
 令和元年度 　 ８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
ご飯 ご飯 冷やしうどん

米４０ 米40 干しうどん３０（小麦）　塩0.3
青葱３　卵８　焼きのり0.7

豚肉のしょうが焼き あじフライ 干椎茸１　出し昆布
豚肉５０　　酒２　　生姜１ あじ４０　強力粉３　 煮干　醤油２　みりん２　酒１
砂糖１　みりん２　醤油２ 塩0.3　卵３　油　牛乳１

パン粉８　ケチャップ３
ウスターソース２

柳川もどき
ずいきとあげの煮付け 豚肉１５　ごぼう８　酒２

ずいき４0　油揚げ７　人参８ 添え野菜 人参８　玉葱１５　砂糖１
砂糖0.5　醤油２　みりん１ トマト２０　きゅうり２０ 高野豆腐５　卵２５　塩0.2

三度豆３　醤油２　油
みりん２

味噌汁 味噌汁
かぼちゃ２５　玉葱１５　 じゃが芋２５　玉葱１５　
味噌５　煮干  出し昆布 味噌５　煮干  出し昆布

フライドポテト ヨーグルトシャーベット 梅干しおにぎり
じゃが芋 　塩　油 ヨーグルト　砂糖　みかん缶 米　梅干し

牛乳 牛乳 チーズ

※バナナ ※プルーン ※牛乳

5 6 7 8（幼児弁当日） 9 10
ご飯 カリカリバケット ご飯 ご飯 梅じそご飯 ツナピラフ

米４０ （小麦） 米４０ 米４０ 米４0　梅干し３　出し昆布 米４0 　玉葱１０
ごま２　青じそ１　塩0.3 三度豆３　ツナ８　塩0.3　

鰆の照り焼き なすとひき肉のグラタン 夏野菜のかき揚げ 五目どうふ 酒0.3　油１　ブイヨン
鰆５０　砂糖1　醤油２　酒４ なすび３０　合挽きミンチ２０ 鶏ササミ２０　玉葱１５ 豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５
みりん４ トマト２０　玉葱１０ かぼちゃ３０ 　油６ 人参１０　絹さや３ ササミとなすびのサラダ

小麦粉２　ミックスチーズ５ とうもろこし　８ 干椎茸１　油0.3 鶏ササミ１０　酢３　酒１　 ポークビーンズ
酢の物 ケチャップ５　油0.6　塩0.2 小麦粉８　卵６　塩0.5 醤油２　砂糖１　塩0.2 なすび４０　きゅうり１０ 豚肉１５　大豆５　玉葱２５

きゅうり２０　 牛乳30　バター２ 片栗粉1.2　生姜 砂糖0.8　醤油１ 　ごま２ じゃが芋３０　ケチャップ５
春雨３　　人参５　酢３ ごま酢和え オリーブ油２　塩0.3 枝豆１０　砂糖0.5
砂糖1.5　醤油１　塩 もやし５０　豆苗１０　塩 たたきごぼう ホールトマト１０　醤油１

パンプキンスープ 酢３　砂糖１　醤油２　ごま２ ごぼう３０　ごま２　砂糖１ 塩0.1　ブイヨン
南瓜６０　玉葱２５　牛乳８０ 醤油１　酢３　塩 清汁

味噌汁 バター３　生クリーム３ そうめん10　三つ葉３
豆腐２５　青葱３ ブイヨン０．３　塩0.5 清汁 味噌汁 出し昆布　醤油0.2　 塩0.3 わかめともやしのスープ
味噌４　煮干　出し昆布 麩（小麦）１　三つ葉３　 じゃが芋２５　玉葱１５　 乾わかめ0.3　もやし１５

出し昆布　醤油0.5　塩0.4 味噌５　煮干  出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
花かつお

チューペット（氷菓・幼児） ゆかりおにぎり 黒糖わらびもち アイスケーキ 焼きドーナツ 手作りクッキー
ミニカップゼリー（市販・乳児）米　ゆかり わらびもち粉　砂糖　黄粉　 生クリーム　ビスケット（小麦）小麦粉　砂糖　牛乳 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

黒糖 苺ジャム　 ＢＰ　油 Ｂ.Ｐ 
きらず揚げ（市販）

（小麦）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※牛乳 ※チーズ ※プルーン ※バナナ ※おせんべい

12 13 14 15 16 17
ご飯 やきそば 鮭ずし ご飯 冷やしうどん

米４０　 中華麺（小麦）３０　豚肉１５ 米４０　さけフレーク６ 米４０ 干しうどん３０（小麦）　塩0.3
玉葱２０　　もやし１５　塩0.3 ごま1.2　塩0.5　酢３ 青葱３　卵８　焼きのり0.7

肉じゃが 人参５　ピーマン５　ソース５　砂糖３　出し昆布 鶏の照り焼き 干椎茸１　出し昆布
牛肉２０　じゃが芋５０ 青のり0.1　花かつお 　 鶏５０　砂糖１　みりん４ 煮干　醤油２　みりん２　酒１

休 玉葱２５　人参１２　三度豆３ 鶏と高野豆腐の 醤油２　酒４
砂糖１　醤油２　油0.5 たたききゅうり 炊き合わせ 柳川もどき
酒２　みりん２ きゅうり４０　ごま２　砂糖１ 鶏３０　高野豆腐８　塩 豚肉１５　ごぼう８　酒２

園 醤油１　酢３　塩　ごま油１ 人参２０　三度豆３　砂糖1.5 ピーマンソテー 人参８　玉葱１５　砂糖1
酒２　醤油２　みりん１ ピーマン１５　醤油1.５　 高野豆腐５　卵２５　塩0.2

味噌汁 カラーピーマン１５ 三度豆３　醤油２　油
日 豆腐２５　青葱３ 清汁 玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ みりん２

味噌５　煮干　出し昆布 オクラのスープ 麩（小麦）１　三つ葉３　
オクラ１０　冬瓜１５　 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 味噌汁
ブイヨン　塩0.4　醤油0.5 花かつお かぼちゃ２５　玉葱１５

味噌５　煮干  出し昆布

マカロニ黄粉 梅干しおにぎり ポンデ・レーズン グレープゼリー 手作り昆布のおにぎり
マカロニ（小麦）　黄粉　 米　梅干し　塩 白玉粉　小麦粉　豆腐 ぶどうジュース　砂糖　 米　昆布　花かつお　　
砂糖 ＢＰ　砂糖　塩　油　レーズン アガー 醤油　　みりん

プルーン 丸かじりきゅうり

牛乳 炒り小魚 牛乳 牛乳　 チーズ

※ビスケット ※牛乳 ※おせんべい ※レーズン ※牛乳
（小麦・乳）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
19 20 21 22 23 24
ご飯 カリカリトースト ご飯 カレーライス ご飯 ツナピラフ

米４０ 　　　　　　（小麦・乳） 米４０ 米４０　鶏肉３０　玉葱４0 米４０ 米４0 　玉葱１０
じゃが芋３０　ピーマン５ 三度豆３　ツナ８　塩0.3　

鶏むね肉の南蛮漬 ミネストローネ あじフライ 人参１５　カレールー８ マーボー茄子 酒0.3　油１　ブイヨン
鶏むね肉２５　かぼちゃ２５ 牛ミンチ１５　玉葱３０ あじ４０　強力粉３　 油３　塩　醤油 なすび６０　豚ミンチ１２
玉葱２５　ピーマン５　塩0.3 人参１５　トマト２０ 塩0.3　卵３　油　牛乳１ ピーマン５　人参１０　醤油２
なすび２０　赤ピーマン５ マカロニ（小麦）６　パセリ0.5 パン粉８　ケチャップ３ 砂糖1　みりん１　片栗粉２ ポークビーンズ
醤油２　酢　片栗粉３ ピーマン５　トマト缶２０　油　　ウスターソース２ 玉葱10　生姜　赤味噌１　油 豚肉１５　大豆５　玉葱２５
砂糖１　油５　出し昆布　 ブイヨン　塩0.3 マカロニサラダ じゃが芋３０　ケチャップ５

冬瓜のサラダ マカロニ１３(小麦） 枝豆１０　砂糖0.5
冬瓜55　 とうもろこし８ きゅうり１０　　冷コーン８ ホールトマト１０　醤油１

味噌汁 じゃが芋のガレット トマト20　オリーブ油２ マヨドレ８　塩0.1　砂糖0.2 春雨のコーンスープ 塩0.1　ブイヨン
豆腐３０　青葱３ じゃが芋５０　チーズ８　塩 酢２　砂糖0.5　醤油１ 春雨５　ニラ２　ブイヨン
味噌４　煮干　出し昆布 　 冷コーン８　卵１５　醤油0.5

塩0.４　 わかめともやしのスープ
清汁 乾わかめ0.3　もやし１５

麩（小麦）１　三つ葉３　 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
出し昆布　醤油２　塩0.4
花かつお

黒糖わらびもち とうもろこしおにぎり かぼちゃボール ヨーグルト すいか ジャムサンド
わらびもち粉　砂糖　黄粉　 米　塩　とうもろこし かぼちゃ　砂糖　油 （市販） 食パン（小麦・乳）
黒糖 コーンフレーク 堅焼きせんべい（幼児） 苺ジャム

きらず揚げ（市販） おせんべい（乳児）
（小麦）

牛乳 炒り小魚 牛乳 牛乳 牛乳

※プルーン ※牛乳 ※チーズ ※レーズン ※バナナ ※おせんべい

26 27（誕生日会会食） 28 29 30 31
ご飯 梅ご飯ケーキ ご飯 カリカリバケット ご飯 ひじきご飯

米４０ 米４0　梅干し３　出し昆布 米４０ （小麦） 米４０ 米４０　乾ひじき0.8　人参６
塩0.3　プチトマト１０　卵１０ ちりめんじゃこ２　油揚げ７

和風ハンバーグ きゅうり５　人参５ 五目どうふ クリームシチュー 鰆の照り焼き 油0.5　醤2　砂糖0.２　塩
鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５ 豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５ 豚肉２５　じゃが芋３０　 鰆５０　砂糖１　みりん４ みりん１　酒１　出し昆布
冷コーン６　ケチャップ３　 人参１０　絹さや３ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 醤油２　酒４
味噌1.5　油２　パン粉４　塩 夏野菜のかき揚げ 干椎茸１　油0.3 ピーマン4　牛乳８０　油
玉葱１５　醤油0.5 鶏ササミ２０　玉葱１５　油５ 醤油２　砂糖１　塩0.2 人参１０　バター2.5 切干大根の酢の物 じゃが芋とツナの

かぼちゃ３０ とうもろこし８　 片栗粉1.2　生姜 小麦粉３ 切干大根５　人参３ 　　　　　　炊き合わせ
ピーマンソテー 小麦粉８　卵６　塩0.5 きゅうり10　　酢２ じゃが芋５０　三度豆３

ピーマン１５　醤油1.５　 たたきごぼう かぼちゃサラダ 塩0.1　砂糖1　醤油２ 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
カラーピーマン１５ ごぼう３５　ごま２　砂糖１ かぼちゃ５0　きゅうり10 醤油２　　酒２　塩0.1
玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１ 清汁 醤油１　酢３　塩 レーズン３　塩0.2　 味噌汁 みりん0.8　

カラーそうめん10　花かつお マヨドレ８　砂糖0.5 じゃが芋２５　玉葱１５　
味噌汁 出し昆布　醤油0.2　 塩0.3 わかめともやしのスープ 味噌４　煮干　出し昆布 味噌汁

小松菜１０　油揚げ３ 乾わかめ0.3　もやし１５ 豆腐３０　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 味噌４　煮干　出し昆布

すいか

ポンデ・シロゴマ ヨーグルトシャーベット ミルクもち のりおにぎり チューペット（氷菓・幼児） 手作りクッキー
白玉粉　小麦粉　豆腐 ヨーグルト　砂糖　みかん缶 牛乳　黄粉　砂糖　片栗粉 米　のり　塩 ミニカップゼリー（市販・乳児）小麦粉　砂糖　バター　牛乳
ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま Ｂ.Ｐ 

ビスケット（市販）
　（小麦）

牛乳　 牛乳　 牛乳　 炒り小魚 牛乳 牛乳　

※おせんべい ※プルーン ※バナナ ※牛乳 ※チーズ ※おせんべい

※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。

 園庭や玄関で菜園しているきゅうりやプチトマト・ゴーヤが毎日のように調理室に届いています。 

          きゅうりはそのままスティックや酢漬けにしたり、ゴーヤは佃煮や素揚げにして食べています。 

  ゴーヤの味は好き嫌いがありますが、佃煮にするとご飯がすすむ！とおかわりをしている子もいますよ。 

 

『 ゴーヤ 』 

☆栄 養  …ビタミンCが豊富。「モモルデシン」という苦み成分に、胃腸の粘膜を保護したり食欲増進する効果があるそうです。 

☆下 処 理…縦半分に切り、種と白いわたをスプーンで取り除きます。スライスし軽く塩をふり、10～20分置きあく抜きをします。 

      水にさらし塩気をとり、水気を切ります。 

☆調理方法…炒め物・和え物・サラダの彩りなど豊富に使えます。 

 

〇佃煮の作り方〇 

   ≪材料≫  ・ゴーヤ1本（中）・花かつお10g ・みりん1/2 ・濃口醤油1/4カップ ・砂糖小さじ１ 

   ≪作り方≫  

     ゴーヤは下処理します。鍋に材料全て入れ、汁気がなくなるまで弱火で炊きます。 


