
８月
が つ

 保
ほ

育
い く

園
え ん

きゅうしょくカレンダー 

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 

そぼろご飯 五目汁 

胡瓜のゆかりあえ キャンディチーズ 
米 三温糖 ザラメせんべい 

鶏挽肉 焼きのり 

キャンディチーズ 牛乳

人参 ほうれん草 大根 板こんにゃく ねぎ 

ごぼう 干椎茸 きゅうり ゆかり すいか 

米酢 塩 酒 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

お茶 すいか 

ザラメせんべい 

冷や麦 平つくね 

ミニゼリー
ひや麦 菜種油 三温糖 

ツナ キャベツ入り平つくね

ガセリヨーグルト 牛乳

とうもろこし きゅうり トマト 干椎茸 人参 

果汁 100％ゼリー パイン(缶) バナナ みかん(缶) 

しょうゆ 削り節 

みりん 
牛乳 

お茶 

フルーツヨーグルト和え

白飯 さばの味噌煮 

お浸し すまし汁 

米 三温糖 かぼちゃボーロ 

キヌアあられ塩味

さば 豆みそ 木綿豆腐 

わかめ 牛乳 

生姜 小松菜 緑豆もやし 

えのきたけ 人参 ねぎ 

しょうゆ みりん 

酒 削り節 塩 
牛乳 

牛乳 かぼちゃボーロ 

キヌアあられ塩味

白飯 豆腐団子のケチャップ煮 

ボイルキャベツ 野菜スープ 

米 かたくり粉 三温糖 菜種油 

じゃが芋 ソフトな塩せん 

木綿豆腐 鶏挽肉 

ベーコン 牛乳 

ねぎ キャベツ 人参 

玉葱 とうもろこし 

塩 ケチャップ  

濃口ソース 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 とうもろこし 

ソフトな塩せん（１歳児）

夏野菜のかき揚げ丼 みそ汁 

ハムと胡瓜の酢の物

米 薄力粉 かたくり粉 菜種油 三温糖 

ガリガリ君ソーダ味 きなこせんべい 

焼き竹輪 わかめ 豆みそ ロースハム 

ソフール元気ヨーグルト 牛乳

玉葱 西洋かぼちゃ 青ピーマン なす 

えのきたけ ねぎ きゅうり とうもろこし 

しょうゆ みりん 

削り節 米酢 
牛乳 

お茶 ｶﾞﾘｶﾞﾘ君ｿｰﾀﾞ(以上児) 

ｿﾌｰﾙ元気ﾖｰｸﾞﾙﾄ(未満児)

きなこせんべい

ツナロールパン

牛乳 みかんゼリー
ツナロールパン 牛乳 国産みかんゼリー 牛乳 

カレーライス フレンチサラダ

キャンディチーズ
米 じゃが芋 菜種油 三温糖 わらび粉 

豚平切肉 ツナ 

キャンディチーズ きな粉 牛乳

玉葱 人参 りんご 青ピーマン 

キャベツ きゅうり

塩 濃口ソース 野菜ブイヨン 

カレールウ 米酢
牛乳 お茶 わらびもち 

食パン 拌八宝 

わかめスープ 

食パン じゃが芋 菜種油 はるさめ すりごま 三温糖 

ごま油 おこめせん人参＆南瓜 きらきらコーンのおほしさま 

ウインナー 鶏ささ身 わかめ

木綿豆腐 牛乳 国産焼きするめ

キャベツ きゅうり 人参 とうもろこし

えのきたけ 玉葱

米酢 しょうゆ 塩 中華だしの素 

野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 するめ（以上児） 

おこめせん人参＆南瓜(未満児） 

きらきらコーンのおほしさま 

白飯 麻婆茄子 

中華スープ 

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 

発芽玄米あられ 

木綿豆腐 豚挽肉 豆みそ ロースハム 

わかめ キャンディチーズ 

なす 生姜 ねぎ 人参 干椎茸 

玉葱 緑豆もやし 果汁 100％ゼリー 

塩 しょうゆ 中華だしの素 

酒 野菜ブイヨン 

お茶 

ﾁｰｽﾞ

お茶 ミニゼリー 

発芽玄米あられ 

ツナと塩昆布の炊き込みご飯

豚汁 パイン（缶）

米 じゃが芋 

ライスクッキーいちご

塩昆布 ツナ 豚平切肉 国産大豆冷凍豆腐 

豆みそ キャンディチーズ 

人参 ごぼう ねぎ 切干し大根 板こんにゃく 

えのきたけ パイン（缶） 果汁 100％ゼリー 
削り節 

お茶 

ﾁｰｽﾞ

お茶 ミニゼリー 

ライスクッキーいちご

ジャムサンド ソーセージ 

マスカットゼリー 牛乳
米粉パン 

緑黄色野菜入りソーセージ 

牛乳 

いちごジャム  

おいしいマスカットゼリー 
牛乳 

ゆかりご飯 ポトフ 

フルーツサラダ

米 じゃが芋 菜種油 三温糖 

サクッとあられ

豚角切り ウインナー 

キャンディチーズ

ゆかり 玉葱 人参 キャベツ 

みかん（缶） パイン（缶） 果汁 100％ゼリー 

野菜ブイヨン 塩 

しょうゆ 米酢 

お茶 

ﾁｰｽﾞ

お茶 ミニゼリー 

サクッとあられ

菜めし 切り干し大根とツナの煮物 

みそ汁 

米 三温糖 菜種油 じゃが芋 

元気ソースせん 

ツナ 高野豆腐 わかめ 豆みそ

キャンディチーズ

菜めし 切干し大根 人参 とうもろこし 

グリンピース 玉葱 果汁 100％ゼリー 

しょうゆ みりん 

削り節 

お茶 

ﾁｰｽﾞ

お茶 ミニゼリー 

元気ソースせん 

ビビンバ風丼 わかめスープ 

胡瓜の昆布あえ 
米 ごま油 すりごま 三温糖 

豚平切肉 木綿豆腐 わかめ 

塩昆布 牛乳 

ねぎ ほうれん草 緑豆もやし 人参 玉葱 干椎茸 

きゅうり フルーチェの素（ピーチ） 黄桃（缶） 

しょうゆ 酒 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

お茶 

ピーチ入りフルーチェ 

白飯 カレーきんぴら すまし汁 

冷凍みかん（以上児） オレンジ（未満児） 

米 ｼｭｰｽﾄﾘﾝｸﾞｶｯﾄﾎﾟﾃﾄ 菜種油 三温糖 

お米で作ったﾊﾟﾌｽﾅｯｸｿｰｽ味 星っこ 

豚平切肉 焼き竹輪 

わかめ 牛乳 

人参 ごぼう 糸こんにゃく 青ピーマン 

えのきたけ オクラ 冷凍みかん オレンジ 

しょうゆ カレー粉 

塩 削り節 
牛乳 

牛乳 お米でつくったパフスナック 

星っこ 

ナスとトマトのスパゲティ コンソメスープ

マスカットゼリー    〈食育メニューの日〉 

スパゲッティ オリーブ油 三温糖 かたくり粉

かぼちゃボーロ 元気うす焼せんべい

豚挽肉 木綿豆腐 

ベーコン 牛乳 

なす ズッキーニ 人参 トマト ダイストマト 

玉葱 レタス おいしいマスカットゼリー えだまめ 

塩 ケチャップ 

野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 えだまめ（以上児） 

かぼちゃボーロ（未満児） 

元気うす焼せんべい

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 

中華風おこわ ビーフン入り中華スープ 

甘酢あえ キャンディチーズ 

もち米 米 三温糖 ごま油 ビーフン 

うす焼サラダせんべい 

豚角切り ロースハム しらす干し 

キャンディチーズ 牛乳

生姜 干椎茸 人参 たけのこ 玉葱 チンゲンツァイ 

えのきたけ とうもろこし きゅうり 巨峰 

塩 中華だしの素 しょうゆ 

酒 野菜ブイヨン 米酢 
牛乳 

お茶 巨峰 

うす焼サラダせんべい 

うす切りｽﾗｲｽ食パン 鶏肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ 

ボイル野菜 豆腐と野菜のスープ 

食パン かたくり粉 菜種油 三温糖 

元気ミニいも花子 ミニのりすけ 
鶏もも肉 木綿豆腐 牛乳 

りんご 玉葱 生姜 キャベツ 

きゅうり 人参 小松菜 

塩 しょうゆ 酒 米酢 ケチャップ 

中華だしの素 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 ミニいも花子 

ミニのりすけ

菜めし 煮魚 お浸し 

とうがん汁 キャンディチーズ 

米 三温糖 

かたくり粉 米粉マカロニ 

赤魚 松山あげ 

キャンディチーズ 牛乳 きな粉

菜めし 生姜 小松菜 とうがん 

干椎茸 人参 

酒 みりん しょうゆ 

削り節 塩 
牛乳 

牛乳 

マカロニあべ川

チキンライス ミニトマト 野菜スープ

プチやさいゼリー    〈誕生会〉 

米 菜種油 三温糖 

コーンフレーク ソフトな塩せん

鶏挽肉 ベーコン 豆乳アイス 

チチヤスヨーグルト 牛乳

玉葱 人参 グリンピース ミニトマト 

キャベツ プチ国産やさいゼリー みかん(缶)

塩 ケチャップ 

野菜ブイヨン 
牛乳 

お茶 豆乳ミニパフェ（以上児） 

チチヤスヨーグルト（未満児）

ソフトな塩せん（未満児）

わかめご飯 チャンプルー 

あわせみそ汁 

米 菜種油 じゃが芋 元気ミレービスケット 

紫芋ふんわりせんべい 

炊き込みわかめ 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 

にら 緑豆もやし 人参 玉葱 

ゴーヤー えのきたけ 

塩 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

牛乳 元気ミレービスケット 

紫芋ふんわりせんべい 

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 

ゆかりご飯 高野豆腐の含め煮 

みそ汁 ミニゼリー 

米 三温糖 

じゃが芋 さつまポテト 

高野豆腐 鶏もも肉 

豆みそ 牛乳 

ゆかり 人参 干椎茸 グリンピース 

玉葱 小松菜 ねぎ 果汁 100％ゼリー 

削り節 みりん 

しょうゆ 塩 
牛乳 

牛乳 

さつまポテト 

冷やし中華 揚げシューマイ 

まめぴよデザートココア味 

中華めん 菜種油 三温糖 ごま油  

紫いもチップ うす焼しょうゆせんべい 

ロースハム 国産ポークしゅうまい

まめぴよデザートココア 牛乳

トマト きゅうり 緑豆もやし

とうもろこし

削り節 しょうゆ 

米酢 
牛乳 

牛乳 紫いもチップ 

うす焼しょうゆせんべい 

白飯 白身魚のラタトゥイユ添え 

コンソメスープ ソフール元気ヨーグルト

米 菜種油 オリーブ油 三温糖 

じゃがいもおかき 

ホキ米パン粉フライ ベーコン

ソフール元気ヨーグルト 牛乳

玉葱 なす ズッキーニ 赤ピーマン トマト 西洋かぼちゃ パセリ 

人参 チンゲンツァイ 冷凍みかん オレンジ 

トマトピューレ ケチャップ

野菜ブイヨン 塩
牛乳 

お茶 冷凍みかん（以上児） 

オレンジ（未満児）

じゃがいもおかき

※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。

上手にスプーンやおはしを使えるようになると、自

分がおいしく食べられるだけでなく、周りで食べる

人にも気持ちがいい印象を与えます。まずは大人が

お手本となって正しい使い方を見せてあげてくだ

さい。食べる意欲を満たしながら、あせらずおはし

に慣れていけるとよいですね。 

やっていませんか？マナー違反のはしづかいの一例 

 

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 

夏野菜をたくさん味わおう 

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。 ナスもトマトも夏に美味しい野菜の一つです。この日のナスは市内産を

使う予定です。地元で収穫された旬の恵みをスパゲティにしていただきます。 

 

おうちでも 

給食の様子を 

きいてみて 

くださいね。 

知っていましたか？ 

８月 31 日は「野菜の日」 

「や（8）さ（3）い（1）」の

語呂合わせから、9つの団体が

1983（昭和 58）年に野菜の

日を制定しました。 

野菜に豊富なビタミン Cは、

暑さや紫外線、温度差などで夏

バテ気味な身体の回復を助けま

す。ぜひ「野菜の日」に野菜を

たくさん食べて、夏の疲れを吹

きとばしましょう！ 

中指・人差指 

はさんで上の 

はしを動かす 

はし先は 

そろえる 

親指 

他の指と 

向かい 

合っている

薬指 

下のはしを乗せる 

動かさない

トマト ピーマン 

なす 

真っ赤な色には栄養成分 

リコピンがいっぱい。

老化防止や病気の予防

効果が期待できます。

鮮やかな紫色の皮には 

抗酸化物質のナスニン 

（ポリフェノール）が 

多く含まれています。 

独特の香りと苦味があり 

ビタミン C が多い野菜。 

カラフルなピーマンは

甘みがあります。 

保育園の園庭ではさまざまな夏野菜が育っています。 

夏野菜をしっかり味わって夏を満喫したいですね。 

きゅうり 
しゃきしゃきとした 

歯ごたえと表面のイボが 

特徴。みずみずしい 

夏野菜のひとつです。 

正しいはしの持ち方 

刺し 

 ばし 拾いばし（はし渡し） 涙ばし 

寄せ 

 ばし 


