
 令和２年度 　  ９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 4 5
ご飯 カリカリトースト 夏野菜カレーライス ご飯 鮭ずし

米４０ 食パン（小麦・乳） 米４０　牛ミンチ２０　玉葱50 米４０ 米４０　さけフレーク６　卵８
なすび２０　かぼちゃ２０ ごま1.2　塩0.5　酢３

夏野菜のかき揚げ トマトシチュー ピーマン５　赤ピーマン４ 松風焼き 砂糖３　出し昆布
鶏ササミ２０　玉葱１５ 牛肉２５　じゃが芋３５　油１ カレールゥ８　醤油 鶏ミンチ３５　玉葱１５ 　
人参１０　かぼちゃ３０ 　油６ 玉葱５０　トマト５０　人参１０ 油５　塩　 牛蒡１０　パン粉３ 鶏と高野豆腐の
とうもろこし　８ 小麦粉３　バター２　砂糖0.5 味噌1.5　ごま１　酒１　塩0.１ 炊き合わせ
小麦粉８　卵６　塩0.5 ソース２　パセリ１　塩0.3 砂糖0.5　みりん１ 鶏３０　高野豆腐８　塩

ケチャップ５　ブイヨン キャロットサラダ 油0.2　醤油1 人参２０　三度豆３　砂糖1.5
なすびのごま和え 人参３５　きゅうり１０ 酒２　醤油２　みりん１

なすび４０　三度豆１０　　 シルバーサラダ パイン缶８　砂糖１ かぼちゃの甘煮
ごま２　砂糖１　醤油２ 春雨５　きゅうり８　人参５ 酢３　オリーブ油２　塩0.3 南瓜４０　砂糖３　醤油１ 清汁

マヨドレ８　砂糖0.3　塩0.3 麩（小麦）１　三つ葉３　
味噌汁 ツナ缶８　酢１ 出し昆布　醤油0.5　塩0.4

（非常食用） 味噌汁 花かつお
豆腐２５　青葱３
味噌５　煮干　出し昆布

みかんゼリー 枝豆おにぎり じゃが芋のポンデケージョ 黒糖わらびもち ジャムサンド
みかんジュース　砂糖　 米　枝豆　塩 じゃが芋　片栗粉　強力粉 わらびもち粉　砂糖　黄粉　 食パン（小麦・乳）
みかん缶　アガー バター　砂糖　ＢＰ　 黒糖 苺ジャム
丸かじりきゅうり（幼児） 牛乳　ミックスチーズ

おせんべい（乳児）
牛乳 チーズ 牛乳　 牛乳 牛乳

※レーズン ※牛乳 ※バナナ ※おせんべい ※チーズ

7 8 9 10 11 12
ご飯 冷やし中華 ご飯 きつね丼 ご飯 やきそば

米４０ 生中華麺（小麦・卵）３０　 米４０ 米４０　油揚げ２０　青葱５ 米４０ 中華麺（小麦）３０　豚肉１５
きゅうり８　トマト２０　ブイヨン 玉葱２０　　砂糖１　片栗粉１ 玉葱２０　　もやし１５　塩0.3

鮭の磯辺焼き 無添加ハム１０　　もやし15 柳川もどき 鶏ミンチ２０　　みりん２ 鶏むね肉の南蛮漬 人参５　ピーマン５　ソース5
生鮭５０　酒２　みりん２　 酢３　醤油６　砂糖３ 豚肉１５　ごぼう８　酒２ 酒１　醤油２　 鶏むね肉３０　かぼちゃ２０ 青のり0.1　花かつお
醤油３　砂糖0.5　青のり0.2 ごま油0.8　出し昆布 人参８　玉葱１５　砂糖１ 玉葱２０　ピーマン５　

高野豆腐５　卵２５　塩0.2 じゃが芋とツナの なすび２０　赤ピーマン５ たたききゅうり
切干大根の酢の物 三度豆３　醤油２　油 　　　　　　炊き合わせ 醤油２　酢２　片栗粉３ きゅうり４０　ごま２　砂糖１

切干大根５　人参３ 鶏のから揚げ みりん２ じゃが芋５０　三度豆３ 砂糖１　油５　出し昆布　塩0.3醤油２　酢２　塩　ごま油１
きゅうり10　　酢２ 鶏６０　片栗粉５　砂糖0.3 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5
塩0.1　砂糖1　醤油２ 酒４　醤油２　みりん３　油 ササミとなすびのサラダ 醤油２　酒２　塩0.1
酒１　醤油２　塩0.2 生姜　 ササミ１０　酢２　酒１　 みりん0.8　 春雨のコーンスープ 味噌汁

なすび４０　きゅうり８ 春雨５　ニラ３　ブイヨン かぼちゃ２５　玉葱１５
味噌汁 添え野菜 砂糖0.8　醤油0.5 　ごま２ 清汁 冷コーン８　卵１５　醤油0.5 味噌５　煮干　出し昆布

豆腐２５　青葱３ サラダ菜２ オリーブ油２　塩0.3 そうめん（小麦）１０　青葱３　 塩0.４　
味噌５　煮干　出し昆布 出し昆布　醤油0.5　塩0.4

花かつお
味噌汁

（非常食用）

ミルクパン（市販） 梅干しおにぎり ぶどう かぼちゃボール レーズンスティック ゆかりおにぎり
（小麦・卵・乳） 米　梅干し　塩 かぼちゃ　砂糖　 強力粉　レーズン　砂糖 米　ゆかり

コーンフレーク 塩　バター　ドライイースト
おせんべい

牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 炒り小魚

※おせんべい ※牛乳 ※バナナ ※レーズン ※チーズ ※牛乳

14 15（幼児弁当日） 16 17 18 19
梅干しご飯 ご飯 ご飯 ご飯 カリカリバケット ご飯

米４０　梅干し 米４０ 米４０ 米４０ （小麦） 米４０　

かぼちゃのそぼろ煮 和風ハンバーグ 白身魚の野菜あんかけ タンドリーチキン なすびのグラタン 肉じゃが
かぼちゃ４０　鶏ミンチ１０ 鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５ 白身魚５０　もやし２０　酒２ 鶏肉６０　ヨーグルト１０ なすび４０　合挽きミンチ２０ 牛肉２０　じゃが芋５０
玉葱１５　三度豆３ 冷コーン６　ケチャップ３　 玉葱１５　三度豆３　人参１０ ケチャップ１０　塩0.3 トマト２０　玉葱２０ 玉葱２５　人参１２　三度豆３
砂糖1　醤油2　みりん１ 味噌1.5　油２　パン粉４　塩 醤油２　みりん２　砂糖１ カレー粉0.3　オリーブ油１ 小麦粉３　ミックスチーズ５ 砂糖１　醤油２　油0.5
酒１　片栗粉３　煮干し 玉葱１５　醤油0.5 小麦粉１　油　片栗粉１ ケチャップ５　油0.6　塩0.2 酒２　みりん２

冬瓜のサラダ 牛乳４０　バター２
ピーマンソテー 冬瓜55　とうもろこし５ 大葉１ ホワイトソースは上にのせる トマト

たたきごぼう ピーマン１５　醤油1.５　 春雨の中華サラダ トマト20　オリーブ油２
ごぼう３０　ごま２　砂糖１ カラーピーマン１５ 春雨５　人参５　きゅうり８ 酢２　砂糖0.2　醤油0.2
醤油１　酢３　塩 玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１無添加ハム５　ごま２　 味噌汁

砂糖0.5　ごま油２　酢３ ごぼうサラダ 小松菜２０　油揚げ５
清汁 塩0.3　醤油１ 野菜スープ ごぼう３０　冷コーン８ 味噌５　煮干  出し昆布

味噌汁 麩（小麦）１　三つ葉３　 人参５　玉葱１５ ちりめんじゃこ２　きゅうり１０
豆腐２５　青葱３ 出し昆布　醤油0.5　塩0.4 味噌汁 塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１
味噌５　煮干　出し昆布 花かつお （非常食用） ごま２　塩0.2　

梨 じゃが芋のポンデケージョ おからドーナツ（市販） ミルクもち のりおにぎり マカロニ黄粉
じゃが芋　片栗粉　強力粉 （小麦・卵・乳） 牛乳　砂糖　片栗粉　黄粉 米　塩　のり マカロニ（小麦）　黄粉　

クラッカー（市販） バター　砂糖　ＢＰ　 きゅうりの浅づけ 砂糖
（小麦・乳） 牛乳　ミックスチーズ きゅうり　酢　砂糖　塩

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 チーズ 牛乳

※プルーン ※バナナ ※おせんべい ※チーズ ※牛乳 ※おせんべい



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
21 22 23 24 2５（誕生日会） 26

ご飯 　　なすび入り キャロットライス きつね丼
米40 　　　ミートスパゲティー 米４０　人参１０　バター１ 米４０　油揚げ１５　青葱３

休 休 スパゲティー２０（小麦） 塩0.3 玉葱１０　　砂糖１　片栗粉１
あじの南蛮漬 合挽ミンチ２０　玉葱20　 チキンカツ 鶏ミンチ１５　のり0.5　

あじ４0（３枚おろし） トマト２０　マッシュルーム8 鶏むね肉６０　塩0.3　油５ 酒１　醤油２　みりん２
園 園 玉葱20　ピーマン６　塩 なすび２０　トマト缶１５　油　 卵３　強力粉３　パン粉５

人参１０　砂糖１　酢２　 ケチャップ2　塩0.3　小麦粉0.3牛乳５　ケチャップ３ じゃが芋とツナの
片栗粉３　醤油１　油 ウスターソース２ 　　　　　　炊き合わせ

日 日 添え野菜 じゃが芋５０　三度豆３
じゃが芋の炒め煮 ポテトサラダ トマト２０　きゅうり 玉葱２０　ツナ８　砂糖0.5

じゃが芋５０　砂糖１ じゃが芋５０　冷コーン８ 醤油２　酒２　塩0.1
油0.5　醤油1.5　みりん１ きゅうり８　砂糖0.5　 パンプキンスープ みりん0.8　

マヨドレ８　　塩0.3 南瓜６０　玉葱２５　牛乳８０
味噌汁 バター３　生クリーム３

豆腐２５　青葱３ 野菜スープ ブイヨン０．３　塩0.5 味噌汁
味噌５　煮干　出し昆布 オクラ１０　玉葱１５ かぼちゃ２５　玉葱１５

塩0.4　ブイヨン　醤油0.5 梨 味噌５　煮干  出し昆布

レーズンスティック 二色おはぎ ヨーグルトシャーベット ジャムサンド
強力粉　レーズン　砂糖 もち米　黄粉　砂糖　小豆 ヨーグルト　砂糖　みかん缶 食パン（小麦・乳）
塩　バター　ドライイースト 米　塩 苺ジャム

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

※おせんべい ※チーズ ※レーズン ※おせんべい

28 29 30
ご飯 カリカリバケット ご飯

米４０ （小麦） 米４０

タンドリーチキン なすびのグラタン 和風ハンバーグ
鶏肉６０　ヨーグルト１０ なすび４０　合挽きミンチ２０ 鶏ミンチ３０　　豚ミンチ２５
ケチャップ１０　塩0.3 トマト２０　玉葱２０ 冷コーン６　ケチャップ３　
カレー粉0.3　オリーブ油１ 小麦粉３　ミックスチーズ５ 味噌1.5　油２　パン粉４　塩

ケチャップ５　油0.6　塩0.2 玉葱１５　醤油0.5
ごぼうサラダ 牛乳４０　バター２

ごぼう３０　冷コーン８ ホワイトソースは上にのせる ピーマンソテー
ちりめんじゃこ２　きゅうり１０ ピーマン１５　醤油1.５　
マヨドレ８　砂糖0.5　醤油１ キャロットサラダ カラーピーマン１５
ごま２　塩0.2　 人参３５　きゅうり１０ 玉葱３０　塩0.2　オリーブ油１

パイン缶８　砂糖１
人参と玉葱のスープ 酢３　オリーブ油２　塩0.3 味噌汁

人参１０　玉葱１５ （非常食用）
塩0.4　ブイヨン　醤油0.5

柿 のりおにぎり グレープゼリー
米　塩　のり グレープジュース　砂糖　

アガー
おせんべい（市販） ゆで栗

牛乳 炒り小魚 牛乳

※プルーン ※牛乳 ※チーズ

※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。

梨・ぶどう・栗・さつま芋・きのこ類・鮭など店頭には秋の食材が出回ってきました。

まだまだ暑いですが、献立に少しずつ秋の食材を取り入れていっています。

また、9月1日は「防災の日」にちなみ、非常用味噌汁を献立に入れています。

今月は、タンドリーチキンを新しくメニューに取り入れる予定です。カレー風味で食欲増進

ヨーグルトに漬け込むことで鶏肉がパサパサにならず、柔らかく仕上がります。

作り方を紹介しますので、ぜひお家でも作ってみてくださいね。

<材料>…２人分

・鶏もも肉400ｇ・ヨーグルト、ケチャップ 、オリーブ油 各大さじ２・塩小さじ1/3・カレー粉小さじ１強

<作り方>

１．鶏もも肉を食べやすい大きさに切ります。

２．調味料を全てボウル(袋）に混ぜ合わせ、鶏肉を３０分つけておきます。

３．フライパンに油を引き、皮面から中火で中まで火が通るように焼くと出来上がりです。

（グリルでも焼けます）※手羽もも肉でも可


