
１０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 

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 

白飯 酢豚 

ビーフン入り中華スープ 

米 かたくり粉 菜種油 じゃが芋 三温糖 ビーフン 

ソフトな塩せん 紫芋ふんわりせんべい

豚角切り 牛乳 

国産焼きするめ 

生姜 玉葱 人参 青ピーマン 

チンゲンツァイ 白菜 干椎茸

しょうゆ 酒 米酢 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

牛乳 するめ（以上児） 

ソフトな塩せん（未満児）

紫芋ふんわりせんべい

ロールパン ベーコンチャウダー（乳）

フレンチサラダ オレンジ

ロールパン じゃが芋 菜種油 有塩バター

薄力粉 ネオ玄米スナック 三温糖 わらび粉

ベーコン 牛乳 

ツナ きな粉

玉葱 人参 とうもろこし パセリ 

キャベツ きゅうり オレンジ

白ワイン 野菜ブイヨン 

塩 米酢 
牛乳 

お茶 

わらびもち 

白飯 煮魚 お浸し 

なめこ汁 ミニゼリー 
米 三温糖 食パン 

赤魚 木綿豆腐 わかめ 

豆みそ 牛乳 

生姜 小松菜 緑豆もやし なめこ ねぎ 

大根 果汁 100%ゼリー いちごジャム 

酒 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

牛乳 

ジャムサンド 

豚丼 ごぼうのサラダ 

あわせみそ汁 

米 菜種油 三温糖 すりごま 

エッグケアマヨネーズ うす焼サラダせんべい

豚平切肉 ロースハム 

ミックスみそ 牛乳

糸こんにゃく 玉葱 人参 生姜 ごぼう 

きゅうり とうもろこし 小松菜 えのきたけ りんご 

しょうゆ みりん 

削り節 
牛乳 

牛乳 りんご 

うす焼サラダせんべい 

しらすコーンご飯 鶏のかわり揚げ 

ボイル野菜 洋風スープ 

米 薄力粉 菜種油 エッグケアマヨネーズ 

元気ミニいも花子 星っこ 

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 緑豆もやし 

酒 塩 カレー粉 

野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 ミニいも花子 

星っこ 

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 

揚げパン（以上児） コッペパン（未満児） 

ポークビーンズ ツナサラダ 

コッペパン 菜種油 グラニュー糖

じゃが芋 三温糖

大豆 豚平切肉 

ツナ 牛乳

人参 玉葱 グリンピース キャベツ きゅうり とうもろこし 

パイン（缶） りんご みかん（缶） ブロックゼリー（マスカット） 

塩 ケチャップ しょうゆ 

野菜ブイヨン 米酢 
牛乳 

お茶 

ﾌﾞﾛｯｸｾﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

白飯 白身魚の変わりソース 

ボイル野菜 すまし汁 

米 菜種油 三温糖 ごま油 

かたくり粉 米粉 黒砂糖 

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 干しぶどう

ケチャップ カレー粉 米酢 

濃口ソース 削り節 しょうゆ

塩 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 
牛乳 

牛乳 

黒糖米粉蒸しパン 

高野豆腐ご飯 みそ汁 

きゅうりごまじょうゆ ミニゼリー 

米 菜種油 三温糖 じゃが芋 

すりごま ごま油 キヌアあられ塩味 

豚平切肉 高野豆腐 わかめ 

豆みそ 牛乳 

人参 干椎茸 玉葱 えのきたけ 

きゅうり 果汁 100%ゼリー バナナ 

塩 酒 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

牛乳 バナナ 

キヌアあられ塩味

中華飯 カルチャンあえ 

中華スープ 

米 かたくり粉 菜種油 

お米で作ったパフスナックソース味 きなこせんべい 

豚平切肉 しらす干し 干ひじき 

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 小松菜 ねぎ 

塩 しょうゆ 中華だしの素 

梅昆布茶 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 お米でつくったﾊﾟﾌｽﾅｯｸ 

きなこせんべい 

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 

カレーライス チップスサラダ

キャンディチーズ

米 じゃが芋 菜種油 ポテトチップスうす塩味 

三温糖 じゃがいもおかき 

豚平切肉 

キャンディチーズ 牛乳

玉葱 人参 りんご 青ピーマン キャベツ 

きゅうり とうもろこし オレンジ 

塩 濃口ソース 野菜ブイヨン 

カレールウ 米酢
牛乳 

牛乳 オレンジ 

じゃがいもおかき 

わかめおにぎり 鶏唐揚げのレモン漬け しゅうまい 

キャベツのゆかり和え ミニゼリー   ＜お弁当箱の日＞

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 

うす焼しょうゆせんべい パンプキンパフ 

炊き込みわかめ 焼きのり 鶏もも肉 

国産ポークしゅうまい 牛乳 

レモン キャベツ 人参 ゆかり

果汁 100%ゼリー
しょうゆ 牛乳 

牛乳 うす焼しょうゆせんべい 

パンプキンパフ 

白飯 さばの味噌煮 お浸し 

けんちん汁  ＜食育メニューの日＞ 

米 三温糖 

里芋 さつまポテト 

さば 豆みそ 

もめん厚揚げ 牛乳 

生姜 小松菜 緑豆もやし 大根 

ごぼう 人参 ねぎ 板こんにゃく 

しょうゆ みりん 

酒 削り節 塩 
牛乳 

牛乳 

さつまポテト 

ちらしずし ツナマヨサラダ 

すまし汁 りんごゼリー  ＜誕生会＞ 

米 三温糖 エッグケアマヨネーズ てまり麩（焼麩） 

米粉 菜種油 お米ｄｅメープルマフィン 

白かまぼこ 焼きのり ツナ 

わかめ 牛乳 豆乳ホイップ 

かんぴょう 干椎茸 人参 きゅうり えのきたけ 

小松菜 国産りんごゼリー みかん（缶） 

米酢 塩 しょうゆ 削り節 

ベーキングパウダー 
牛乳 

牛乳 

ﾒｰﾌﾟﾙﾏﾌｨﾝｱﾗﾓｰﾄﾞ(2歳児以上)

米粉蒸しﾊﾟﾝ(1 歳児) 

中華そば フライビーンズ（以上児） 

揚げ芋（未満児） ソフール元気ヨーグルト 

中華めん 三温糖 菜種油 かたくり粉 

さつまいも 米粉マカロニ 

豚平切肉 焼き竹輪 大豆 

ソフール元気ヨーグルト 牛乳

緑豆もやし キャベツ 

チンゲンツァイ 人参 ねぎ

塩 中華だしの素 

しょうゆ 
牛乳 

お茶 

甘辛マカロニ 

ポテトベーコンパン 

牛乳 やさいゼリー 
ポテトベーコンパン 牛乳 国産やさいゼリー 牛乳 

切干大根ご飯 小松菜のしらす和え 

あわせみそ汁 キャンディチーズ 

米 三温糖 じゃが芋 

元気ミレービスケット 紫いもチップ 

鶏挽肉 しらす干し わかめ 松山あげ 

ミックスみそ キャンディチーズ 牛乳

人参 切干し大根 干椎茸 グリンピース 

小松菜 緑豆もやし 玉葱 えのきたけ 

塩 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

牛乳 ミレービスケット 

紫いもチップ 

うす切りスライス食パン 

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 米 

ウインナー 鶏ささ身 木綿豆腐

わかめ 牛乳 焼きのり

キャベツ きゅうり 人参 とうもろこし

玉葱 えのきたけ ゆかり

米酢 しょうゆ 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

お茶 

ゆかりおにぎり 

白飯 みそおでん 

甘酢あえ 

米 里芋 三温糖 じゃが芋 

エッグケアマヨネーズ

もめん厚揚げ 焼き竹輪 はんぺい 

切り昆布 豆みそ しらす干し 牛乳 

板こんにゃく 大根 人参 

とうもろこし きゅうり 

しょうゆ みりん 

米酢 塩 
牛乳 

牛乳 

ふかしじゃが芋 

＜遠足＞ 菓子 牛乳 牛乳 
お茶 

菓子 

白飯 肉じゃが みそ汁 

ミルクプリン(2歳児以上) チチヤスヨーグルト(1歳児)

米 じゃが芋 三温糖 菜種油 

サクッとあられ

豚平切肉 もめん厚揚げ 豆みそ 

白いミルクプリン チチヤスヨーグルト 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 柿 

塩 みりん 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

お茶 柿 

サクッとあられ

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 

白飯 チキン南蛮 ボイルキャベツ 野菜スープ 

パンプキンババロア  ＜ハロウィンメニューの日＞ 

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 エッグケアマヨネーズ 

パンプキンババロア(2022)  薄力粉 

鶏胸肉 ベーコン 

牛乳 

玉葱 パセリ キャベツ チンゲンツァイ 

人参 かぼちゃペースト 干しぶどう 

酒 しょうゆ みりん 米酢 塩 

野菜ブイヨン ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 
牛乳 

牛乳 

かぼちゃ蒸しパン 

※以上児…３歳以上児、未満児…３歳未満児

 

 

 

 

 

 

お弁当づくりのキホン 

● お弁当箱は

使います。 

● おかずはしっかり加熱して

に。 

● ごはんやおかずは

入れます。 

● お弁当箱につめる時は、

。 

箱の半分(1/2)に主食を詰め、 

残りの 2/3 を副菜、残りの 1/3 

を主菜とすると栄養バランスが 

よくなります。 

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 

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。

5 日 ジャムサンド パンにジャムを挟みます。 

18 日 わかめおにぎり おにぎりを握ります。 

25 日 ゆかりおにぎり おにぎりを握ります。 

26 日 ふかしじゃが芋 おいも洗いをします。 

大根や人参などの野菜を油で炒めてから煮込む料理で、その名の由来は 

中国の精進料理の一種「巻繊（けんちゃん）」からとも、鎌倉の建長寺で 

作られる「建長汁」からとも言われています。栄養もあり、体が温まり 

簡単に作れるので一般家庭にも広がりました。今月の食育の日は、 

けんちん汁に市内でとれた里芋を入れ、秋の味覚を楽しみたいと思います。 

おうちでも 

給食の様子を 

きいてみて 

くださいね。 

※都合により献立を変更することがあります。

こどものおやつは何がいい？ 

弁当箱の容量※(ml)と 

エネルギー（kcal）は 

ほぼ同じです。 

幼児は約 300～400ml

の物を選びましょう。 

主食 

主
菜 

副
菜

副
菜

主 菜 1/6 

副菜① 1/6 

副菜② 1/6 

主 食 1/2 

※容量が分からない場合は、弁当箱に水をいっぱいにしてその水の量を計量カップで測ってみると分かります。

こどもは胃の大きさが小さく１日の３回の食事では成長に必要な栄養が摂りきれません。 

この時期のおやつには、 大切な目的があります。 

果物・ヨーグルト・ふかしいも 

おにぎり・せんべいなど 

必要な量の目安 

食事の約 1/3 の量が目安 
 次の食事に響かないことが大切です。 

タイミング

時間を決めて１日１～２回 
ちょこちょこ何度も食べると 

食事が食べられなくなることも。 

むし歯になる可能性も高まります。 

おすすめおやつ 

甘すぎるもの 油の多いものは NG 

おやつで補給する必要はありません 

3 回の食事で 

不足しがちな 

乳製品・果物・ 

いも・穀類を 

チョイス！


