
 

 

 
平成 30年 5月 31日発行 

小浜保育園 

梅雨の季節には… 

この時季は外に出られない日も多くなりますが、遊戯室

では体操教室で教わった動きの復讐を兼ねてマット運動

や縄跳び歩行板を組み合わせたアスレチックゲームなど、

ダイナミックな動きが出来る遊びを工夫して保育してお

ります。ゆり組は沢山の新聞紙を用いてちぎったり丸めた

り紙吹雪を舞わせる等、体を沢山動かしています。 

勿論、室内遊びばかりではありません。雨の合間に園庭

や散歩に出て、気分転換も大切にしています。雨水に触れ

たり見たり雨音を聞いたり…大人にとっては少し憂鬱な

天候も子ども達にとっては、遊びのひとつに繋がります。 

その思いを大切にしながら園でも、健康面や衛生面には

充分気をつけて梅雨を乗り切っていきたいと思います。 

６月の行事 

１日(金)衣替え        １４日(木)身体測定(ちゅうりっぷ組) 

２日(土)親子遠足            英会話教室 

４日(月)異年齢児保育     １６日(土)布団持ち帰り     

(食育指導)      １８日(月)異年齢児保育(お誕生会) 

５日(火)歯科健診            身体測定(たんぽぽ組) 

６日(水)スイミング教室    ２０日(水)スイミング教室 

７日(木)英会話教室      ２１日(木)英会話教室 

８日(金)身体測定       ２２日(金)体操教室     

(さくら組)      ２６日(火)保育参観日 

１１日(月)身体測定       ２７日(水)スイミング教室 

(すみれ組)      ２８日(木)英会話教室 

１２日(火)身体測定(ひまわり組)   ２９日(金)避難訓練   

１３日(水)  〃 (ゆり組) 

スイミング教室            

入園・進級してから２カ月が過ぎ子ど

も達もすっかり園生活になれ、友達と元

気に体を動かして遊ぶ姿が見られます。

こうした子ども達の姿を保護者の方々

にもご覧頂きたく、「保育参観」を計画

いたしました。ご家庭とはまた違ったお

子様の表情を是非ご覧ください。 

６月２６日(火) 

 １０時００分～１１時３０分 

※大変混み合い駐車スペースも不十

分の為、近隣の方はなるべくお車でのお

越しをお控え頂ければと思います。 

 ６月４日～１０日は、「歯の衛生週間」です。虫歯予防のためには、

歯磨きの習慣が大切です。子どもたち自身で意識して、朝、食後、就

寝前の歯磨き習慣がつくように声をかけてあげてください。仕上げ磨

きをしてあげると、保護者の方とのスキンシップにもなり、子どもた

ちにもうれしい時間です。６月５日(金)は児童歯科検診があります。 

６月１日(金)は衣替えです。まだ

日によって気温や湿度に差のある時

季ですので、洋服を脱いだり着たり

しながら快適に過ごせるように工夫

していきたいものです。 

 １６日(土)着替え袋を持ち帰りま

すので、衣類の交換や汚れ物を入れ

る為のビニール等の確認もお願い致

します。 

 先日、親子遠足のお手紙を配布いたしました。当日、体調不良や諸事情で欠席される場合は

園に電話をしても誰もいない為、保育園用の携帯電話にご連絡をお願い致します。 

                    携帯番号 080-3145-8580  
 また、お子さんは集合時間前にトイレを済ませて頂ければ大変有難いです。 



日 曜日 献立名 主材料名

1 金  さつま芋のレモン煮　肉ギョーザ　きんぴらごぼう   　  なす汁
　豚肉　さつま芋　レモン　人参　大揚げ　ごぼう

　肉ギョーザ　なす お菓子 牛乳

2 土

2 土 　チキンカレー　フレンチサラダ　　　 　 　　　　　 　カルピス
鶏肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　レタス　トマト

バーモントカレー　きゅうり　ドレッシング お菓子

3 日

4 月 　豚焼きそば　ゆで卵　フルーツ付合せ　 　 　　　 　　　牛乳
豚肉　焼きそば　人参 ピーマン 玉ねぎ　卵

キャベツ　刻みのり

お菓子
ヨーグルト

5 火 　八宝菜　ソーセージ　枝豆付合せ　　　　　　　　　　　豆腐汁
豚肉　人参　ピーマン　玉ねぎ　竹の子 白菜　ソーセージ

椎茸　シーフードミックス　枝豆　片栗粉　豆腐 お菓子 カルピス

6 水 　エビグラタン　フルーツ付合せ　　 　　　　　　　　　　牛乳
玉ねぎ　ホワイトソース　エビ　パルメザン

牛乳　マカロニ　ベーコン 〃

7 木 　肉じゃが　卵焼き　納豆　　　  　 　  　　　　　　　すり身汁 豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　卵　すり身　にら
ホット
ケーキ

ピルクル

8 金 　さばの味噌煮　かぼちゃの甘煮　野菜付合せ　　　　　鶏肉と青梗菜のスープ
さばの缶詰　かぼちゃ　レタス　きゅうり

鶏肉　青梗菜　コンソメ お菓子 牛乳

9 土 　ハヤシライス　トマトサラダ　　　　　　　　　　　　カルピス
玉ねぎ　レタス　きゅうり　ドレッシング　トマト　ツナ

缶　ハヤシルウ　牛ロース肉 〃

10 日

11 月 　きつねうどん　フルーツ付合せ　　　　　  　　　 
　鶏肉　うどん　ナルト　出し昆布　卵

　ほうれん草　長ネギ　大揚げ お菓子 牛乳

12 火 　鶏の唐揚げ　スクランブルエッグ　野菜付合せ     　スープスパッゲッティ
鶏肉　生生姜　卵　人参　キャベツ　きゅうり　玉ねぎ

わかめ　コンソメ　レタス　片栗粉　スパゲッティ 〃 カルピス

13 水 　アメリカンドック　マカロニサラダ　フルーツ付合せ　　牛乳
　ソーセージ　ホットケーキミックス　牛乳　人参

　きゅうり　卵　マヨネーズ　マカロニ 〃

14 木 　ハンバーグ　スパゲッティナポリタン　野菜付合せ　　　コンソメスープ
　挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ　きゅうり　牛乳
　卵　パン粉　ケチャップ　スパゲッティ　レタス 〃

15 金 　焼魚　切干大根　ウインナー付合せ　　　　　　　　 わかめ汁
紅鮭　切干大根　人参　ウインナー

わかめ　豆腐 〃 牛乳

16 土 　カレーライス　コーンサラダ　　　　　　　　　　　 カルピス
　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモンドカレー　豚肉

　コーン缶詰　レタス　トマト　きゅうり　ドレッシング 〃

17 日

18 月 　《6月お誕生会》フランクバーガー　フライドポテト
　　　　　　　スパゲッティナポリタン　フルーツ缶詰付け合わせ　　　　　　牛乳

シャウエッセン　レタス　きゅうり　卵　マーガリン
ケチャップ　マヨネーズ　スパゲッティ　みかんの缶詰 ケーキ

19 火 　エビフライ　野菜ソテー　笹蒲鉾付合せ　　　　　　 かき玉汁
エビ　もやし　人参　ピーマン　大天

笹蒲鉾　卵　玉ねぎ お菓子 カルピス

20 水 　コーンシチュー　フルーツ付合せ　　　　　　　　　　　牛乳
豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　クリームシチューの素

人参　牛乳 〃

21 木   メンチカツ　スパゲッティ　野菜付合せ　　　　　 じゃが芋汁
挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ スパゲッティ　レタス

　牛乳　パン粉　ケチャップ　じゃが芋　長ねぎ 〃

22 金 　カニの竜田揚げ　チーズ　かぼちゃレーズン煮     キャベツ汁
　タラバスティック　大揚げ　チーズ　かぼちゃ

　レーズン　天ぷら粉　卵　キャベツ 〃 カルピス

23 土 　コーンカレー　ツナサラダ　　　　　　　　　　　　 カルピス
豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモントカレー

　コーン缶　ツナ缶　レタス　きゅうり 　　〃

24 日

25 月 　親子うどん　フルーツ付合せ 鶏肉　うどん　ナルト　出し昆布　卵　長ネギ お菓子 牛乳

26 火 　焼肉　スクランブルエッグ　野菜付合せ　　 　　　　 豆腐汁
牛肉　焼肉のたれ　キャベツ　卵　レタス　豆腐

きゅうり　トマト　わかめ　大揚げ 　　〃

27 水 　かぼちゃコロッケ　ハム　キャベツとコーンのサラダ 　牛乳
  ハム　かぼちゃ　卵　コーン缶詰　マヨネーズ
コンソメ　キャベツ　パン粉　薄力粉　　玉ねぎ フルーツ

28 木 　オムレツ　納豆　佃煮付合せ　　　　　　　　　　　　 大根汁
挽肉　人参　玉ねぎ　卵　ピーマン　納豆

佃煮　大根　大揚げけ お菓子

29 金 　エビシューマイ　ほうれん草おひたし　ひじき炒め  キャベツ汁
　エビシューマイ　ほうれん草　かつお節　ひじき

　糸コン　人参　 大揚げ　キャベツ 〃 牛乳

30 土 　エッグカレー　福神漬け付合せ　 　　 　     　　   カルピス
豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモントカレー

　卵　福神漬け 〃

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

親　　　　　子　　　　　遠　　　　　足　　　　(雨天場合は中止・通常保育にて下記献立)

おやつ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

6月献立表 
  小浜保育園 

 食べる量には個人差がありますが、十分な栄養を摂取できるよう、気をつけたいもの。子どもの食の細さが気になる場合
は、おなかがすくことを実感させるのが一番です。食事とおやつの時間をしっかり空け、体を動かして遊ぶ工夫を。無理に食
べさせるのではなく、「食べたい」という気持ちになることが大切です。おやつは、スナック菓子ではなく、おにぎりやふかしい
もなどの炭水化物か果物がおすすめです。逆に、食べすぎが気になる場合は、おかわりは２杯までに。食材を大きく切ったり、



日 曜日 献立名 主材料名

1 金  おかゆ　さつま芋のレモン煮　きんぴらごぼう   　   なす汁
　豚肉　さつま芋　レモン

人参　ごぼう　なす
ハイハイン

林檎の
ハイハイン

2 土

2 土 　おかゆ　チキン肉じゃが　トマトサラダ　　　 　 野菜スープ 鶏肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　トマト 小魚スナック
タマゴ
ボーロ

3 日

4 月 　野菜煮込みうどん　フルーツ付合せ　 　 　　　 　　　 麦茶 豚肉　人参  玉ねぎ 野菜せんべい
林檎の

ハイハイン

5 火 　おかゆ　八宝菜　枝豆マッシュ　　　　　　　　　　　豆腐汁
豚肉　人参　ピーマン　玉ねぎ　竹の子 白菜

椎茸　　枝豆　片栗粉　豆腐

タマゴ
ボーロ

かぼちゃ
クッキー

6 水 　かぼちゃと人参の蒸しパン　お魚とじゃが芋のクリームグラタン　麦茶(後期)
　おかゆ　かぼちゃのグラタン　麦茶(中期)

かぼちゃと人参の蒸しパン　かぼちゃのグラタン
お魚とじゃが芋のクリームグラタン

ウエハース 小魚スナック

7 木 　おかゆ　肉じゃが　納豆　すり身汁(後期)
　おかゆ　肉じゃが　納豆　にら汁(中期)

豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　すり身　にら 小魚せんべい
かぼちゃ
クッキー

8 金 　おかゆ　かぼちゃの甘煮　白身魚のだんご　鶏肉と青梗菜のスープ 　かぼちゃ　鶏肉　青梗菜　コンソメ
林檎の

ハイハイン
タマゴ
ボーロ

9 土 　ツナときのこのリゾット　麦茶(後期)
　しらすぞうすい　トマトサラダ　麦茶(中期)

ツナときのこのリゾット
しらすぞうすい

ハイハイン 小魚せんべい

10 日

11 月 　ほうれん草あんかけそうめん　フルーツ付合せ
　鶏肉　乾麺　出し昆布
　ほうれん草　長ネギ

いわし
せんべい

タマゴ
ボーロ

12 火 　おかゆ　豆腐ハンバーグ　人参とキャベツのくたくた煮　スープスパゲッティ
鶏肉　　卵　人参　キャベツ　玉ねぎ
わかめ　コンソメ　スパゲッティ

かぼちゃ
クッキー

林檎の
ハイハイン

13 水 　さつま芋の蒸しパン　ホワイトソースのマカロニ和え　麦茶(後期)
　鮭と青菜のあんかけごはん　さつま芋とかぼちゃのマッシュ　麦茶(中期)

さつま芋の蒸しパン
タマゴ
ボーロ

ハイハイン

14 木 　おかゆ　野菜あんかけ肉団子　スパゲッティ　コンソメスープ
　挽肉　人参　玉ねぎ

キャベツ　　スパゲッティ
小魚せんべい

バナナ
クッキー

15 金 　おかゆ　焼魚　切干大根のあんかけ　　　　　　　　わかめ汁
紅鮭　切干大根　人参　ウインナー

わかめ　豆腐

林檎の
ハイハイン

タマゴ
ボーロ

16 土 　おかゆ　根野菜の和風トロトロ煮　　　　　　　　　　麦茶 　じゃが芋　人参　玉ねぎ　豚肉 小魚スナック
かぼちゃ
クッキー

17 日

18 月 　鶏と野菜のリゾット　筑前煮　麦茶(後期)
　やわらか鶏のおかゆ　白身魚と野菜の洋風煮　麦茶(中期)

鶏と野菜のリゾット　筑前煮　白身魚と野菜の洋風煮
　スパゲッティ　みかんの缶詰

タマゴ
ボーロ

バナナ
クッキー

19 火 　鮭とじゃが芋の和風煮　野菜ソテー　すまし汁(後期)
　鮭と海鮮中華がゆ　野菜くたくた煮　すまし汁(中期)

　もやし　人参　ピーマン　　玉ねぎ
林檎の

ハイハイン
小魚スナック

20 水 　バターロール　じゃが芋と人参のホワイトソース　パンプキンスープ(後期)
　しらすぞうすい　じゃが芋と人参のホワイトソース　パンプキンスープ(中期)

豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　人参 小魚せんべい ハイハイン

21 木 　おかゆ　スパゲッティ　やわらか肉だんごの野菜あんかけ　　じゃが芋
挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ スパゲッティ

　ケチャップ　じゃが芋　長ねぎ

かぼちゃ
クッキー

いわし
せんべい

22 金 　鯛そぼろあんかけご飯　かぼちゃのレーズン煮　　　　豆腐汁 　　大　チーズ　かぼちゃ　キャベツ 小魚スナック
林檎の

ハイハイン

23 土 　牛肉のすき焼き風ご飯　麦茶(後期)
　チキンと野菜のリゾット　麦茶(中期)

牛肉のすき焼き風ご飯
チキンと野菜のリゾット

バナナ
クッキー

小魚せんべい

24 日

25 月 　鶏肉のあんかけうどん　フルーツ付合せ　 鶏肉　乾麺　出し昆布　長ネギ
いわし
せんべい

ハイハイン

26 火 　おかゆ(五目まぜご飯)　牛肉の野菜あんかけ煮　　　　豆腐汁 　　豆腐　トマト　わかめ　大揚げ
林檎の

ハイハイン
バナナ
クッキー

27 水 さつま芋の蒸しパン　かぼちゃのマッシュ　キャベツとコーンのトロトロ煮　コーンスープ(後期)
おかゆ　かぼちゃのマッシュ　キャベツとコーンのトロトロ煮　コーンスープ(中期)

  ハム　かぼちゃ　コーン缶詰　コンソメ　キャベツ
いわし
せんべい

タマゴボーロ
フルーツ

28 木 　おかゆ　ひき肉と野菜のトロトロ煮　枝豆マッシュ　すり身汁 挽肉　人参　玉ねぎ　ピーマン　納豆　大根 ハイハイン
林檎の

ハイハイン

29 金 　おかゆ　ほうれん草のおひたし　ひじき炒め　　　キャベツ汁
　　ほうれん草　かつお節　ひじき

　糸コン　人参　 　キャベツ

バナナ
クッキー

いわし
せんべい

30 土 　おかゆ　チキン肉じゃが　　　　　　　　　　コンソメスープ 豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ 小魚スナック
タマゴ
ボーロ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

おやつ

親　　　　　子　　　　　遠　　　　　足　　　　(雨天場合は中止・通常保育)

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

  小浜保育園 

 離乳食をあまり食べない。そんなときは、無理強いせずにミルク以外のものを初めて口に
する赤ちゃんの気持ちに添いながら、何がいやなのか様子を見ます。スプーンの材質に違

和感があるのか、口に入ってくるタイミングが合わないのかもしれません。赤ちゃんが自分

から食べたいと思えるような介助を考えましょう。食べないことを大人が心配していると赤

ちゃんも不安になります。やさしく声をかけながら楽しい食卓を用意しましょう。 

6月離乳食献立表 
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