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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 

五目ご飯 切干大根サラダ みそ汁 

キャンディチーズ  ＜防災の日メニュー＞ 

災害用田舎ごはん エッグケアマヨネーズ 

えいようかん かぼちゃボーロ 星っこ 

ツナ わかめ 松山あげ 豆みそ 

キャンディチーズ 牛乳 

切干し大根 とうもろこし 

干椎茸 
しょうゆ 削り節 牛乳 

お茶 えいようかん(以上児) 

かぼちゃﾎﾞｰﾛ(未満児) 星っこ 

麻婆豆腐丼 ハムと胡瓜の酢の物 

中華スープ 

米 かたくり粉 菜種油 

三温糖 ごま油 

木綿豆腐 豚挽肉 豆みそ 

ロースハム わかめ 牛乳 

生姜 人参 ねぎ 干椎茸 きゅうり とうもろこし 

緑豆もやし キャベツ フルーチェの素(いちご) バナナ 

塩 しょうゆ 中華だしの素 

酒 米酢 野菜ブイヨン 
牛乳 

お茶 

いちごフルーチェ 

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  

ハヤシライス ひじきのごま酢サラダ  

キャンディチーズ 

米 菜種油 じゃが芋 すりごま 

三温糖 ザラメせんべい 

豚平切肉 干ひじき ツナ 

キャンディチーズ 牛乳 

人参 玉葱 ぶなしめじ 青ピーマン 

ダイストマト きゅうり 巨峰 

塩 ﾊﾔｼﾙｳ 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 削り節 

みりん しょうゆ 米酢 
牛乳 

お茶 巨峰 

ザラメせんべい 

冷や麦 平つくね マスカットゼリー 
ひや麦 菜種油 三温糖 

ソフトな塩せん ライスクッキーいちご 

ツナ キャベツ入り平つくね 牛乳 

ぶんちゃんのこざかな君 

とうもろこし きゅうり トマト 干椎茸 

人参 おいしいマスカットゼリー 

しょうゆ 削り節 

みりん 
牛乳 

牛乳 小魚（以上児） 

ソフトな塩せん（未満児） 

ライスクッキーいちご 

白飯 いわしのみぞれ煮 うの花煮 あわせみそ汁 

冷凍みかん（以上児） オレンジ（未満児） 

米 菜種油 三温糖 元気ミニいも花子 

うす焼サラダせんべい 

いわしのみぞれ煮 うの花 油揚げ 

わかめ ミックスみそ 牛乳 

干椎茸 人参 板こんにゃく ねぎ 

なす 玉葱 冷凍みかん オレンジ 
削り節 しょうゆ 牛乳 

牛乳 ミニいも花子 

うす焼サラダせんべい 

チリコンカンライス フレンチサラダ 

コンソメスープ 

米 菜種油 

三温糖 わらび粉 

豚挽肉 大豆 ツナ ベーコン 

きな粉 牛乳 

玉葱 人参 青ピーマン とうもろこし ダイストマト 

キャベツ きゅうり レタス ぶなしめじ 

塩 ｹﾁｬｯﾌﾟ 濃口ｿｰｽ 

ｶﾚｰ粉 米酢 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 
牛乳 

お茶 

わらびもち 

わかめご飯 里芋の旨煮 すまし汁 

十五夜デザート ＜お月見メニューの日＞ 

米 菜種油 里芋 三温糖 たま麩（焼麩） 

紫芋ふんわりせんべい 十五夜デザート 

炊き込みわかめ 鶏もも肉 

もめん厚揚げ 牛乳 

人参 大根 板こんにゃく グリンピース 

なす 小松菜 りんご 

塩 酒 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

牛乳 うさぎりんご(4 歳以上児)  

りんご(4 歳未満児) 

紫芋ふんわりせんべい 

ツナロールパン 

牛乳 やさいゼリー 
ツナロールパン 牛乳 国産やさいゼリー   牛乳   

まめ小魚ごはん（以上児） 小魚ごはん（未満児） 

沢煮椀 きゅうりごまじょうゆ 

米 三温糖 菜種油 かたくり粉 すりごま ごま油 

お米で作ったパフスナックソース味 きなこせんべい 

大豆 しらす干し 

豚平切肉 牛乳 

ごぼう 大根 人参 

ねぎ きゅうり 

しょうゆ 削り節 

酒 塩 
牛乳 

牛乳 お米でつくったパフスナック 

きなこせんべい 

うす切りスライス食パン 鶏肉のバーベキューソース 

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 

キヌアあられ塩味 

鶏もも肉 ロースハム 

木綿豆腐 牛乳 

りんご 玉葱 生姜 キャベツ きゅうり 人参 

チンゲンツァイ 緑豆もやし 梨 

塩 しょうゆ 酒 米酢 ｹﾁｬｯﾌﾟ 

中華だしの素 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 
牛乳 

お茶 梨 

キヌアあられ塩味 

白飯 高野豆腐のオランダ煮 

拌三糸 キャンディチーズ 

米 かたくり粉 じゃが芋 菜種油 三温糖 はるさめ 

ストロベリーゼリーの素 青りんごゼリーの素 

鶏もも肉 高野豆腐 ロースハム 

キャンディチーズ 牛乳 

玉葱 人参 グリンピース きゅうり 

みかん（缶） 黄桃（缶） パイン（缶） 

しょうゆ 削り節 

米酢 
牛乳 

お茶 

ゼリー入りフルーツポンチ 

カレーピラフ ポテトサラダ コンソメスープ 

プチりんごゼリー         ＜誕生会＞ 

米 菜種油 じゃが芋 エッグケアマヨネーズ 

いちごのアイス 元気小粒揚げ 

豚挽肉 ベーコン 

ソフール元気ヨーグルト 牛乳 

人参 玉葱 青ピーマン 干しぶどう きゅうり 

とうもろこし プチ国産りんごゼリー  

塩 カレールウ カレー粉 

野菜ブイヨン 濃口ソース 
牛乳 

お茶 いちごのアイス(以上児)  

ｿﾌｰﾙ元気ﾖｰｸﾞﾙﾄ(未満児) 

元気小粒揚げ 

きのこご飯 さつま汁 

キャベツのゆかり和え  ＜食育メニューの日＞ 

米 三温糖 さつまいも 超熟ロール 

エッグケアマヨネーズ 

鶏挽肉 豚平切肉 

ミックスみそ 牛乳 ツナ 

人参 干椎茸 ぶなしめじ まいたけ ｴﾘﾝｷﾞ えのきたけ 

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ なす 板こんにゃく 大根 ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり ゆかり 

塩 削り節 酒 

しょうゆ 
牛乳 

牛乳 

ツナサンド 

エッグバンズパン 

牛乳 ももゼリー  
エッグバンズパン 牛乳 国産ももゼリー   牛乳   

肉みそうどん 甘酢あえ 

キャンディチーズ 

干しうどん 菜種油 三温糖 

かたくり粉 もち米 米 黒ごま 

豚挽肉 豆みそ しらす干し 

キャンディチーズ きな粉 牛乳 

生姜 玉葱 人参 干椎茸 グリンピース 

なす とうもろこし きゅうり 

塩 しょうゆ 

削り節 米酢 
牛乳 

お茶 

おはぎ 

白飯 米パン粉白身魚フライ 

ボイル野菜 ジュリアンヌスープ 

米 菜種油 エッグケアマヨネーズ 

じゃが芋 発芽玄米あられ 

ホキ米パン粉フライ ベーコン 

牛乳 

キャベツ きゅうり 玉葱 人参 

セロリー オレンジ 
野菜ブイヨン 塩 牛乳 

牛乳 オレンジ 

発芽玄米あられ 

ゆかりおにぎり 鶏の唐揚げ 三色おかか和え 

ウインナー ミニトマト ミニゼリー ＜お弁当箱の日＞ 

米 かたくり粉 菜種油 

ネオ玄米スナック 

焼きのり 鶏もも肉 かつおパック 

ウインナー ソフール元気ヨーグルト 牛乳 

ゆかり 生姜 ほうれん草 緑豆もやし 

人参 ミニトマト 果汁１００％ゼリー 
酒 しょうゆ 牛乳 

お茶 ｿﾌｰﾙ元気ﾖｰｸﾞﾙﾄ 

ネオ玄米スナック 

ポテトベーコンパン 

牛乳 みかんゼリー 
ポテトベーコンパン 牛乳 国産みかんゼリー   牛乳   

人参まぜご飯 青梗菜のごまソースあえ  

あわせみそ汁 ミニゼリー 

米 三温糖 ねりごま 

サクッとあられ 

鶏挽肉 ツナ わかめ 

ミックスみそ 牛乳 

人参 干椎茸 グリンピース チンゲンツァイ キャベツ 

なす オクラ 玉葱 果汁１００％ゼリー バナナ 

しょうゆ 塩 

削り節 米酢 
牛乳 

牛乳 バナナ 

サクッとあられ 

ナポリタンスパゲティ 野菜スープ 

まめぴよデザートココア味 

スパゲッティ 菜種油 三温糖 

じゃが芋 米粉 

ウインナー ベーコン 木綿豆腐  

まめぴよデザートココア 牛乳 

人参 玉葱 青ピーマン キャベツ 

オレンジジュース レモン 

ケチャップ 濃口ソース 塩 

野菜ブイヨン ベーキングパウダー 
牛乳 

牛乳 

みかんの蒸しパン(米粉） 

白飯 さばの煮付け 

お浸し たぬき汁 

米 三温糖 菜種油 きらきらコーンのおほしさま 

元気うす焼せんべい 

さば 木綿豆腐 

牛乳 

生姜 小松菜 板こんにゃく 

干椎茸 ごぼう 人参 根みつば 

酒 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 

元気うす焼せんべい 

白飯 みそかつ 

ボイル野菜 すまし汁 

米 菜種油 三温糖 クールゼリーの素 

うす焼しょうゆせんべい 

国産豚ヒレカツ 豆みそ 

白かまぼこ わかめ 牛乳 

キャベツ 人参 えのきたけ 

玉葱 ねぎ パイン（缶） 

削り節 しょうゆ 

塩 
牛乳 

お茶 

パイン入りクールゼリー 

うす焼しょうゆせんべい 

菜めし 炒り鶏 

みそ汁 

米 じゃが芋 菜種油 三温糖 

メープルかりんとう ミニのりすけ 

鶏もも肉 松山あげ 

豆みそ 牛乳 

菜めし 人参 たけのこ ごぼう 板こんにゃく 

干椎茸 さやいんげん ぶなしめじ 大根 

削り節 しょうゆ 

みりん 酒 
牛乳 

牛乳 メープルかりんとう 

ミニのりすけ 

 ※以上児…３歳以上児、未満児…３歳未満児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 
 

16 日  ツナサンド パンにツナを挟みます。 

20 日 おはぎ おはぎをつくります。 

22 日 ゆかりおにぎり おにぎりを握ります。 

秋分の日の行事食 おはぎ 
山の神に農作物の収穫を感謝しておはぎを作り、食べるようになったと言わ

れています。春に食べる「ぼたもち」と「おはぎ」は基本的に同じものです

が、おはぎは秋の七草のハギからその名がとられていると言われています。 

今月の食育の日に先駆けて１６日に秋の味覚「さつまいも」を入れた 

「さつま汁」をいただきます。他にもこの地域で収穫されるなすを入れ、 

園のみんなで秋の味覚を満喫したいと思います。 

 

おうちでも 

給食の様子を 

きいてみて 

くださいね。 

旧暦の 8月 15日の満月の日を「十五夜」と呼び、昔から月見だんご 

やススキ、里芋を供えてお月見をし、美しい「中秋の名月」をめでる 

風習があります。今年の十五夜は 10日。前日の 9日 園ではお月見 

に深い関係がある「里芋」「ウサギ」をキーワードに給食を提供します。 

※都合により献立を変更することがあります。 

食事をおいしく、バランスよく 

お弁当箱の日が始まります【3～5 歳児クラス】 

お弁当箱の日は空のお弁当箱をお持ちください。 

今月は２２日（木）に実施します。 

9月は食生活改善普及運動・健康増進普及月間です 

バランスのよい食事 ~「主食」「主菜」「副菜」をそろえよう~ 

 

近年園児さんが骨折する事例が多く

なっています。丈夫な骨づくりを促

す栄養素にはカルシウム、リン、たん

ぱく質、ビタミンＤ・Ｋがあります。

特に日本人に不足しているカルシウ

ムを多く含む牛乳・乳製品は意識的

に摂取できると良いですね。 

丈夫な骨づくりのためには… 

豆腐、納豆、小松菜、しらす干し等もカルシウムが豊富です。 

多様な食品から身体に必要な栄養素をバランスよくとるには、

毎日の食事で主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることが 

基本です。新型コロナウィルス感染症は、

毎日健やかに過ごすためには

20日クッキング予定 


