
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6

ご飯 鶏カレーうどん ちらし寿司 ご飯 さつま芋ご飯 カリカリトースト
米４０ ゆでうどん（小麦）３０ 米４０　　砂糖３　酢６　塩0.8 米４０ 米３５　さつま芋２５ 食パン（小麦・乳）

鶏肉１８　人参１０ 玉葱２０　 干椎茸２　人参７　絹さや３ もち米１０　塩0.3　出し昆布
春巻き 青葱７　カレールー７ 高野豆腐２　卵20 豆腐ハンバーグ ベーコンチャウダー

春巻の皮（小麦）12 醤油３　片栗粉２　煮干 出し昆布 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 鶏の照り焼き ベーコン１３　キャベツ２５
豚肉１５　干椎茸1 人参10　 油揚げ５　出し昆布 玉葱２５　豆腐４０　　 鶏肉６０　砂糖１　みりん４ 玉葱２５　人参１３　牛乳８０
ゆでたけのこ10　春雨7 鰆の照り焼き パン粉５　醤油２ 醤油２　酒４ クリームコーン缶２５
ピーマン６　油　酒１　塩 ほうれん草とキャベツの 鰆50　砂糖１　醤油２　酒４ ケチャップ３　油　塩0.3 ピーマン５　小麦粉３
砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 サラダ みりん４　 酢の物 バター2.5　塩１　油

ほうれん草３０　キャベツ２０ 菜の花のごま和え 大根サラダ きゅうり４０　ちりめんじゃこ３
ごま酢和え 冷コーン８　醤油2 菜の花１５　ほうれん草２０ 大根５０　きゅうり８ 乾わかめ0.3　酢３

もやし５０　豆苗１０　塩 酢2　塩0.1　砂糖0.2 ごま２　砂糖0.8　醤油２ ごま２  　冷コーン８ 砂糖1.5　醤油１　塩 レタスとツナのごま酢あえ
人参５　ごま２　 オリーブ油２ マヨドレ６　塩0.5　砂糖0.3 レタス２０　もやし４０　
酢３　砂糖１　醤油２ 清汁 ツナ５　ごま2.5　醤油２

麩（小麦）１　三つ葉３ 味噌汁 味噌汁 わかめ0.5 砂糖1.2　酢３
味噌汁 はっさく 出し昆布　醤油２　塩0.4 さつま芋２５　玉葱１５　 白菜２０　油揚げ７

豆腐２５　青葱３ 花かつお 味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布
味噌５　煮干　出し昆布

いちご

ヨーグルト 梅干しおにぎり 桜餅 おからドーナツ 三色団子 ゆかりおにぎり
（市販） 米　梅干し　塩 もち米　砂糖　食紅　小豆 （小麦・卵・乳） 団子粉　豆腐　人参　砂糖 米　ゆかり

ほうれん草
きらず揚げ（市販） プルーン

（小麦）
チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ

※チーズ ※牛乳 ※レーズン ※おせんべい ※いちご ※牛乳

8 9 10 11 12 13(卒園式）
ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯 きのこスパゲティ カレーライス

米４０ 米４０ 　　　　　　（小麦） 米４０ スパゲティ（小麦）３０ 米４０　牛肉２５　玉葱５0
無添加ベーコン１５ 人参１５　じゃが芋３０

鮭の磯辺焼き コロッケ クリームシチュー 和風ハンバーグ しめじ２０ 　エリンギ２０ 油３　砂糖0.5 塩　醤油
生鮭５０　酒２　みりん２　 じゃが芋５０　合挽ミンチ１５ 豚肉２５　じゃが芋３０　 鶏ミンチ４５　　豚ミンチ１５ 醤油３　油　塩 ピーマン５　赤ピーマン４
醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 玉葱２０　人参８　卵２０ 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 玉葱１５　ケチャップ３　 玉葱１５ カレールゥ８　　

強力粉５　塩0.3　牛乳５ ピーマン4　牛乳８０　油 青葱３　冷コーン８　醤油0.5
千切大根の煮付け パン粉８　油 人参２０　バター３ 味噌1.5　油２　パン粉４　塩 ポテトサラダ

千切大根５　大豆５　人参８ 小麦粉3.5 じゃが芋５０　冷コーン８ ごぼうサラダ
油揚げ７　いんげん３ ブロッコリーサラダ ゆでブロッコリー きゅうり８　砂糖0.5　 ごぼう３０　冷コーン８
砂糖1　みりん１ ブロッコリー３０　冷コーン８ キャロットサラダ ブロッコリー２０　塩 マヨドレ８　　塩0.3 ちりめんじゃこ２　きゅうり１０
酒１　醤油２　塩0.2 カリフラワー３０　醤油１　 人参４０　缶パイン８　 マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１

マヨドレ８　砂糖0.3 きゅうり１０　砂糖１　　 人参グラッセ ごま２　塩0.2　
塩0.1　酢３　オリーブ油２ 人参２０　砂糖0.2　バター１ 野菜スープ

味噌汁 白菜１５　人参５
さつま芋２５　玉葱１５　 味噌汁 味噌汁 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン
味噌５　煮干　出し昆布 豆腐２５　青葱３ 大根２０　油揚げ７

味噌５　煮干　出し昆布 味噌５　煮干　出し昆布

ジャムサンド グレープゼリー パリッとスィート カップケーキ みたらし団子
食パン（小麦・乳）　苺ジャム グレープジュース　砂糖　 さつま芋　レーズン 小麦粉　砂糖　卵 団子粉　みりん　砂糖　醤油

アガー 砂糖　春巻きの皮　油 バター　BP 　チョコペン 豆腐　片栗粉
おせんべい（市販）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
　

※プルーン ※いちご ※はっさく ※おせんべい ※バナナ ※おせんべい

　

15 16 1７（誕生日会会食）1８（幼児･みつばち･あり弁当日） 19 20
マカロニグラタン ご飯 ハンバーガー ご飯 ご飯

マカロニ（小麦）２０　鶏３０　 米４０ バーガー用パン （小麦・乳） 米４０　 米40
ミックスチーズ８　牛乳１００ 牛ミンチ３０　豚ミンチ２０
マッシュルーム８　玉葱２０ 焼きぎょうざ 玉葱３０　ケチャップ３ 肉じゃが ぶりの照り焼き
小麦粉４　バター3　塩0.5 ぎょうざの皮（小麦)３０ レタス８　塩0.3　パン粉３　 牛肉２０　じゃが芋５０ ぶり５０　砂糖１　みりん４

豚ミンチ２５　キャベツ２０　 マヨドレ３　牛乳５ 玉葱２５　人参１２　三度豆３ 酒４　醤油２
ニラ１０　砂糖0.3　ごま油１　 砂糖１　醤油２　油0.5 休

レーズンサラダ 塩0.2　醤油２　酒１ ゆでブロッコリー 酒２　みりん２ 酢の物
春キャベツ２０　きゅうり１０ ブロッコリー３０　塩 きゅうり４０　ちりめんじゃこ３
レーズン３　レタス１５ 乾わかめ0.3　酢３ 園
みかん缶１０　オリーブ油２ もやしのごま酢和え フライドポテト 味噌汁 砂糖1.5　醤油１　塩
酢３　砂糖0.5　塩0.3 もやし５０　人参５　 じゃが芋40　塩0.3　油 大根１５　油揚げ５

豆苗８　ごま２　砂糖1.5 味噌５　煮干　出し昆布 黒豆煮 日
酢３　塩0.1　醤油１ 黒豆1０　砂糖3　塩　醤油

野菜スープ 野菜スープ
大根１５　人参１０　塩 白菜１５　人参５ 味噌汁
ブイヨン　醤油0.5 味噌汁 塩0.4　醬油0.5　ブイヨン 清美オレンジ 豆腐２５　青葱３

麩１（小麦）　青葱３ 味噌５　煮干　出し昆布
味噌５　煮干　出し昆布 いちご

さつま芋のコーンカップ ミルクパン 手作り昆布のおにぎり ぼたもち 肉まん
さつま芋　砂糖　 （小麦・卵・乳） 米　昆布　花かつお　 もち米　小豆　砂糖 小麦粉　豚ミンチ　玉葱
コーンカップ（小麦・大豆） 醤油　　みりん 黄粉 干椎茸　生姜　砂糖　醤油

プルーン ゆでたけのこ　片栗粉　BP

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳

※おせんべい ※バナナ ※牛乳 ※レーズン ※チーズ

令和２年度　３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
22 23 24 25(お別れ会） 26(お別れパーティー） 27
ご飯 ご飯 ご飯 ふわふわ丼 サンドイッチ

米４０ 米４０ 米４０ 米４０　豆腐５0　卵２０　 食パン（小麦）　苺ジャム
鶏ミンチ１５　油0.5 卵２０　マヨドレ

五目どうふ 鮭の塩焼き 春巻き 青葱７　砂糖１　醤油２　塩 ハム５　チーズ３　 休
豆腐５０　豚肉１５　玉葱２５ 鮭50　塩0.3 春巻の皮（小麦）12 焼きのり0.5　片栗粉２　
人参１０　絹さや３ 豚肉１５　干椎茸1 人参10　 酒１　みりん２ オードブル＆フルーツ盛り
干椎茸１　油0.3 ゆでたけのこ10　春雨7 ウィンナー２０　きゅうり２０　 園
醤油２　砂糖１　塩0.2 ひじきと大豆の煮物 ピーマン６　油　酒１　塩 ごぼうの土佐煮 りんご２０　ブロッコリー２０
片栗粉1.2　生姜 ひじき２　人参８　大豆３ 砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 ごぼう３０　砂糖0.8　油 人参２０　きよみオレンジ２０

油揚げ５　三度豆３　砂糖１ 人参１０　花かつを１ プチトマト（黄・赤）　苺２０ 日
たたきごぼう 醤油２　みりん１　出し昆布 ごま酢和え 醤油２　みりん１　酒0.2

ごぼう３５　砂糖１　酢３ 酒１　煮干 もやし５０　豆苗１０　塩 フライドチキン＆ポテト
ごま２　醤油１　塩 乾わかめ0.5　ごま２　 味噌汁 鶏６０　片栗粉６　砂糖0.3

味噌汁 酢３　砂糖１　醤油２ じゃが芋２５　玉葱１５　 酒2　醤油２　みりん３　油
春雨のコーンスープ さつま芋２５　玉葱１５ 味噌５　煮干　出し昆布 じゃが芋３０　塩0.3

春雨５　ニラ２　ブイヨン 味噌５　煮干  出し昆布 味噌汁
冷コーン８　卵１５　醤油0.5 豆腐２５　青葱３ 野菜スープ
塩0.４　 味噌５　煮干　出し昆布 人参７　キャベツ１０　塩0.2

ブイヨン　醤油0.3

バナナケーキ マカロニ黄粉 手作りクッキー アイスケーキ ヨーグルト
小麦粉　砂糖　卵　バター マカロニ（小麦）　黄粉　 小麦粉　砂糖　バター　牛乳 生クリーム　苺ジャム （市販）
バナナ 砂糖 ココア　Ｂ.Ｐ ビスケット（小麦）

きらず揚げ（市販）
（小麦）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
　

※いよかん ※チーズ ※いちご ※おせんべい ※牛乳

29 30 31
カレーライス ご飯 ホットドック

米４０　牛肉２５　玉葱５0 米４０ 　　　　（小麦・卵・乳）
人参１５　じゃが芋３０ ウインナー３０　キャベツ３０
油３　砂糖0.5 塩　醤油 和風ハンバーグ カレー粉0.3　ケチャップ３　
ピーマン５　赤ピーマン４ 鶏ミンチ４５　　豚ミンチ１５ 塩0.2
カレールゥ８　　 玉葱１５　ケチャップ３　

青葱３　冷コーン８　醤油0.5
味噌1.5　油２　パン粉４　塩 ポテトサラダ

ブロッコリーサラダ じゃが芋５０　冷コーン８
ブロッコリー３０　冷コーン８ レタスとツナのごま酢あえ きゅうり８　砂糖0.5　
カリフラワー３０　醤油１　 レタス２０　もやし４０　 マヨドレ８　　塩0.3
マヨドレ８　砂糖0.3 ツナ５　ごま2.5　醤油２

わかめ0.5 砂糖1.2　酢３
野菜スープ

味噌汁 玉葱15 人参１０　パセリ１
いよかん 大根２０　人参５ 塩0.3　ブイヨン

味噌５　煮干　出し昆布

三色団子 さつま芋のコーンカップ のりおにぎり
団子粉　豆腐　人参　砂糖 さつま芋　砂糖　 米　のり　塩
よもぎ コーンカップ（小麦・大豆）

牛乳 牛乳 炒り小魚
　

※チーズ ※いちご ※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。

※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。

今月は、卒園するかぶとむし組の子ども達のリクエストメニューを中心に献立を立てました。

グラタンや和風ハンバーグ・クリームシチュー、おやつはさつま芋を使ったパリッとスィートや

さつま芋のコーンカップ、みたらし団子やアイスケーキ他たくさんのリクエストがありました。

みんなと楽しく食べて、岡崎幼児園の給食をいつまでも覚えていてほしいなと思っています。

2月に、れんこんのバター焼き・れんこんハンバーグを新メニューとして取り入れました。

れんこんの主成分はでんぷんです。糖質なので体内でエネルギーとなって身体を温め、また

ビタミンＣやＢも豊富に含まれているので、貧血防止や肝機能の働きを助けてくるそうです。

穴が空いていることから“先の見通しがきく”と縁起のいいものとされています。

れんこんのシャキシャキとした食感で、子ども達もしっかり噛むことができ、ハンバーグと組み

合わせることでよく食べていましたよ。


