
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1

ご飯
米40

五目どうふ
豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５
人参１０　絹さや３
干椎茸１　油0.3
醤油２　砂糖１　塩0.2
片栗粉1.2　生姜

たたきごぼう
ごぼう３５　砂糖１　酢３
ごま２　醤油１　塩

味噌汁
大根２０　油揚げ７
味噌４　煮干　出し昆布

ジャムサンド
食パン（小麦・乳）　苺ジャム

牛乳

※おせんべい

3 4 5 6 7 8
恵方巻き カリカリトースト ご飯 ご飯 マカロニグラタン さつま芋ご飯

米45　梅干し３　高野豆腐7 　　　　　　（小麦・乳） 米４０ 米４０ マカロニ（小麦）２０　鶏肉３０　米３５　さつま芋２０
人参５　干し椎茸５　塩0.5 ミックスチーズ８　牛乳１００ もち米１０　塩0.3　出し昆布
かんぴょう３　きゅうり１０ チリコンカーン 和風ミートローフ 焼きぎょうざ マッシュルーム８　玉葱２０
のり0.1　酢3　砂糖2 大豆２０　牛ミンチ１５　 合挽ミンチ５０　玉葱３０ ぎょうざの皮（小麦)３０ 小麦粉４　バター３　塩0.5

玉葱５０　人参２０　油0.6 卵２５　パン粉１　醤油１ 豚ミンチ２５　キャベツ２０　 大根のそぼろ煮
納豆和え 砂糖０．５　ケチャップ５ 油0.5　ケチャップ３　　塩 ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 大根５０　人参１２

ほうれん草３５　もやし３５ 醤油１　塩０．２　酒１ 小麦粉１　味噌２　 塩0.2　醤油２　酒１ レーズンサラダ 鶏ミンチ１０　三度豆３
納豆８　砂糖0.8　醤油３ じゃが芋３０　カレー粉0.2 キャベツ２０　きゅうり１０ みりん１　片栗粉２

ゆで野菜 レーズン３　レタス１５ 砂糖１　醤油２　酒１　
れんこんサラダ ブロッコリー２０　人参１５　 春雨のコーンスープ みかん缶１０　オリーブ油２

いわしのつみれ汁 れんこん３５　人参１０ 塩 春雨５　青葱２　ブイヨン 酢２　砂糖0.5　塩0.3
いわし30　白葱20　生姜0.3 きゅうり１０　ごま２　塩0.3 粉ふき芋 冷コーン８　卵１５　醤油0.5 味噌汁
塩0.4　醤油0.5　出し昆布 マヨドレ８　砂糖0.5 じゃが芋30  塩0.3 塩0.４　 麩（小麦）１　乾わかめ0.3
花かつお 野菜スープ 味噌４　煮干　出し昆布

味噌汁 大根２０　人参１０　塩
白菜２０　油あげ５ もやしの胡麻酢和え 大根の葉　ブイヨン　

炒り大豆をつけると良い 味噌４　煮干　出し昆布 いつもより少なめであっても良かった

赤鬼ゼリー みたらし団子 りんご 焼き芋 焼きおにぎり マカロニ黄粉
アセロラジュース　砂糖 団子粉　みりん　砂糖　醤油 さつま芋 米　花かつお　醤油　みりん マカロニ（小麦）　黄粉　
生クリーム　レーズン 豆腐　片栗粉 きらずあげ（市販） 砂糖
フィンガービスケット（小麦） 　（小麦）

アガー
 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 炒り小魚 牛乳

※チーズ ※バナナ ※プルーン ※みかん ※牛乳 ※おせんべい

10 11 12 13 14 15
ご飯 ご飯 ご飯 カリカリバケット ハヤシライス

米４０ 米４０ 米４０ バケット３５　（小麦） 米４５　牛肉２５　玉葱６０　
人参１０　マッシュルーム１０

鮭の磯辺焼き すきやき風煮込み トンカツ ベーコンチャウダー じゃが芋２５　ケチャップ１０
生鮭５０　酒２　みりん２　 牛肉３５　玉葱３０　春菊10 豚肉４０　小麦粉２　卵５ ベーコン１３　キャベツ２５ 油１　ソース５　ブイヨン
醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 人参１０　糸こんにゃく１５ パン粉６　油　塩　牛乳 玉葱２５　人参１３　牛乳８０ カットトマト10　塩0.2

休 麩（小麦）１　白菜30　砂糖１　 クリームコーン缶２５ トマト１０　片栗粉
白和え 焼き豆腐４０　みりん１　酒１ ほうれん草とキャベツの ピーマン５　小麦粉３

ほうれん草２５　人参８ 醤油４ サラダ バター2.5　塩１　油
豆腐３０　こんにゃく１０　 園 ほうれん草３０　キャベツ２０ 大根サラダ
白味噌５　砂糖１　醤油１ とろろ汁 冷コーン８　醤油2 大根５０　人参６　ごま２
みりん１　酒１　ごま２ とろろ芋１５  三つ葉３ 酢2　塩0.1　砂糖0.2 レタスとツナのごま酢あえ きゅうり8  冷コーン８

日 ちりめんじゃこ２　卵１５ オリーブ油２ レタス２０　もやし４０　 マヨドレ６　塩0.3　砂糖0.3
味噌汁 出し昆布　煮干　醤油２ ツナ５　ごま2.5　醤油２ 醤油0.5

じゃが芋２５　玉葱１５ 塩0.4　 味噌汁 わかめ0.5 砂糖1.2　酢３
味噌４　煮干　出し昆布 さつま芋２５　玉葱１５

味噌５　煮干　出し昆布

パリッとスィート 煮込みうどん カントリーアップルケーキ レーズンスティック ビスケット（市販）
さつま芋　レーズン ゆでうどん（小麦）　青葱 小麦粉　りんご　卵 強力粉　レーズン　砂糖 （小麦・卵・乳）
砂糖　春巻きの皮　油 油揚げ　干し椎茸　塩　醬油 砂糖　バター　シナモン 塩　バター　ドライイースト

出し昆布　　煮干

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳

※バナナ ※牛乳 ※いよかん ※りんご ※おせんべい

令和元年度　　２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
17 18 19 20 21 22
ご飯 ご飯 ほうとう風うどん カレーライス ご飯 ご飯

米４０ 米４０ ゆでうどん（小麦）３０ 米４０　牛肉２５　玉葱４0 米４０ 米40
豚肉１０　人参５　豆腐８ 人参１５　じゃが芋３０

おからボール 焼きぎょうざ 大根８　かぼちゃ１０　　 ピーマン５　赤ピーマン４ 鯖の味噌煮 五目どうふ
おから１０　鶏ミンチ１０ ぎょうざの皮（小麦)３０ 青葱３　味噌7　煮干　 カレールゥ８　　カレー粉 鯖50　酒２　みりん２　味噌１ 豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５
牛蒡８　豚ミンチ５　砂糖１ 豚ミンチ２５　キャベツ２０　 出し昆布 油３　塩　醬油 白味噌２　生姜　砂糖２ 人参１０　絹さや３
ひじき１　豆腐２５ ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 干椎茸１　油0.3
醤油２　砂糖1　片栗粉５　油 塩0.2　醤油２　酒１ うの花の炒り煮 醤油２　砂糖１　塩0.2

じゃが芋の炒め煮 ごぼうサラダ おから13　人参5　干し椎茸1 片栗粉1.2　生姜
白菜の煮びたし じゃが芋５０　砂糖１ ごぼう２０　冷コーン８ 青葱５　油揚げ５　煮干

白菜５０　人参１０ 春雨のコーンスープ 油0.5　醤油1.5　みりん１ ちりめんじゃこ２　 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ たたきごぼう
油揚げ７　酒１　みりん１ 春雨５　青葱２　ブイヨン マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ 醤油２　みりん１ ごぼう３５　砂糖１　酢３
醤油２　出し昆布　煮干 冷コーン８　卵１５　醤油0.5 ごま２　塩0.2　 ごま２　醤油１　塩

塩0.４　 清汁
はっさく 麩（小麦）１　三つ葉３　 味噌汁

味噌汁 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 大根２０　油揚げ７
じゃが芋２５　玉葱１５ 花かつお　 味噌４　煮干　出し昆布
味噌４　煮干　出し昆布

グリーンホットケーキ さつま芋のコーンカップ 五平餅 ヨーグルト じゃが芋のバター焼き 手作りクッキー
小麦粉　卵　砂糖　バター さつま芋　砂糖　バター 米　もち米　味噌　はちみつ （市販） じゃが芋　バター　塩 小麦粉　砂糖　バター　牛乳
ほうれん草　BP　牛乳 コーンカップ（小麦・大豆） Ｂ.Ｐ 

クラッカー（市販）
（小麦・乳）

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※いちご ※おせんべい ※牛乳 ※チーズ ※バナナ ※おせんべい

24 25 26（幼児弁当日） 27（誕生日会会食） 28 29
カリカリトースト さつま芋ご飯 オムライス ご飯 ご飯

　　　　　　（小麦・乳） 米３５　さつま芋２０ 米４０　ケチャップ１０　人参５米４０ 米４０　
もち米１０　塩0.3　出し昆布 玉葱２５　ピーマン５　油１

クリームシチュー マッシュルーム１０　ブイヨン あじのカレームニエル 肉じゃが
豚肉２５　じゃが芋３０　 カットトマト８　バター１　塩0.5あじ４０　塩0.3　小麦粉３ 牛肉２０　じゃが芋５０
玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 大根のそぼろ煮 卵１０ カレー粉0.3　油１　バター１ 玉葱２５　人参１２　三度豆３

休 ピーマン4　牛乳８０　油 大根５０　人参１２ ハンバーグ 砂糖１　醤油２　油0.5
人参２０　バター３ 鶏ミンチ１０　三度豆３ 牛ミンチ３０　豚ミンチ２０ 春雨の中華サラダ 酒２　みりん２
小麦粉3.5 みりん１　片栗粉２ 玉葱３０　ケチャップ５ 春雨５　人参５　きゅうり８

園 砂糖１　醤油２　酒１　 塩0.3　パン粉３ 無添加ハム５　ごま２　
キャロットサラダ ゆで野菜 砂糖0.5　ごま油２　酢３ 味噌汁

人参４０　缶パイン８　 ブロッコリー２０　人参１５　塩塩0.3　醤油１ 豆腐２５　青葱３
日 きゅうり１０　砂糖１　　 味噌汁 味噌４　煮干　出し昆布

塩0.1　酢３　オリーブ油２ 豆腐２５　乾わかめ0.3　 わかめともやしのスープ 味噌汁
味噌5　煮干　出し昆布 乾わかめ0.3　もやし１５ じゃが芋２５　玉葱１５

塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 味噌４　煮干　出し昆布

いちご

焼きおにぎり レーズン蒸しパン スノーボール ミルクパン（市販） ジャムサンド
米　醤油　花かつお　塩 小麦粉　BP 　砂糖 　 小麦粉　砂糖　バター （小麦・卵・乳） 食パン（小麦・乳）　苺ジャム

レーズン　卵　牛乳　油 粉糖

炒り小魚 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※チーズ ※みかん ※おせんべい ※バナナ ※レーズン

※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。

２月３日は節分です。旧暦では、冬から春に変わる「立春」を一年の始まりと考えています。

その前日である「節分の日」は一年の終わり、新しい春が訪れる前に「厄災が起こらないよう

に」縁起を担いで豆まきなどを行ってきました。豆まきは、もともと中国から伝わってきた風

習で、季節の変わり目に邪気（鬼）が生じると考えられており、その鬼を追い払う儀式として

行われたそうです。また節分では、魔よけの意味でいわしの頭をヒイラギの枝に刺して玄関に

飾ったりします。３日の給食にいわしのつみれ汁として食べ、邪気を払いたいと思います。

給食の時間によく「食器に手を添えて食べようね」と声掛けをします。手を添える事で姿勢

も良くなり、食べこぼしも少なくなると思います。子ども達には繰り返し伝えると身につく事

なので、お家でも声掛けしてあげてほしいです。


