
   令和２年度 　   5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
ひじきご飯 かやくうどん

米４０　乾ひじき0.8　人参６ 干しうどん３０　鶏肉１５　
ちりめんじゃこ２　油揚げ７ 干椎茸1　人参８　塩0.3
油0.5　醤油２　砂糖0.２　塩 油揚げ８　青葱7　醤油2
みりん１　酒１　出し昆布 煮干　出し昆布 

じゃが芋とツナの かぼちゃのそぼろ煮
　　　　　　炊き合わせ かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０
じゃが芋５０　三度豆３ 玉葱１５　三度豆３
玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5 砂糖1　醤油2　みりん１
醤油２　酒２　塩0.1 酒１　片栗粉３　煮干
みりん0.8　

味噌汁 清見オレンジ
豆腐２５　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布

ジャムサンド ヨーグルト
食パン（小麦・乳）　苺ジャム （市販）　

ビスケット
（小麦・乳・卵）

牛乳

※バナナ ※牛乳

４（憲法記念日）５（みどりの日） 6 7 8 9
スパゲティーナポリタン 鮭ずし ご飯

スパゲティー（小麦）３0　　 米４０　さけフレーク６ 米４０　
豚肉１５　玉葱２５　人参８ ごま1.2　塩0.5　酢３
ピーマン５　ソース４　 絹さや２　砂糖３　出し昆布 肉じゃが
カットトマト３５　油１　 　 牛肉２０　じゃが芋５０

休 休 休 塩0.3　ケチャップ８ 鶏と高野豆腐の 玉葱２５　人参１２　三度豆３
炊き合わせ 砂糖１　醤油２　油0.5

鶏３０　高野豆腐８　塩 酒２　みりん２
園 園 園 ポテトサラダ 人参２０　三度豆３　砂糖1.5

じゃが芋５０　冷コーン８ 酒２　醤油２　みりん１
きゅうり８　砂糖0.5　 味噌汁

日 日 日 マヨドレ８　　塩0.3 清汁 豆腐２５　青葱３
麩（小麦）１　三つ葉３　 味噌５　煮干　出し昆布

キャベツのスープ 出し昆布　醤油0.5　塩0.4
キャベツ２０　人参　１０ 花かつお
塩0.4　ブイヨン　醤油１

ゆかりおにぎり ピザトースト 手作りクッキー
米　ゆかり 食パン（小麦・乳）　玉葱 小麦粉　砂糖　バター　牛乳

無添加ベーコン　ピーマン　 Ｂ.Ｐ 　
チーズ　 マヨドレ ケチャップ

炒り小魚 牛乳 牛乳

※おせんべい ※レーズン ※おせんべい

11 12 13 14 15 16
ご飯 カリカリトースト 豆ごはん ご飯 ご飯 かやくうどん

米４０ 食パン（小麦・乳） 米4０　えんどう豆２５　塩 米４０ 米４０ 干しうどん３０　鶏肉１５　
出し昆布 干椎茸1　人参８　塩0.3

松風焼き 手作りパン（あり） 五目どうふ 春巻き 油揚げ８　青葱7　醤油2
鶏ミンチ３５　玉葱１５ 強力粉　ドライイースト　塩 鮭の塩焼き 豆腐６０　豚肉１５　玉葱２５ 春巻の皮（小麦）12 煮干　出し昆布 
牛蒡１０　パン粉３ 砂糖　オリーブ油 鮭５０　塩0.3 人参１０　絹さや３ 豚肉１５　干椎茸1 人参10　
味噌1.5　ごま１　酒１　塩 干椎茸１　油0.3　酒２ ゆでたけのこ10　春雨7
砂糖0.5　みりん１ ミネストローネ 醤油2　砂糖１　塩0.2 ピーマン６　油　酒１　塩 かぼちゃのそぼろ煮
油0.2　醤油1 牛ミンチ１５　じゃが芋２０ キャベツの土佐和え 片栗粉1.2　生姜 砂糖1　ごま油0.5　醤油3　 かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０

玉葱３０　人参１５　トマト２０ 春キャベツ４０ 　人参５ 玉葱１５　三度豆３
ピーマンソテー マカロニ（小麦）６　パセリ0.5 きゅうり１０　花かつお0.5 たたきごぼう ごま酢和え 砂糖1　醤油2　みりん１

ピーマン１５　醤油1.５　 ピーマン５　トマト缶２０　油　　砂糖0.8　醤油２　塩 ごぼう３５　砂糖１　酢３ もやし５０　豆苗１０　塩 酒１　片栗粉３　煮干
カラーピーマン１５　塩0.2 ブイヨン　塩0.3 ごま２　醤油１　塩 乾わかめ0.5　ごま２　
玉葱３０　オリーブ油１ 味噌汁 酢３　砂糖１　醤油２

レタスとツナのごま酢あえ じゃが芋２５　玉葱１５　 清見オレンジ
味噌汁 レタス２０　もやし４０　 味噌５　煮干　出し昆布 わかめともやしのスープ 清汁

麩（小麦）１　青葱３ ツナ５　ごま2.5　醤油２ 乾わかめ0.3　もやし１５ 豆腐２５　三つ葉３　塩0.4
味噌５　煮干　出し昆布 わかめ0.5　砂糖1.2　酢２ 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 醤油0.5　出し昆布　花かつお

塩0.3　

焼きじゃが かつおおにぎり よもぎだんご かぼちゃボール ヨーグルト 菜めしおにぎり
じゃが芋　塩　油 米　花かつお　醤油　みりん　団子粉　よもぎ　砂糖 かぼちゃ　砂糖　油 （市販）　 米　菜めし

黄粉　豆腐 コーンフレーク
プルーン 焼きそら豆 クラッカー

（小麦・乳）
牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 チーズ

※バナナ ※いちご ※ビスケット ※おせんべい ※牛乳 ※おせんべい
（小麦）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
18 19（幼児弁当日） 20 21 22 23

鮭ずし ご飯 カリカリバケット ゆかりご飯 ご飯 やきそば
米４０　さけフレーク６ 米４０ （小麦） 米４０　ゆかり 米４０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
ごま1.2　塩0.5　酢３ 手作りパン（あり） 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3
絹さや２　砂糖３　出し昆布 豆腐ハンバーグ 強力粉　ドライイースト　塩 豚肉とふきと ロールキャベツ 人参５　ピーマン５　ソース5
　 牛ミンチ３０　豚ミンチ１０ 砂糖　オリーブ油 たけのこの煮物 牛ミンチ１５　豚ミンチ５ キャベツ２０

厚揚げのそぼろ煮 玉葱２５　豆腐４０　パン粉3 豚肉１８　たけのこ２５　 キャベツ８５　　トマト缶１0　 青のり0.1　花かつお
厚揚げ４０　鶏ミンチ１０ ケチャップ３　醤油２ クリームシチュー ふき15　ぜんまいの水煮15 玉葱30　パン粉５
人参８　玉葱２０　三度豆３ 油　塩0.3 豚肉２５　じゃが芋３０　 油揚げ７　人参10　 砂糖1.5　ケチャップ５　ブイヨン１ じゃが芋の炒め煮
砂糖１　醤油2　生姜0.5 玉葱３０　塩0.5　ブイヨン 醤油2　油0.8　みりん１ 無添加ベーコン５　塩 じゃが芋５０　砂糖１
酒１　みりん１ 粉ふき芋 ピーマン4　牛乳８０　油 酒２ マッシュルーム８ 油0.5　醤油1.5　みりん１

じゃが芋30  塩0.3 カラーピーマン６
清汁 バター2.5　小麦粉３ 味噌汁

麩（小麦）１　三つ葉３　 人参グラッセ じゃが芋２５　玉葱１５　 味噌汁
出し昆布　醤油0.5　塩0.4 人参２０　砂糖0.2　 レーズンサラダ 味噌５　煮干　出し昆布 わかめともやしのスープ 豆腐２５　青葱３
花かつお 春キャベツ２０　きゅうり１０ 乾わかめ0.3　もやし１５ 味噌５　煮干　出し昆布

味噌汁 レーズン３　レタス１５ 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5
小松菜1０　油揚げ５ みかん缶１０　オリーブ油２
味噌５　煮干  出し昆布 酢2　砂糖0.5　塩0.3

レーズンスティック おからドーナツ（市販） 手作り昆布のおにぎり ピザトースト ポンデ・シロゴマ 梅干しおにぎり
強力粉　レーズン　砂糖 　　　　（小麦・乳・卵） 米　昆布　花かつお　 食パン（小麦・乳）　玉葱 白玉粉　小麦粉　豆腐 米　梅干し
塩　バター　ドライイースト 醤油　　みりん 無添加ベーコン　ピーマン　 ＢＰ　砂糖　塩　油　ごま

焼きそら豆 チーズ　 マヨドレ ケチャップ

牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 チーズ

※バナナ ※おせんべい ※牛乳 ※いちご ※レーズン ※おせんべい

25 26 27 ２８(誕生日会会食） 29 30
ご飯 ご飯 カレーライス 2色おにぎり スパゲティーナポリタン ご飯

米４０ 米４０ 米４０　牛肉25　玉葱５0 米４０　えんどう豆１５ スパゲティー（小麦）３0　　 米４０　
人参１５　じゃが芋３０ 冷コーン１０　塩 豚肉１５　玉葱２５　人参８

ミートボールの 鮭の塩焼き 油３　塩　醤油 ピーマン５　ソース４　 肉じゃが
野菜煮込み 鮭５０　塩0.３　油　醤油　酒 ピーマン５　赤ピーマン４ からあげ カットトマト３５　油１　 牛肉２０　じゃが芋５０

牛ミンチ２０　　豚ミンチ２０ カレールゥ５　　 鶏肉６０　砂糖0.3 塩0.3　ケチャップ８ 玉葱２５　人参１２　三度豆３
玉葱2０　人参１０　塩0.3 醤油２　みりん２　酒２ 砂糖１　醤油２　油0.5
キャベツ２５　ピーマン４ うの花の炒り煮 片栗粉４　油 酒２　みりん２
片栗粉5　出し昆布 おから13　人参5　干し椎茸1 レタスとツナのごま酢あえ 花人参 ポテトサラダ
醤油１　砂糖0.2　油 青葱５　油揚げ５　 レタス２０　もやし４０　 じゃが芋５０　冷コーン８
　 こんにゃく７　酒0.5　砂糖１ ツナ５　ごま2.5　醤油２ キャベツ和え きゅうり８　砂糖0.5　 味噌汁

春雨のコーンスープ 醤油２　みりん１ わかめ0.5　砂糖1.2　酢２ 春キャベツ４０ 　きゅうり１０ マヨドレ８　　塩0.3 小松菜1０　油揚げ５
春雨５　ニラ３　ブイヨン 塩0.3　 砂糖0.8　醤油２　塩 味噌５　煮干  出し昆布
冷コーン８　卵１５　醤油0.5 味噌汁
塩0.４　 キャベツ１５　玉葱１５ 味噌汁 わかめともやしのスープ

味噌５　出し昆布　煮干 豆腐２５　青葱３ 乾わかめ0.3　もやし１５
味噌５　煮干　出し昆布 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

いちご・バナナ

焼きじゃが よもぎだんご ミルクパン（市販） こいのぼりクッキー かつおおにぎり ジャムサンド
じゃが芋　塩　油 団子粉　よもぎ　砂糖 （小麦・卵・乳） 小麦粉　砂糖　バター　牛乳 米　花かつお　醤油　みりん　食パン（小麦・乳）　苺ジャム

黄粉　塩　豆腐 Ｂ.Ｐ 　ココア
プルーン

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 炒り小魚 牛乳

※ビスケット ※チーズ ※バナナ ※おせんべい ※牛乳 ※おせんべい
（小麦）

※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。

今月も引き続き、たけのこや春キャベツ・えんどう豆やそら豆・ふきなど、春の食材を使った献立を取り入れています。

春から夏にかけては、子ども達ができるお手伝いがいっぱいあります。

☆皮むき・・・えんどう豆・たけのこ・新たまねぎ・そら豆・とうもろこし等

☆スジ取り・・・ふき・スナックえんどう・絹さや・ずいき等

☆ちぎる・・・キャベツ・チンゲン菜等 ☆種取り・・・ピーマン・かぼちゃ等

お家でも一緒に皮むきなどしてみてくださいね。

「炊飯器で簡単バナナケーキ作り」を紹介します。簡単に作れるので、お家で過ごす楽しみの一つになればいいですね。

<材料>

・バナナ 3本

・卵 1個

・グラニュー糖（砂糖） 大さじ２

・ホットケーキミックス ２００ｇ

・牛乳 １５０ｇ

・油 小さじ１

<作り方>

１．バナナ2本はフォークで潰し、1本は輪切りにします。

２．ボウルにAを混ぜ合わせ、Bを加え混ぜ、潰したバナナも加え混ぜます。

３．炊飯器に油をぬり、2の生地を入れ、底をたたいで空気を抜き、

輪切りのバナナを上にのせ普通に炊飯すると出来上がりです。

※バナナ以外にもレーズン・りんご・ベーコン・チーズなどにアレンジ

できます。どの具材が美味しかったか教えてくださいね。

A

B


