
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2 3 4 5 6 7

ご飯 バターロール 大根葉ご飯 さつま芋ご飯 カレーライス ＜持ち帰り給食＞
米４０ 　（小麦・乳・卵） 米４０　大根葉１　みりん１ 米３５　さつま芋２５ 米４０　鶏肉25　玉葱４0

醤油１　花かつお１ もち米１０　塩0.3　出し昆布 人参１５　じゃが芋３０ 中華風おこわ
鯖の味噌煮 ポトフ 油３　塩0.3　醤油0.3 米４０　もち米１０　豚肉１０

鯖50　酒２　みりん２　味噌１ 牛角切り肉２５　人参２０ 豚肉のしょうが焼き ピーマン５　カレールゥ５ たけのこ７　玉葱７　人参５
赤味噌２　生姜　砂糖２ 大根４０　長葱１０ 牛肉と根菜の含め煮 豚肉５０　　酒２　　生姜１ 干椎茸１　油１　砂糖0.3　

玉葱３０　出し昆布 牛肉２０　大根５０　人参２０ 砂糖１　みりん２　醤油２ 醤油３　みりん１　酒１
パセリ１ 塩0.3　醤油３ こんにゃく１５　ごぼう２０ レタスとツナのごま酢あえ

納豆和え ブイヨン　 絹さや３　酒２　醤油３ レタス２０　もやし４０　
ほうれん草３５　もやし３５ 砂糖1 みりん２　油0.3 白菜の土佐和え ツナ５　ごま2.5　醤油２
納豆８　砂糖0.8　醤油３ 白菜５０　人参１０　醤油２ わかめ0.5 砂糖1.2　酢３ みかん

さつま芋サラダ 花かつお１　塩　砂糖0.8
さつま芋５０　きゅうり１０ はんぺん汁

清汁 りんご８　レーズン３　塩0.3 はんぺん(卵）１５ 味噌汁
麩（小麦）１　三つ葉３　 マヨドレ８　 ほうれん草１０　卵１５　塩0.4豆腐２５　青葱３
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 出し昆布　煮干　醤油0.5 味噌４　煮干　出し昆布
花かつお　

肉まん 五平餅 おからドーナツ（市販） 豆乳もち レーズンスティック ※おせんべい
小麦粉　豚ミンチ　玉葱 米　もち米　味噌　はちみつ 　　　　（小麦・乳・卵） 豆乳　黄粉　砂糖　片栗粉 強力粉　レーズン　砂糖
干椎茸　生姜　砂糖　醤油 塩　バター　ドライイースト
ゆでたけのこ　片栗粉
ＢＰ

牛乳 炒り小魚 牛乳 牛乳 牛乳

※バナナ ※牛乳 ※おせんべい ※プルーン ※りんご

9 10 11 12（誕生日会会食） 13 14
ご飯 ホットドック ご飯 いなり＆細巻き ご飯 きんぴらごはん

米４０ 　　　　　　（幼児・みつばち） 米４０ 米45　油揚げ10　人参１　 米４０ 米４０　牛ミンチ７　人参５　
ホットドックパン（小麦・卵・乳） 高野豆腐4　干し椎茸１ 豚ミンチ３　こんにゃく１０　

和風ハンバーグ ウインナー３０　キャベツ３０ 魚フライ 塩0.5　のり１　ウインナー８　 ひじきの千草焼 絹さや２　生姜0.3　酒２
鶏ミンチ４５　　豚ミンチ１５ カレー粉0.3　ケチャップ３　塩魚４０　強力粉３　 きゅうり１　酢3　砂糖2 ひじき0.5  鶏ミンチ１０ 油0.5 砂糖0.5　醤油２　油１　
玉葱１５　ケチャップ３ ハムサンド 塩0.3　卵３　油　牛乳１ 梅干し３　 卵３０　玉葱２０　砂糖0.3 塩　出し昆布
冷コーン８　醤油0.5 　　　（あり・てんとうむし） パン粉８　ケチャップ３ ほうれん草10　醤油２　塩
味噌1.5　油２　パン粉４　塩 食パン４０（小麦・乳） ウスターソース２ バンバンジーサラダ 酒２　みりん１ じゃが芋とツナの

無添加ハム４　きゅうり３　 鶏ささみ３０　きゅうり３０ 　　　　　　炊き合わせ
ピーマンソテー マヨドレ５ レーズンサラダ ごま２　醤油１　塩0.3 三色ごま和え じゃが芋５０　三度豆３

ピーマン１５　醤油1.５　 キャベツ２０　きゅうり１０ 砂糖0.5　ごま油２　酢３　 小松菜4５　人参１０ 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
カラーピーマン１５ ブロッコリーサラダ レーズン３　レタス１５ しめじ１０　ごま２ 醤油２　酒２　塩0.1
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ブロッコリー３０　冷コーン８ みかん缶１０　オリーブ油２ みかん 砂糖0.8　塩0.1　醤油2 みりん0.8　

カリフラワー３０　醤油１　 酢２　砂糖0.5　塩0.3
味噌汁 マヨドレ８　砂糖0.3 清汁 味噌汁 味噌汁

麩（小麦）１　青葱３ 野菜スープ 豆腐２５　三つ葉３　塩0.4 さつま芋２５　玉葱１５ 麩（小麦）１　乾わかめ0.３
味噌４　煮干　出し昆布 野菜スープ 大根１５　人参５ 醤油0.5　出し昆布 味噌４　煮干　出し昆布 味噌4　煮干　出し昆布

玉葱15 人参１０　パセリ１ 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン 花かつお
塩0.3　ブイヨン

じゃが芋のポンデケージョ 手作り昆布のおにぎり 蒸し芋 スノーボール 黄粉トースト みかんゼリー
じゃが芋　片栗粉　強力粉 米　昆布　花かつお　 さつま芋 小麦粉　砂糖　バター 食パン（小麦・乳）　黄粉　砂糖みかんジュース　みかん缶
バター　砂糖　ＢＰ　牛乳 醤油　　みりん 粉糖 はちみつ 砂糖　アガー
ミックスチーズ おせんべい（市販）

牛乳 炒り小魚 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※みかん ※牛乳 ※バナナ ※おせんべい ※りんご ※プルーン

16 17（幼児弁当日） 18 19 20 21
ご飯 ご飯 ご飯 スパゲティーナポリタン ご飯 鶏カレーうどん

米４０ 米４０ 米４０ スパゲティー（小麦）３0　　 米４０　 干しうどん（小麦）３０
豚肉１５　玉葱２５　 鶏肉１８　人参１０　玉葱２０　

鶏の照り焼き コロッケ ピーマン５　ソース４　 鯖の味噌煮 青葱７　カレールー７
鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 牛肉と根菜の含め煮 じゃが芋５０　合挽ミンチ１５ カットトマト３５　油１　 鯖50　酒２　みりん２　味噌１ 醤油３　片栗粉２　煮干
醤油２　酒４ 牛肉２０　大根５０　人参２０ 玉葱２０　人参８　卵２０ 塩0.3　ケチャップ８ 赤味噌２　生姜　砂糖２ 出し昆布

こんにゃく１５　ごぼう２０ 強力粉５　塩0.3　牛乳５
もやしのごま酢和え 絹さや３　酒２　醤油３ パン粉８　油 納豆和え うの花の炒り煮

もやし５０　人参５　 砂糖1 みりん２　油0.3 さつま芋サラダ ほうれん草３５　もやし３５ おから13　人参5　干し椎茸1
豆苗８　ごま２　砂糖1.5 コールスローサラダ さつま芋５０　きゅうり１０ 納豆８　砂糖0.8　醤油２ 青葱５　油揚げ５　煮干
酢３　塩0.1　醤油１ キャベツ４０　冷コーン８ りんご８　レーズン３　塩0.3 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１

清汁 人参５　酢３　砂糖0.5 マヨドレ８　 醤油２　みりん１
豆腐２５　三つ葉３　塩0.4 塩0.3　 清汁

味噌汁 醤油0.5　出し昆布 麩（小麦）１　三つ葉３　 みかん
じゃが芋２５　玉葱１５　 花かつお 味噌汁 野菜スープ 出し昆布　醤油0.5　塩0.4
味噌４　煮干　出し昆布 大根２０　油揚げ７ 白菜15 人参１０　パセリ１ 花かつお　

味噌４　煮干　出し昆布 塩0.3　ブイヨン

りんご レーズン蒸しパン ヨーグルト ポンデ・シロゴマ ピザトースト のりおにぎり
小麦粉　BP 　砂糖 　 （市販） 白玉粉　小麦粉　豆腐 食パン（小麦・乳）　玉葱 米　のり　塩

クラッカー（市販） レーズン　卵　牛乳　油 ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま 無添加ベーコン　ピーマン　
（小麦・乳） 炒り大豆　(幼児） チーズ　 マヨドレ ケチャップ

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 ※みかん ※牛乳 ※チーズ ※りんご ※牛乳

令和元年度　１2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
23 24（クリスマス会） 25 26（もちつき） 27 28

ハヤシライス サンドイッチ ご飯 いそべもち・黄粉もち 大根葉ご飯 ひじきご飯
米４０　牛肉２５　玉葱５０　 食パン（小麦・乳）　苺ジャム 米４０ もち米７０　黄粉２　砂糖2.5 米４０　大根葉１　みりん１ 米４０　乾ひじき0.8　人参６
人参１０　マッシュルーム１０ ロールパン（小麦・乳・卵） のり0.5　しょうゆ３　　小豆 醤油１　花かつお１ ちりめんじゃこ２　油揚げ７
じゃが芋３０　ケチャップ５　 ツナ缶８　きゅうり８　マヨドレ 鮭の磯辺焼き 大根２０ 油0.5　醤2　砂糖0.２　塩
油１　ソース５　ブイヨン 無添加ハム５　チーズ３　 生鮭５０　酒２　みりん２　 おでん みりん１　酒１　出し昆布
カットトマト20　塩0.2 ミートローフ 醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 雑煮 鶏肉３０　大根６０　酒２

合挽ミンチ５０　玉葱３０　油 大根３０　金時人参１０ さつま揚げ（卵）２０ 人参１０ じゃが芋とツナの
人参５　卵２５　パン粉１　塩 鶏肉１５　ほうれん草１０ こんにゃく２０　油揚げ１０ 　　　　　　炊き合わせ

ブロッコリーサラダ ブロッコリー　ケチャップ３　　 白菜の土佐和え 出し昆布　花かつお　塩0.4 砂糖１　みりん３　醤油２　 じゃが芋５０　三度豆３
ブロッコリー３０　冷コーン８ ポテトサラダ 白菜５０　人参１０　醤油２ 醤油２　煮干　みりん 煮干　出し昆布 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
カリフラワー３０　醤油１　 じゃが芋５０　人参１０　塩0.3 花かつお１　塩　砂糖0.8 醤油２　酒２　塩0.1
マヨドレ８　砂糖0.3 プチトマト１０　ブロッコリー5　 煮込みうどん みりん0.8　

黄パプリカ５　マヨドレ８　　 （てんとうむし・あり組） とろろ汁
コーンスープ 味噌汁 ゆでうどん３０ とろろ芋１５  ほうれん草１０ 味噌汁

クリームコーン缶４０  玉葱３０　里芋２５　玉葱１５ 　※雑煮の餅の代わりに ちりめんじゃこ２　卵１５ 豆腐２５　乾わかめ0.3
冷コーン６　生クリーム４　 味噌４　煮干　出し昆布 　　うどんを使用。 出し昆布　煮干　醤油２ 味噌５　煮干　出し昆布
バター１　牛乳８０　ブイヨン 塩0.4　
ごはん　塩0.4 りんご

みかん

ミルクパン（市販） フルーツゼリー クリスマスケーキ 焼き芋 年越し煮込みうどん マカロニ黄粉
（小麦・卵・乳） みかん缶　パイン缶　桃缶 小麦粉　卵　砂糖　ＢＰ さつま芋 ゆでうどん（小麦）　青葱 マカロニ（小麦）　黄粉　砂糖

砂糖　アガー バター　いちご　生クリーム 油揚げ　干し椎茸　塩　醬油
出し昆布　　煮干

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※りんご ※チーズ ※バナナ ※プルーン ※牛乳 ※おせんべい

30 31

休 休

園 園

日 日

※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。

≪冬が旬の大根≫

生で食べても良し、煮ても漬けても良しと使い勝手の良い野菜で、ビタミンＣや食物繊維が豊富です。

また生の大根は、胃腸の働きを助ける消化酵素を含みます。

上部は大根おろしやサラダ、真ん中部分は煮物やおでんに、下部は味噌汁などに調理するのがおすすめ

です。葉の部分にはカロテンやビタミンＣ・カルシウムが豊富なので味噌汁や炒め物に入れて使うといい

ですよ。園では細かく刻んで炒め、花かつお・醤油・みりんで味付けし、ご飯の上にかけると子ども達も

好きで、ご飯をいつも以上によく食べています。

冬の食材を各クラスに持って行き、立派な大根や白菜・穴のあいたれんこんなど、子ども達に見て

触ってもらい、どんな表情や言葉がでてくるのか様子を見たいと思っています。

調理室のカウンターに、食材を展示しているので見てくださいね。

今月は、大根やブロッコリー・白菜・ほうれん草・ごぼうなどを多く取り入れています。

冬の食材には身体を温めてくれる効果があるので、しっかり食べて寒い冬を乗り切りましょう。


