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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 

きのこご飯 みそ汁 

キャベツのゆかり和え マスカットゼリー 

米 三温糖 

米粉マカロニ 

鶏挽肉 木綿豆腐 豆みそ 

牛乳 きな粉 

人参 干椎茸 ぶなしめじ まいたけ エリンギ 

えのきたけ グリンピース ねぎ 大根 キャベツ 

きゅうり ゆかり おいしいマスカットゼリー 

塩 削り節 

酒 しょうゆ 
牛乳 

牛乳 

マカロニあべ川 

白飯 酢鶏 

豆腐と白菜のスープ 

米 かたくり粉 菜種油 じゃが芋 三温糖 

紫芋ふんわりせんべい 元気うす焼せんべい 

鶏もも肉 木綿豆腐 

牛乳 

生姜 玉葱 人参 青ピーマン 

干椎茸 白菜 

しょうゆ 酒 米酢 中華だしの素 

野菜ブイヨン 塩 
牛乳 

牛乳 紫芋ふんわりせんべい 

元気うす焼せんべい 

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  

炊き込みチャーハン 

甘酢あえ 中華スープ 

米 ごま油 

三温糖 さつまいも 

豚角切り しらす干し 

ロースハム 牛乳 

干椎茸 人参 ねぎ たけのこ とうもろこし 

きゅうり 切干し大根 緑豆もやし にら 玉葱 

塩 中華だしの素 しょうゆ 

米酢 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 茶巾絞り（以上児） 

ふかしいも（未満児） 

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 コンソメスープ 

食パン じゃが芋 菜種油 薄力粉 パン粉 

かぼちゃボーロ うす焼サラダせんべい 

豚挽肉 ベーコン 牛乳 

国産焼きするめ 

オニオンソテー キャベツ 玉葱 

人参 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 するめ（以上児） 

かぼちゃボーロ(未満児) 

うす焼サラダせんべい 

白飯 ぶりの照り焼き風煮 お浸し 

あわせみそ汁 キャンディチーズ 

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 

ザラメせんべい おこめせん人参＆南瓜 

ぶり 松山あげ ミックスみそ 

キャンディチーズ 牛乳 

ほうれん草 緑豆もやし ぶなしめじ 

人参 大根 みかん 

しょうゆ みりん 

削り節 
牛乳 

お茶 みかん 

ザラメせんべい(以上児)  

おこめせん人参＆南瓜(未満児） 

五目ご飯 れんこんのサラダ 

みそ汁 

米 三温糖 エッグケアマヨネーズ 

肉入りまんじゅう 

干ひじき 鶏挽肉 油揚げ ロースハム 

木綿豆腐 わかめ 豆みそ 牛乳 

人参 干椎茸 れんこん きゅうり 

えのきたけ 玉葱 

しょうゆ 塩 

削り節 
牛乳 

牛乳 

肉まん 

麻婆豆腐丼 拌三糸 

わかめスープ 

米 かたくり粉 菜種油 三温糖 ごま油 はるさめ 

元気ミレービスケット 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 牛乳 

生姜 人参 ねぎ 干椎茸 

きゅうり 玉葱 えのきたけ 

塩 しょうゆ 中華だしの素 

酒 米酢 野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 ミレービスケット 

発芽玄米あられ 

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 みそかつ 

ボイル野菜 のっぺい汁 

米 菜種油 三温糖 里芋 

かたくり粉 米粉 

国産豚ヒレカツ 

豆みそ 牛乳 

キャベツ 人参 大根 干椎茸 

ねぎ 干しぶどう 

削り節 しょうゆ 塩 

ベーキングパウダー 
牛乳 

牛乳 

米粉のにんじん蒸しパン 

中華あんかけうどん 

揚げ芋 みかん  

干しうどん 菜種油 三温糖 

かたくり粉 さつまいも 米 

豚平切肉 焼きのり 

牛乳 

玉葱 人参 緑豆もやし チンゲンツァイ 

干椎茸 みかん 菜めし 

塩 しょうゆ 野菜ブイヨン 

中華だしの素 
牛乳 

お茶 

菜めしおにぎり 

まめ小魚ごはん（以上児） 小魚ごはん（未満児） 

沢煮椀 キャベツのごま酢あえ 

米 三温糖 菜種油 かたくり粉 

すりごま サクッとあられ 

しらす干し 大豆 

豚平切肉 牛乳 

ごぼう 大根 人参 ねぎ 

キャベツ りんご 

しょうゆ 削り節 

酒 塩 米酢 
牛乳 

牛乳 りんご 

サクッとあられ 

チキンライス ポテトサラダ 野菜スープ 

プチりんごゼリー      ＜誕生会＞ 

米 菜種油 三温糖 じゃが芋 

エッグケアマヨネーズ 米粉のカップケーキ（イチゴ）  

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 とうもろこし 

プチ国産りんごゼリー 黄桃（缶） 

塩 ケチャップ 

野菜ブイヨン 
牛乳 

牛乳 

いちごﾏﾌｨﾝｱﾗﾓｰﾄﾞ(2歳児以上) 

いちごﾏﾌｨﾝ(1歳児) 

わかめおにぎり 鶏唐揚げのレモン漬け ウインナー 

ブロッコリーおかか和え ミニゼリー  ＜お弁当箱の日＞ 

米 かたくり粉 

菜種油 三温糖 

炊き込みわかめ 焼きのり 鶏もも肉 ウインナー 

かつおパック ガセリヨーグルト 牛乳 

レモン ブロッコリー 果汁 100%ゼリー 

パイン（缶） バナナ みかん（缶） 
しょうゆ 牛乳 

お茶 

フルーツヨーグルト和え 

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  

人参まぜご飯 白菜のゆかりあえ 

みそ汁        ＜食育の日メニュー＞ 

米 三温糖 じゃが芋 超熟ロール 

エッグケアマヨネーズ 

鶏挽肉 油揚げ 豆みそ 

牛乳 ツナ 

人参  干椎茸  グリンピース  白菜 

きゅうり ゆかり 玉葱 ねぎ 

塩 しょうゆ 

削り節 
牛乳 

牛乳 

ツナサンド 

カレーピラフ フライドポテト ミニトマト 

ベーコンとかぶのスープ ＜クリスマス会＞ 

米 菜種油 ナチュラルカットポテト 

お米ｄｅクリスマスケーキ（２０２２） ソフトな塩せん 

豚挽肉 ベーコン 

牛乳 

人参 玉葱 青ピーマン 干しぶどう ミニトマト 

チンゲンツァイ かぶ とうもろこし プチ国産みかんゼリー 

塩 カレールウ カレー粉 

野菜ブイヨン 濃口ｿｰｽ 
牛乳 

牛乳 お米 de ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(2歳児以上) 

プチみかんゼリー(1歳児)  

ソフトな塩せん(1歳児) 

麦ご飯 すきやき風煮 

胡瓜の昆布あえ 

米 押し麦 三温糖 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 焼き豆腐 白かまぼこ 

塩昆布 牛乳 

白菜 玉葱 えのきたけ ねぎ 

人参 糸こんにゃく きゅうり 

塩 しょうゆ 

酒 
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 さばの煮付け お浸し 

すまし汁 ソフール元気ヨーグルト   ＜冬至＞  

米 三温糖 

お米 de かぼちゃマフィン 

さば 木綿豆腐 こんぶ かつお節 

ソフール元気ヨーグルト 牛乳 

生姜 小松菜 緑豆もやし ゆず 

えのきたけ 人参 ねぎ 

酒 みりん 

しょうゆ 塩 
牛乳 

牛乳 

お米 de かぼちゃマフィン 

クロワッサン クリームシチュー（乳） 

フレンチサラダ 

クロワッサン じゃが芋 菜種油 有塩バター 薄力粉 

三温糖 星っこ クリスマスカップデザート（2022） 米粉 

鶏胸肉 牛乳 

ツナ 

人参 玉葱 パセリ キャベツ 

きゅうり りんご 

野菜ブイヨン 米酢 塩 

ベーキングパウダー 
牛乳 

牛乳 星っこ（以上児） 

ｸﾘｽﾏｽｶｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｰﾄ(2 歳児以上) 

りんご米粉蒸しﾊﾟﾝ(1 歳児) 

ウインナーロールパン 

牛乳 ももゼリー 
ウインナーロールパン 牛乳 国産ももゼリー  牛乳  

ハヤシライス コールスローサラダ 

みかん（缶） 

米 菜種油 じゃが芋 

エッグケアマヨネーズ ミニのりすけ 

豚平切肉 

キャンディチーズ 

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 みかん（缶） 果汁 100%ゼリー 

塩 ハヤシルウ 

野菜ブイヨン ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 

お茶 

チーズ 

お茶 ミニゼリー 

ミニのりすけ 

ゆかりご飯 白菜と肉団子のスープ煮 

小松菜のおかか和え 

米 かたくり粉 三温糖 

うす焼しょうゆせんべい 

鶏挽肉 かつおパック 

キャンディチーズ 

ゆかり ねぎ 生姜 人参 干椎茸 白菜 

小松菜 緑豆もやし 果汁 100%ゼリー 

塩 野菜ブイヨン 

中華だしの素 酒 しょうゆ 

お茶 

チーズ 

お茶 ミニゼリー 

うす焼しょうゆせんべい 

菜めし 切り干し大根とツナの煮物 

豚汁 パイン（缶） 

米 三温糖 菜種油 里芋 

元気小粒揚げ 

ツナ 高野豆腐 豚平切肉 国産大豆冷凍豆腐 

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 ごぼう ねぎ 

大根 板こんにゃく えのきたけ パイン（缶） 果汁 100%ゼリー 

しょうゆ みりん 

削り節 

お茶 

チーズ 

お茶 ミニゼリー 

元気小粒揚げ 

 ※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。 
 

５日 茶巾絞り 
ふかしたさつまいもをつぶして、

ラップで茶巾絞りにします。 

13 日 菜めしおにぎり 
おにぎりを握ります。 

16 日 わかめおにぎり 

19 日  ツナサンド パンにツナサラダを挟みます。 

 

（にんじんご飯） 

日進市の郷土食のひとつに「にんじんご飯」があります。農作業が 

終わった後などの集会で、にんじんご飯などを作り、各家庭から持ち 

寄った漬物等とともに、みんなでご飯を食べながら地域の親睦を深めたと 

いわれています。地域に伝わる食文化を大切に次の世代に伝えていきたいですね。 

 

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。 

かぜをひいた時の食事 

発熱 せき・のどの痛み 下痢・吐き気 

 

発熱により水分とエネルギーが

沢山消費されます。失われた水分

を補給し、ご飯や麺類でエネルギ

ーを摂ります。 

 

のどに刺激があるものはせきを誘発する

ため、のど越しのよいものを選びます。

のどが痛くて何も食べられない時はアイ

スクリームなどでエネルギー補給を。 

胃腸が弱っているので、消化のよい

おかゆや雑炊、スープなどがよいで

しょう。水分補給も、飲めそうなら、

こまめに少しずつ摂取します。 

 
風邪の予防には… たんぱく質+ ビタミン C + ビタミン A の摂取を心がけます 

 たんぱく質  免疫細胞を作るもと。寒さに対する抵抗力を高め身体を温める効果あり。肉や魚などに豊富。 

 ビタミン C  ウィルスや細菌から身体を守ります。身体に蓄積できないので毎日、野菜・果物を食べる習慣を。 

 ビタミン A  喉や鼻の粘膜を保護し、ウィルスや細菌が身体に侵入するのを防ぎます。 

 
 
大晦日

 

 
 
冬至は 1年で最も日が短くなる日です。

この日から日が伸び始め、春のきざしが

現れることから運気の上昇する日とされ

ています。冬至に「ん」のつく食べ物を

食べると「運がつく」と言われ、運気が

良くことを願い、なんきん（かぼちゃ）

を冬至に食べる風習となりました。 

この冬至にちなみ、 

22日にかぼちゃを 

使った昼食・おやつを 

みんなでいただきます。 

発熱 せき・のどの痛み 下痢・吐き気 

水分 
麺類 

ご飯 

アイスクリーム 

のど越しのよいもの 

ゼリー・ 
茶碗蒸し 

喉が痛くて何も 

食べられない時は 

スープ おかゆ 

水分 


