0.5
園 ごぼうの土佐煮 片栗粉１ チンゲン菜１０　小麦粉３ 味噌1.5　油２　パン粉４　塩 かぼちゃの甘煮

ごぼう３０　砂糖0.8　油 バター2.5　牛乳８０　塩０．３ 南瓜４０　砂糖３　醤油１
人参１０　花かつを１ ふろふき大根 ゆでブロッコリー

日 醤油２　みりん１　酒0.2 大根５０　砂糖１　醤油１ ブロッコリー２０　塩
味噌２ キャロットサラダ

味噌汁 人参４０　缶パイン８　 粉ふき芋 わかめと玉葱のスープ
麩１（小麦）　乾わかめ0.3 とろろ汁 きゅうり１０　砂糖１　　 じゃが芋30  塩0.3 乾わかめ0.3　玉葱１５
味噌４　煮干　出し昆布 とろろ芋１５  ほうれん草１０ 塩0.1　酢３　オリーブ油２ 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

ちりめんじゃこ２　卵１５ 味噌汁
出し昆布　煮干　醤油0.5 豆腐２５　青葱３
塩0.4 味噌４　煮干　出し昆布

みかん じゃが芋のポンデケージョ 五平餅 大文字カップケーキ ゆかりおにぎり
じゃが芋　片栗粉　強力粉 米　もち米　味噌　はちみつ 小麦粉　砂糖　卵 米　ゆかりふりかけ

きらずあげ（市販） バター　砂糖　ＢＰ　牛乳 バター　BP 　チョコペン
（小麦） ミックスチーズ

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 炒り小魚

※チーズ ※プルーン ※牛乳 ※みかん ※おせんべい

11 １２（誕生会会食） 13 14 15 16
ご飯 ハンバーガー 鶏ごぼうご飯 ご飯 ご飯 かやくうどん

米４０ バーガー用パン （小麦・乳） 米４０　鶏肉１５　ごぼう５ 米４０ 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　
牛ミンチ３０　豚ミンチ２０ 干し椎茸１　人参５　油揚げ5 干椎茸1　人参８　塩0.3

さつま芋のかき揚げ 玉葱３０　ケチャップ３ 絹さや３　醤油２　出し昆布 鮭のちゃんちゃん焼き おからボール 油揚げ８　青葱7　醤油2
さつま芋５０　ささみ２０ レタス８　塩0.3　パン粉３　 みりん２　酒１ 生鮭５０　キャベツ４０ おから１０　鶏ミンチ１０ 煮干　出し昆布 
玉葱１５　小麦粉７ マヨドレ３　牛乳５ 人参１０　玉葱３０　しめじ１５ 牛蒡８　豚ミンチ５　砂糖１
醤油２　塩0.2　卵５　油 白和え 味噌２　酒１　みりん１ ひじき１　豆腐２５
片栗粉１　 ゆでブロッコリー ほうれん草２５　 砂糖１　醤油１　バター１ 醤油２　砂糖1　片栗粉５　油 厚揚げのそぼろ煮

ブロッコリー３０　塩 豆腐３０　こんにゃく１０　 厚揚げ４０　鶏ミンチ１０
三色ごま和え プチトマト 白味噌５　砂糖１　醤油１ 白菜の煮びたし 人参２０　玉葱２０　三度豆３

小松菜４５　人参１０ フライドポテト みりん１　酒１　ごま２ 春雨のコーンスープ 白菜５０　人参１０ 砂糖１　醤油２　生姜
しめじ１０　ごま２ じゃが芋40　塩0.3　油 春雨５　ニラ２　ブイヨン 油揚げ７　酒１　みりん１ 酒１　みりん１
砂糖0.8　塩0.1　醤油2 小麦粉0.2 冷コーン８　卵１５　醤油0.5 醤油２　出し昆布　煮干

味噌汁 塩0.４　
味噌汁 野菜スープ さつま芋２５　玉葱１５

豆腐２５　青葱３ 大根１５　人参 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁 みかん
味噌４　煮干　出し昆布 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン かぼちゃ２５　玉葱１５

味噌４　煮干　出し昆布
みかん

ミルクもち ごま味噌団子 グレープゼリー ジャムサンド りんごのカップケーキ 菜めしおにぎり
牛乳　砂糖　片栗粉　黄粉 団子粉　豆腐　砂糖　ごま ぶどうジュース　砂糖　 食パン（小麦・乳） りんご　小麦粉　砂糖 米　菜めしふりかけ

白味噌 アガー 苺ジャム 卵　バター　BP
クラッカー（市販）

（小麦・乳）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 炒り小魚

※りんご ※レーズン ※バナナ ※みかん ※おせんべい ※牛乳

令和元年度　１１月　献　立　表



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
18 19 20 21 22 23

さつま芋ご飯 きのこスパゲティ カレーライス ご飯 ご飯
米３５　さつま芋２５ スパゲティ（小麦）３０ 米４０　牛肉25　玉葱４0 米４０ 米４０
もち米１０　塩0.3　出し昆布 無添加ベーコン１５ 人参１５　じゃが芋３０

しめじ２０ 　エリンギ２０ ピーマン５　 豆腐ハンバーグ 鯖の塩焼き
鶏の照り焼き 醤油３　油　塩 カレールゥ５　　カレー粉 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 鯖５０　塩0.4　酒１　油0.2 休

鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 玉葱１５ ブイヨン　油３　塩 玉葱２５　豆腐４０　　 醤油0.3
醤油２　酒４ パン粉5　　醤油２

ケチャップ３　油　塩0.3 切干大根の煮付け 園
ごま酢和え ブロッコリーサラダ レタスとツナのごま酢あえ 切干大根５　大豆５　人参８

もやし５０　豆苗１０　塩 ブロッコリー３０　冷コーン８ レタス２０　もやし４０　ツナ５ キャベツ和え 油揚げ７　いんげん３
人参５　ごま２　 カリフラワー３０　醤油１　 乾わかめ0.5　ごま2.5　醤油２キャベツ３０ 醤油２　砂糖0.8 砂糖1　みりん１ 日
酢３　砂糖１　醤油２ マヨドレ８　砂糖0.3 砂糖1.2　酢３ 酒１　醤油２　塩0.2

きのこソテー
しめじ２０　エリンギ２０ 味噌汁

味噌汁 野菜スープ 醤油２　油 麩１（小麦）　乾わかめ0.3
豆腐２５　青葱３ 大根１５　人参 味噌４　煮干　出し昆布
味噌４　煮干　出し昆布 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン 味噌汁

かぼちゃ２５　玉葱１５
味噌４　煮干　出し昆布

ミルクパン（市販） 五平餅 レーズンスティック りんご 焼き芋
　（小麦・卵・乳） 米　もち米　味噌　はちみつ 強力粉　レーズン　砂糖 さつま芋　

塩　バター　ドライイースト おせんべい（市販）
（小麦）

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※バナナ ※牛乳 ※おせんべい ※プルーン ※みかん

25 26 27 28 29 30
鶏ごぼうご飯 カリカリバケット 鮭ごはん ご飯 ご飯 かやくうどん

米４０　鶏肉１５　ごぼう５ （小麦） 米４０　鮭フレーク８　塩 米４０ 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　
干し椎茸１　人参５　油揚げ5 干椎茸1　人参８　塩0.3
絹さや３　醤油２　出し昆布 きのこクリームシチュー コロッケ 鰆の照り焼き 油揚げ８　青葱7　醤油2
みりん２　酒１ 豚肉２０　しめじ１０　玉葱２５ 里芋の煮っころがし じゃが芋５０　合挽ミンチ１５ 鰆５０　砂糖１　みりん４ 煮干　出し昆布 

マッシュルーム８　人参１０ 里芋５０　人参２０　砂糖１ 玉葱１５　人参８　卵２０ 醤油２　酒４
白和え エリンギ１０　 醤油２　みりん１　酒３　 強力粉５　塩0.3　牛乳５

ほうれん草２５ チンゲン菜１０　小麦粉３ パン粉８　油 うの花の炒り煮 かぼちゃのそぼろ煮
豆腐３０　こんにゃく１０　 バター2.5　牛乳８０　塩０．３ おから13　人参5　干し椎茸1 かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
白味噌５　砂糖１　醤油１ さつま汁 コールスローサラダ 青葱５　油揚げ５　煮干 玉葱１５　三度豆３
みりん１　酒１　ごま２ ごぼうサラダ 豚肉２０　大根２０　ごぼう１０キャベツ４０　冷コーン８ こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ 砂糖1　醤油2　みりん１

ごぼう２０　冷コーン８ さつま芋２０　油揚げ５　 人参５　酢３　砂糖0.5 醤油２　みりん１ 酒１　片栗粉３　煮干し
ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ こんにゃく５　大根葉５ 塩0.3　

清汁 マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 味噌７　煮干　出し昆布 味噌汁
麩（小麦）１　三つ葉３　 ごま２　塩0.2　 味噌汁 里芋２５　玉葱１５
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 豆腐２５　青葱３ 味噌４　煮干　出し昆布 みかん
花かつお　 りんご 味噌４　煮干　出し昆布

じゃが芋のポンデケージョ 手作り昆布のおにぎり みたらし団子 ヨーグルト さつま芋のコーンカップ 菜めしおにぎり
じゃが芋　片栗粉　強力粉 米　昆布　花かつお　 団子粉　みりん　砂糖　醤油 （市販） さつま芋　砂糖　バター 米　菜めしふりかけ
バター　砂糖　ＢＰ　牛乳 醤油　　みりん 豆腐　片栗粉 コーンカップ（小麦・大豆）
ミックスチーズ 炒り大豆　(幼児）

スティックきゅうり（乳児）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 炒り小魚

※みかん ※プルーン ※チーズ ※牛乳 ※バナナ ※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。

りんごには、動脈硬化や高血圧・生活習慣病の予防やビタミンＣが豊富に含まれているので風邪予防にも効果があると言

われています。また、りんごの皮にはポリフェノール等の栄養素が含まれているので、幼児クラスからは皮を洗い皮付きの

まま提供し、しっかり噛んでおいしく栄養が取れればと思っています。そのまま食べても美味しいりんごですが、バザーで

出品する『りんごのカップケーキ』の作り方を紹介したいと思います。お家でも作ってみてくださいね。

≪りんごのカップケーキ≫

≪材料≫・・・カップの型（M)4～5個分

・りんご100g・小麦粉80g・ベーキングパウダー3g・卵１個・砂糖75g・バター50g・レーズン大さじ１

≪作り方≫

1．バターは溶かしておきます。小麦粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

２．りんごは1㎝角に切り、分量内の砂糖（大さじ１）をふりかけしんなりさせます。

３．ボウルに卵と砂糖を入れ白っぽくなるまでよく混ぜます。

４．３に残りの材料を入れて混ぜ、カップの8分目まで生地を入れていきます。

５．オーブン180度で約15～20分焼き、中心に竹串を刺して生地がついてこなければできあがりです。

ついてくる場合は、もう少し様子を見ながら加熱します。


