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熱や力になる食品 血や肉や骨になる食品 体の調子を整える食品 その他 
午前 
３歳未満児 

午後 

豚丼 甘酢あえ 

みそ汁 
米 菜種油 三温糖 

豚平切肉 しらす干し 松山あげ 

豆みそ ガセリヨーグルト 牛乳 

糸こんにゃく 玉葱 人参 生姜 とうもろこし きゅうり 

小松菜 えのきたけ パイン（缶） バナナ みかん（缶） 

しょうゆ みりん 

米酢 塩 削り節 
牛乳 

お茶 

フルーツヨーグルト和え 

ウインナーロールパン 

牛乳 みかんゼリー 
ウインナーロールパン 牛乳 国産みかんゼリー  牛乳  

白飯 酢鶏 ビーフン入り中華スープ 

ミニゼリー 

米 かたくり粉 菜種油 じゃが芋 

三温糖 ビーフン おこめせん人参＆南瓜 
鶏もも肉 牛乳 

生姜 玉葱 人参 青ピーマン 干椎茸 チンゲンツァイ 

にら えのきたけ 果汁１００％ゼリー とうもろこし 

しょうゆ 酒 米酢 

中華だしの素 野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

牛乳 とうもろこし 

おこめせん人参＆南瓜（1 歳児） 

切干大根ご飯  きゅうりごまじょうゆ 

みそ汁 キャンディチーズ 

米 三温糖 すりごま ごま油 

超熟ロール 菜種油 

鶏挽肉 油揚げ わかめ 松山あげ 豆みそ 

キャンディチーズ 牛乳 ウインナー 

人参 切干し大根 干椎茸 グリンピース きゅうり 

なす 玉葱 えのきたけ オクラ キャベツ いちごジャム 

しょうゆ 塩 

削り節 ケチャップ 
牛乳 

牛乳 手作りウインナードッｸﾞ（以上児）  

ジャムサンド（未満児） 

白飯 白身魚の変わりソース 

粉ふき芋 ボイル野菜 すまし汁 

米 菜種油 三温糖 ごま油 かたくり粉 じゃが芋 

お米で作ったﾊﾟﾌｽﾅｯｸｿｰｽ味 きなこせんべい 

ホキ米パン粉フライ 木綿豆腐 

わかめ 牛乳 

キャベツ ミニトマト 

えのきたけ 人参 

ケチャップ カレー粉 米酢 

濃口ソース 塩 削り節 しょうゆ 
牛乳 

牛乳 

お米でつくったパフスナック 

きなこせんべい  

七夕そうめん 星形ポテト 

七夕デザート ＜七夕メニューの日＞ 

ひや麦 三温糖 北海道星形ポテト 

菜種油 七夕デザート 星っこ 
ロースハム 牛乳 

とうもろこし きゅうり トマト 干椎茸 

人参 すいか 

しょうゆ 削り節 

みりん 塩 
牛乳 

お茶 

すいか 星っこ 

ドライカレー キャベツとパインのサラダ 

豆腐と野菜のスープ 

米 菜種油 三温糖 ソフトな塩せん 

サクッとあられ 

豚挽肉 木綿豆腐 牛乳 

ぶんちゃんのこざかな君 

玉葱 人参 グリンピース とうもろこし 

キャベツ パイン(缶) 小松菜 えのきたけ 

塩 ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ 米酢 

しょうゆ 中華だしの素 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 
牛乳 

牛乳 小魚（以上児） 

ソフトな塩せん（未満児） 

サクッとあられ 

ツナロールパン 

牛乳 ももゼリー 
ツナロールパン 牛乳 国産ももゼリー  牛乳  

高野豆腐ご飯 あわせみそ汁 

きゅうりのしらす和え キャンディチーズ 

米 菜種油 三温糖 じゃが芋 

元気うす焼せんべい 

豚平切肉 高野豆腐 松山あげ わかめ 

ミックスみそ しらす干し キャンディチーズ 牛乳 

人参 干椎茸 玉葱 

えのきたけ きゅうり ぶどう 

塩 酒 みりん しょうゆ 

削り節 米酢 
牛乳 

お茶 ぶどう 

元気うす焼せんべい 

クロワッサン 鶏の唐揚げ 

ボイル野菜 冬瓜のカレースープ 

クロワッサン かたくり粉 菜種油 エッグケアマヨネーズ 

ザラメせんべい キヌアあられ塩味 
鶏もも肉 ベーコン 牛乳 

生姜 キャベツ とうもろこし 

とうがん 人参 緑豆もやし きゅうり 

酒 しょうゆ 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 

カレー粉 塩 
牛乳 

牛乳 ザラメせんべい 

キヌアあられ塩味 

白飯 肉じゃが みそ汁 

冷凍みかん（以上児） オレンジ（未満児） 

米 じゃが芋 三温糖 菜種油 

青りんごゼリーの素 じゃがいもおかき 

豚平切肉 もめん厚揚げ 

豆みそ 牛乳 

人参 糸こんにゃく 玉葱 グリンピース なす 

えのきたけ 小松菜 ねぎ 冷凍みかん オレンジ 

塩 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

お茶 手作り青りんごゼリー 

じゃがいもおかき 

ちらしずし ツナマヨサラダ すまし汁 

プチやさいゼリー    ＜誕生会＞ 

米 三温糖 エッグケアマヨネーズ 

てまり麩（焼麩） コーンフレーク ソフトな塩せん 

かまぼこ 焼きのり ツナ わかめ 

豆乳アイス ソフール元気ヨーグルト 牛乳 

かんぴょう 干椎茸 人参 きゅうり えのきたけ 

小松菜 プチ国産やさいゼリー みかん（缶） 

米酢 塩 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

お茶 豆乳ミニパフェ（以上児） 

ソフール元気ヨーグルト(未満児) 

ソフトな塩せん（未満児） 

中華飯 拌三糸 

わかめスープ ミニゼリー 

米 かたくり粉 菜種油 はるさめ 三温糖 

元気ミニいも花子 うす焼サラダせんべい 

豚平切肉 ロースハム 木綿豆腐 

わかめ 牛乳 

玉葱 白菜 人参 たけのこ 青ピーマン 干椎茸  

きゅうり えのきたけ ねぎ 果汁１００％ゼリー 

塩 しょうゆ 中華だしの素 

米酢 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 ミニいも花子 

うす焼サラダせんべい 

エッグバンズパン 

牛乳 りんごゼリー 
エッグバンズパン 牛乳 国産りんごゼリー  牛乳  

シンデレラカレー ごぼうのサラダ 

キャンディチーズ ＜食育メニューの日＞ 

米 菜種油 すりごま エッグケアマヨネーズ 

かぼちゃボーロ 紫芋ふんわりせんべい 

豚平切肉 ロースハム 

キャンディチーズ 牛乳 

西洋かぼちゃ なす 青ピーマン 人参 玉葱  

ごぼう きゅうり とうもろこし えだまめ 

塩 濃口ソース 野菜ブイヨン 

カレールウ しょうゆ 
牛乳 

牛乳 えだまめ(以上児)  

かぼちゃボーロ(未満児) 

紫芋ふんわりせんべい 

白飯 うま煮 みそ汁 

ソフール元気ヨーグルト 

米 じゃが芋 菜種油 三温糖 

かたくり粉 わらび粉 

鶏もも肉 焼き竹輪 もめん厚揚げ 切り昆布 

わかめ 豆みそ ｿﾌｰﾙ元気ﾖｰｸﾞﾙﾄ きな粉 牛乳 

人参 たけのこ 板こんにゃく 

干椎茸 グリンピース 玉葱 オクラ 

塩 酒 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

お茶 

わらびもち 

うす切りスライス食パン 手作りポテトコロッケ 

ボイルキャベツ 野菜スープ 

食パン じゃが芋 菜種油 

薄力粉 パン粉 
豚挽肉 ベーコン 牛乳 

オニオンソテー キャベツ 玉葱 人参 とうもろこし 

フルーチェの素ミックスオレンジ みかん（缶） 

塩 ケチャップ 

濃口ソース 野菜ブイヨン 
牛乳 

お茶 

オレンジフルーチェ 

蒲焼きご飯 とうがん汁 

胡瓜のゆかりあえ   ＜土用の丑の日メニュー＞ 

米 菜種油 三温糖 かたくり粉 

きらきらコーンのおほしさま 元気小粒揚げ 

イワシ（デンプン付） 青のり 

松山あげ 鶏挽肉 牛乳 

とうがん 干椎茸 人参 根みつば  

きゅうり ゆかり 

みりん しょうゆ 

削り節 塩 
牛乳 

牛乳  

きらきらコーンのおほしさま 

元気小粒揚げ 

ポテトベーコンパン 

牛乳 ももゼリー 
ポテトベーコンパン 牛乳 国産ももゼリー  牛乳  

ハヤシライス 

チップスサラダ ミニゼリー 

米 じゃが芋 菜種油 ポテトチップスうす塩味  

三温糖 さつまポテト 
豚平切肉 牛乳 

人参 玉葱 ぶなしめじ グリンピース ダイストマト  

キャベツ きゅうり とうもろこし 果汁１００％ゼリー 

塩 ハヤシルウ 野菜ブイヨン 

トマトピューレ 米酢 
牛乳 

牛乳 

さつまポテト 

冷やし中華 揚げシューマイ 

キャンディチーズ 

中華めん 菜種油 三温糖 ごま油 

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｾﾞﾘｰの素 青りんごｾﾞﾘｰの素 

ロースハム 国産ポークしゅうまい 

キャンディチーズ 牛乳 

トマト きゅうり 緑豆もやし とうもろこし 

みかん（缶） 黄桃（缶） パイン（缶） 

削り節 しょうゆ 

米酢 
牛乳 

お茶 

ゼリー入りフルーツポンチ 

麦ご飯 煮魚 

ささげのごま和え 元気みそ汁 

米 押し麦 三温糖 すりごま 

発芽玄米あられ 
赤魚 松山あげ 豆みそ 牛乳 

生姜 じゅうろくささげ 緑豆もやし 西洋かぼちゃ  

なす モロヘイヤ えのきたけ 冷凍みかん オレンジ 

酒 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

お茶 冷凍みかん（以上児） 

オレンジ（未満児） 発芽玄米あられ 

菜めし チャンプルー 

あわせみそ汁 メロン 

米 菜種油 じゃが芋 紫いもチップ 

うす焼しょうゆせんべい 

木綿豆腐 豚平切肉 焼き竹輪 

かつおパック わかめ ミックスみそ 牛乳 

菜めし にら 緑豆もやし 人参 

玉葱 ゴーヤー えのきたけ メロン 

塩 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

牛乳 紫いもチップ 

うす焼しょうゆせんべい 

しらすコーンご飯 鶏のかわり揚げ 

ボイル野菜 トマトスープ 

米 薄力粉 菜種油 エッグケアマヨネーズ 

メープルかりんとう ミニのりすけ 

しらす干し 炊き込みわかめ 

鶏胸肉 ベーコン 牛乳 

とうもろこし 人参 キャベツ きゅうり 

玉葱 チンゲンツァイ トマト 

酒 塩 カレー粉 

野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 メープルかりんとう 

ミニのりすけ 

ウインナーロールパン 

牛乳 りんごゼリー 
ウインナーロールパン 牛乳 国産りんごゼリー  牛乳  

 ※以上児…３歳以上児、未満児…３歳未満児 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※都合により献立を変更することがあります。 

  こまめに水分補給 
 
のどが渇く前に、少しずつこまめに水

分補給を。特に子どもは自分でのどの

渇きを伝えられませんので、大人から

声かけをしていきます。 

日進市健康づくりマスコットキャラクター「ヘルピー」 令和４年 にっしん市 

夏を元気に過ごすための飲み物・食べ物 

こどもクッキング ※ 状況によっては変更・中止をすることがあります。 
 

4 日  とうもろこし 皮むきをします。 

5 日  手作りｳｨﾝﾅｰﾄﾞｯｸﾞ ウィンナーとキャベツをはさみます。 
 

 
ユニークな名前のこのカレーには、シンデレラが舞踏会に行くのに 

乗ったかぼちゃの馬車に使われた「かぼちゃ」が入っています。実は 

かぼちゃは夏野菜の一つ。みんなの大好きなカレーに入れていただきます。 

 

おうちでも 

給食の様子を 

きいてみて 

くださいね。 

 
 
七夕は旧暦の 7 月７日の行事で、五節供の１つ。 

織姫と彦星の恋物語にちなんだ星祭りで、笹竹に願い事を 

書いた短冊を飾り、成就を願います。この日は天の川に 

見立てたそうめんや冷麦を食べる習慣があります。 

保育園でもみんなで七夕そうめんをいただきます。 

 
 

古くから夏の土用の丑の日に「う」のつく食べ物を食べると暑さ負けをしないと言われ

ており、うり、うどん、梅干しの他、うなぎを食べる習わしが生まれ、今でも土用の丑に 

うなぎを食べる風習はよく知られています。園では、22日にうなぎの蒲焼にみたてた 

「いわしの蒲焼風」をご飯の上にのせた蒲焼ご飯をいただき、暑気払いをしたいと思います。 

しちせき 

食事はバランスよく 
 
主食､主菜､副菜をバランス 

よく食べて体調を整えます。 

朝食を食べていない日は 

熱中症の危険性も高くなる 

ので、１日３食食べる事も 

大切です。 

水・麦茶など 

水分補給に 

適した飲物 

甘くないものを 

副菜  
酸性で糖分が多く含まれるので、むし

歯になりやすくなったりビタミン B1

を消費するので疲れやすくなったりし

ます。イオン飲料等は、脱水が疑われ

る時などに使いましょう。 

夏バテ予防のために 

積極的に摂りたいビタミン類 

ビタミンB1 

夏場は麺類やアイスなど糖質

の多いものを食べる機会が増

えるため、糖質の代謝を助ける

ビタミン B1 の消費量が多くな

ります。ビタミン B1 は肉類・

豆類などに豊富です。 

ビタミン C 

暑さによるストレスでビタミ

ン C の必要量が増大します。 

野菜や果物に多く含まれます。 
 

主食 

主菜 


