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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 

和風カレーうどん 大学芋 

キャンディチーズ 

干しうどん かたくり粉 さつまいも 菜種油 三温糖 

黒ごま ストロベリーゼリーの素 青りんごゼリーの素 

豚平切肉 松山あげ 

キャンディチーズ 牛乳 

玉葱 人参 ぶなしめじ 生姜 ねぎ 

みかん（缶） 黄桃（缶） パイン（缶） 

カレールウ 

しょうゆ 削り節 
牛乳 

お茶 

ｾﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ 

白飯 米パン粉白身魚フライ 

ボイルキャベツ コンソメスープ 

米 菜種油 エッグケアマヨネーズ 

さつまいも 

ホキ米パン粉フライ 

ベーコン 牛乳 
キャベツ 大根 人参 緑豆もやし 

野菜ブイヨン 

塩 
牛乳 

牛乳 

ふかしいも 

白飯 高野豆腐の含め煮 

なめこ汁 ミニゼリー 

米 三温糖 

元気ミニいも花子 星っこ 

高野豆腐 鶏もも肉 わかめ 

豆みそ 牛乳 

人参 グリンピース なめこ ねぎ 

大根 果汁 100%ゼリー 

削り節 みりん 

しょうゆ 塩 
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 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   

人参まぜご飯 もみじあえ 

あわせみそ汁 キャンディチーズ 

米 三温糖 すりごま じゃが芋 

あずき じゃがいもおかき 

鶏挽肉 油揚げ ミックスみそ 

キャンディチーズ 粉寒天 牛乳 

人参 干椎茸 グリンピース 柿 

ほうれん草 白菜 玉葱 ねぎ 

しょうゆ 塩 

削り節 
牛乳 

お茶 水ようかん 

じゃがいもおかき 

うす切りスライス食パン 

拌八宝 中華スープ 

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 

わかめ 焼きのり 牛乳 

キャベツ きゅうり 人参 とうもろこし 

白菜 にら 干椎茸 菜めし 

米酢 しょうゆ 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

お茶 

菜めしおにぎり 

わかめご飯 さばの竜田揚げ 

五目豆 みそ汁 

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 

元気うす焼せんべい 

炊き込みわかめ さば 大豆 

干ひじき 切り昆布 豆みそ 牛乳 

生姜 ごぼう 人参 干椎茸 板こんにゃく 

白菜 ぶなしめじ 玉葱 りんご 

酒 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

牛乳 りんご 

元気うす焼せんべい 

チキンライス ごま風味野菜サラダ 

野菜スープ プチやさいゼリー＜誕生会＞ 

米 菜種油 三温糖 じゃが芋 すりごま 

エッグケアマヨネーズ お米ｄｅメープルマフィン 米粉 

鶏挽肉 ベーコン 牛乳 

豆乳ホイップ 

玉葱 人参 グリンピース きゅうり ミニトマト キャベツ 

とうもろこし 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 

米酢 しょうゆ ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 
牛乳 

牛乳 

ﾒｰﾌﾟﾙﾏﾌｨﾝｱﾗﾓｰﾄﾞ(2歳児以上)  

米粉蒸しパン(1歳児) 

白飯 豆腐団子のケチャップ煮 

ボイルキャベツ わかめスープ 

米 かたくり粉 三温糖 菜種油 

たま麩（焼麩） 肉入りまんじゅう 

木綿豆腐 鶏挽肉 

わかめ 牛乳 

ねぎ キャベツ 

人参 えのきたけ 

塩 ケチャップ 濃口ソース 

中華だしの素 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 

肉まん 

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   

ハヤシライス ツナサラダ 

キャンディチーズ 

米 菜種油 じゃが芋 三温糖 

サクッとあられ 

豚平切肉 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 キャベツ きゅうり とうもろこし 柿 

塩 ハヤシルウ 野菜ブイヨン 

トマトピューレ 米酢 
牛乳 

お茶 柿 

サクッとあられ 

みそコーンラーメン 揚げシューマイ 

マスカットゼリー 

中華めん 菜種油 さつまいも 

三温糖 あずき 

豚平切肉 焼き竹輪 豆みそ ミックスみそ 

国産ポークしゅうまい 牛乳 

白菜 キャベツ 人参 緑豆もやし とうもろこし 

ねぎ おいしいマスカットゼリー 

塩 

中華だしの素 
牛乳 

お茶 

さつま芋ぜんざい 

ゆかりご飯 関東煮 ブロッコリーおかか和え 

ソフール元気ヨーグルト 

米 三温糖 お米で作ったﾊﾟﾌｽﾅｯｸｿｰｽ味 

きなこせんべい 

焼き竹輪 はんぺい もめん厚揚げ 切り昆布 

かつおパック ソフール元気ヨーグルト 牛乳 

ゆかり 干椎茸 板こんにゃく 人参 

大根 グリンピース ブロッコリー 

しょうゆ 

削り節 
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 

白飯 和風シチュー(乳) 

ポパイサラダ 

米 じゃが芋 菜種油 有塩バター 薄力粉 

エッグケアマヨネーズ 米粉マカロニ 三温糖 かたくり粉 

鶏胸肉 牛乳 

ミックスみそ 

人参 大根 ねぎ ほうれん草 

とうもろこし りんご 

野菜ブイヨン 

塩 しょうゆ 
牛乳 

お茶 

甘辛マカロニ 

いもご飯 豚汁 

甘酢あえ ＜食育メニューの日＞ 

米 さつまいも 三温糖 紫いもチップ 

うす焼しょうゆせんべい 

こんぶ 豚平切肉 木綿豆腐 

豆みそ しらす干し 牛乳 

ごぼう ねぎ 大根 人参 板こんにゃく 

えのきたけ とうもろこし きゅうり 

塩 削り節 

米酢 
牛乳 

牛乳 紫いもチップ 

うす焼しょうゆせんべい 

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   

中華風おこわ ビーフン入り中華スープ 

切干大根ナムル 

もち米 米 三温糖 ごま油 ビーフン すりごま 

メープルかりんとう きらきらコーンのおほしさま 

豚角切り ロースハム 

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 切干し大根 きゅうり 

塩 中華だしの素 しょうゆ 

酒 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 メープルかりんとう 

きらきらｺｰﾝのおほしさま 

ゆかりおにぎり 鶏の唐揚げ コーンしゅうまい 

三色おかか和え ミニゼリー ＜お弁当箱の日＞ 

米 かたくり粉 菜種油 

キヌアあられ塩味 

焼きのり 鶏もも肉 コーンしゅうまい 

かつおパック 牛乳 

ゆかり 生姜 ほうれん草 緑豆もやし 

人参 果汁 100%ゼリー バナナ 

酒 

しょうゆ 
牛乳 

牛乳 バナナ 

キヌアあられ塩味 

白飯 煮魚 お浸し れんこんすりおろし汁 

キャンディチーズ      ＜和食の日＞ 

米 三温糖 里芋 かたくり粉 米粉 

菜種油 甘納豆（あずき） 

赤魚 キャンディチーズ 

牛乳 

生姜 チンゲンツァイ れんこん 

大根 人参 干椎茸 ねぎ 

酒 みりん しょうゆ 削り節 

塩 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 抹茶 
牛乳 

牛乳 

抹茶米粉蒸しパン 

スパゲティーミートソース 

野菜スープ みかん 

スパゲッティ 菜種油 三温糖 かたくり粉 じゃが芋 

かぼちゃボーロ うす焼サラダせんべい 

豚挽肉 牛乳 

ぶんちゃんのこざかな君 

玉葱 人参 青ピーマン セロリー 

エリンギ キャベツ とうもろこし みかん 

塩 ケチャップ トマトピューレ 

濃口ソース 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 小魚（以上児） 

かぼちゃボーロ（未満児） 

うす焼サラダせんべい 

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   

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 ミニのりすけ 

豚平切肉 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 りんご 

しょうゆ 酒 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

牛乳 りんご 

ミニのりすけ 

食パン ポトフ 

マカロニサラダ 

食パン じゃが芋 菜種油 米粉マカロニ 

エッグケアマヨネーズ さつまポテト 

豚角切り ウインナー 

ロースハム 牛乳 
玉葱 人参 キャベツ きゅうり 

野菜ブイヨン 

塩 しょうゆ 
牛乳 

牛乳 

さつまポテト 

白飯 さばのカレー煮 

粉ふき芋 すまし汁 

米 三温糖 

じゃが芋 食パン 

さば 木綿豆腐 

わかめ 牛乳 

玉葱 ぶなしめじ 人参 生姜 

ほうれん草 ねぎ いちごジャム 

カレールウ しょうゆ 酒 

削り節 塩 
牛乳 

牛乳 

ジャムサンド 

 ※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。 
 

8 日 菜めしおにぎり おにぎりを握ります。 

22 日 ゆかりおにぎり おにぎりを握ります。 

30 日  ジャムサンド パンにジャムを挟みます。 

 

秋に旬を迎えるさつまいもは、食物繊維が多く含まれていて 

便秘予防に役立ちます。デンプンが多く甘味があるのが特徴 

ですが、甘いさつまいもを選ぶなら、切り口にみつが出ている 

ものや黒いみつの跡があるものがおすすめです。旬の味覚・さつまいもは、 

今月 18日にいもご飯として登場予定です。甘いおいもだといいですね。 

 

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。 

食事マナーを身につけよう  
 
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている和食は、日本各地の 

風土に根差した新鮮で多様な食材が用いられ、主食、主菜、 

副菜を揃えることで栄養バランスのとりやすい構成となって 

います。また、旬の食材の使用や料理にあわせた食器を用いる 

ことで、料理から四季や自然を感じることができます。和食は行事食などの形で年中

行事に関わりながら継承されており、単なる食事としてではなく文化としてこの国に

根付いてきました。園でも和食の日にちなみ 24日は和食メニューを提供します。 

よい食べ方を身につけると、自分自身が食事をスムーズに進めることができるだけでなく他人に不快な思い

をさせることがありません。あせりや無理強いは禁物ですが、少しずつ食事マナーを身につけたいですね。 

よい姿勢で 

食べていますか？ 

遊びながら食べて 

いませんか？ 

普段の食べ方をふり返ってみましょう 

食器をたたいて 

いませんか？ 
マ
ナ
ー
違
反
の
食
べ
方 

口の中に 

物を入れたまま 

話していませんか？ 

足は床につける 

背もたれに 

もたれない 

食器は正しく置いて 

いますか？ 

残さずきれいに 

食べますか？ 

ご飯は 

左 

汁は 

右 

はしは 

手前 

主菜は 

奥側 

ムラなく食べるのに効果アリ！

好きな物ばかりでなく、嫌いなものも食べられる 

ばっかり食べだと、途中で満腹になってしまったら食べられない物、嫌いで後回しに 

なっている物には手を付けないことも。嫌いな物も食べるチャンスが生まれます。 

味覚を育てる「口中調味（こうちゅうちょうみ）」ができる 

三角食べをすると自然とご飯とおかずが口の中で混ざり、口の中で適度な味に調うことを「口中調味」と呼びます。 

おかずと一緒に食べるご飯の量を減らせば、味は濃くなりますし、逆にごはんの量を増やせば味を薄くできます。このよ

うな食べ方により多様な味覚の体験学習を繰り返すことで、乳幼児期の発達途上の脳を刺激し味覚の発達を促します。 

いい    日本食 


