
 

 

はいはい・伝い歩き・ヨチヨ

チ歩きとみんな活発に活動す

るようになって、お隣のクラ

ス・遊戯室など行きたいところ

が増えてきました。ほかのクラ

スのお友達や保育者も「たんぽ

ぽ組」を見守ってくれていま

す。 

子どもに必要な水分量は、大人の 3 倍と言われて

います。特に夏は、じょうずに体温調節ができない

子どもが脱水症状を起こしやすい季節です。こまめ

に水分をとるように心がけましょう。水分は、吸収

に時間のかかる牛乳や、糖分を多く含むジュースよ

りも、水・麦茶などでとるとよいでしょう。糖分は

腸からの吸収がよく、血糖値がすぐにあがるので、

おなかがいっぱいになってしまい、食欲不振や夏バ

テにつながります。ジュースを与える際には、糖分

の多い物は避ける、一回分の量を少なくする、食事

の前には飲まないなどのルールを決めておきましょ

う。 
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 シャボン玉遊びが大好きな子ども達は、シャボン玉が風に舞い上が

ると嬉しそうに追いかけます。もうすぐ梅雨明け。見上げた空とお日

さまがだんだんまぶしくなってきました。 

 そんな日差しが降り注ぐ朝は、子ども達もさらにパワーアップ!「早

くプールに入りたいね!」とプール開きを楽しみにしているようです。 

 保育園の玄関には、折紙で作ったすいか、輪つなぎ、短冊、天の川

など色とりどりの飾りが笹の葉を彩ります。短冊に書いた子ども達の

願いが、お星さまに届きますように。 

 

 

子ども達が楽しみに待っていた水遊びのシーズ

ンがやって来ました。年齢に合わせて水に親しむ

活動を計画しています。健康調査をしてプールに

入ります。後日お帳面にプールカードを添付しま

すので、入れる日は○入れない日は×を忘れずに

記入をお願い致します。また、タオル、水着、プ

ールパック等にはご記名も宜しくお願いします。 

{持ち物} 水着・バスタオル・ビニール袋 

   帽子(持っている場合)・プールバック 

天気の良い日は 7 月 9 日(月)からプールに入り

ますのでそれまでにご準備下さい。 

※皮膚疾患がある時はプールに入れません。 

平成 30年 6月 29日発行 

小浜保育園 

2日(月)異年齢児保育(プールの安全指導)        

4日(水)スイミング教室            

5日(木)英会話教室    

6日(金)身体測定(さくら組)     

7日(土)七夕          

9日(月)身体測定(すみれ組)・プール始め   

10日(火)  〃(ひまわり組)      

11日(水)  〃(ゆり組)   

    スイミング教室   

保育参観へのご参加、お疲れ様でした。今回は特別な事を行うのではなく、日常の生活を過ごす様子を参観して頂きました。いつも通りと言っても、保護者

の皆様が一緒という事で子ども達も嬉しそうでしたね。ご感想などを沢山頂きまして有難うございました。これからの保育への大きな力と励みになります。 

お子様の持ち物には記名をお願い致します。無

記名の場合は、園で記入させて頂いております。 

お

願

い 

12日(木)身体測定(ちゅうりっぷ組) 

英会話教室 

13日(金)身体測定(たんぽぽ組) 

    体操教室 

16日(月)海の日 

18日(水)スイミング教室 

19日(木)英会話教室 

23日(月)お誕生会 

25日(水)スイミング教室 

27日(金)避難訓練 



日 曜日 献立名 主材料名

1 日

2 月 　五目そうめん　フルーツ付合せ
　冷麦　卵　人参　きゅうり　刻みのり　ハム

　みかんの缶詰　にんべんのたれ　ハム

ホット
ケーキ

牛乳

3 火
　さんまの蒲焼き　かぼちゃの甘煮　麻婆豆腐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏肉とほうれん草のスープ

さんまの缶詰　かぼちゃ　豆腐　麻婆豆腐の素
鶏肉　ほうれん草　コンソメ お菓子 カルピス

4 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 〃

5 木 　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 〃

6 金 　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 〃 牛乳

7 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 　　〃

8 日

9 月   中華ざる フルーツ付合せ　　 　中華ざる麺　卵　長ねぎ　ハム　ほうれん草 お菓子 牛乳

10 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

11 水 　クリームシチュー　フルーツ付け合せ 　　　　　　　　 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 　　〃

12 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 〃

13 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

14 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　胡麻ドレッシング　トマト

ツナ缶　ハヤシルウ　牛ロース肉 〃

15 日

16 月

17 火 　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 ドーナツ カルピス

18 水 　マカロニミートグラタン　フルーツ付合せ　　　　　　牛　乳
玉ねぎ　ミートソース　鶏ひき肉　パルメザン

牛乳　マカロニ お菓子

19 木 　洋風おでん　　　　　　　　　　            　　ほうれん草汁　　　　   　 　
　大根　竹輪　大天　角コン　ウインナー

　卵　ほうれん草　ロールキャベツ

お菓子
ヨーグルト

20 金 　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 牛乳

21 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 〃

22 日

23 月 ≪7月お誕生会≫　パンバイキング　焼きそば、皮つきポテト、枝豆、ウインナー、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマト、ブロッコリー　　　　　 リンゴジュース

焼きそば麺　人参　玉葱　豚肉　ピーマン
キャベツ　枝豆　ウインナー　トマト

ロール
ケーキ

牛乳

24 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 お菓子 カルピス

25 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

26 木 　オムレツ　枝豆　肉団子　　　　　　　　　　　　 　なめこ汁
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

27 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

28 土 　シーフードカレー　ツナサラダ　　　　　　　　　　　カルピス
じゃが芋　人参　玉葱　シーフードミックス　きゅうり
ツナ缶　胡麻ドレッシング　レタス　バーモントカレー 〃

29 日

30 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

31 火   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 お菓子

おやつ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

海　　　　　　　　の　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

7月献立表 
  小浜保育園 

 「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるほど、６～９月のトマトには栄養がいっぱい含
まれています。ビタミンＡとＣが豊富なうえ、トマト特有の成分であるリコピンには強い抗酸化作
用があり、子どもを病気から守ってくれます。うま味成分であるグルタミン酸を含んでいるので、
生食以外にも魚や肉などといっしょに煮込むと、甘みやおいしさが増します。子どもの好きな料
理にして、おいしく食べましょう。 



日 曜日 献立名 主材料名

1 日

2 月 　五目そうめん　フルーツ付合せ　　　　　　　　　　　　
　乳児用乾麺　人参　きゅうり

　みかんの缶詰
小魚せんべい

バナナ
クッキー

3 火 　おかゆ　かぼちゃ甘煮　豆腐のあんかけ煮　　　　鶏肉とほうれん草のスープ
　かぼちゃ　豆腐

鶏肉　ほうれん草　コンソメ
かぼちゃ＆

にんじんリング
野菜せんべい

4 水 　りんごとさつま芋の蒸しパン　ホワイトソースのマカロニ和え　さつま芋マッシュ麦茶(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)

りんごとさつま芋の蒸しパン
タマゴ
ボーロ

ハイハイン

5 木 　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
小魚せんべい

林檎の
ハイハイン

6 金 　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
緑黄色野菜
ボーロ

かぼちゃ
クッキー

7 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＆青のり
リング

8 日

9 月 　鮭と豆乳のリゾット　フルーツ付合せ　　　　　　　　野菜スープ
　鮭と豆乳のリゾット　フルーツ

野菜スープ
ハイハイン

ミルク
ウエハース

10 火 　おかゆ　豆腐ハンバーグ　野菜のくたくた煮　スープスパゲッティ
鶏肉　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

11 水 　バターロール　じゃが芋と人参のホワイトソース　コーンクリームスープ(後期)
　しらすぞうすい　じゃが芋と人参のホワイトソース　コーンクリームスープ(中期)

豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　人参 小魚せんべい
タマゴ
ボーロ

12 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
かぼちゃ＆

にんじんリング

バナナ
クッキー

13 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

わかめ　豆腐
林檎の

ハイハイン
小魚＆青のり

リング

14 土 　ツナときのこのリゾット　麦茶(後期)
　ひらめと卵のおじや　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

ミルク
ウエハース

野菜せんべい

15 日

16 月

17 火 　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

18 水 　かぼちゃと人参のむしパン　かぼちゃのグラタン　　　　麦　茶
さつま芋と　人参の蒸しパン　かぼちゃのグラタ

ン
野菜せんべい

ミルク
ウエハース

19 木 　おかゆ　大根とキャベツのそぼろあんかけ　　　　　ほうれん草汁 　大根　　　ほうれん草
タマゴ
ボーロ

ハイハイン

20 金 　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＆青のり

リング

21 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
緑黄色野菜
ボーロ

22 日

23 月

24 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
林檎の

ハイハイン
バナナ
クッキー

25 水 　ココアパン　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)

  　かぼちゃ　コーン缶詰
コンソメ　キャベツ

かぼちゃ＆
にんじんリング

緑黄色野菜
ボーロ

26 木 　おかゆ　ひき肉と野菜のトロトロ煮　枝豆マッシュ　　　なめこ汁 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

27 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

28 土 　まぐろの炊き込みごはん　　　　　　　　　　　　  和風スープ まぐろの炊き込みごはん　和風スープ タマゴボーロ
小魚＆青のり

リング

29 日

30 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

31 火 　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

かぼちゃ＆
にんじんリング

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

おやつ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

海　　　　　　　　の　　　　　　　　日

7月離乳食献立表 
  小浜保育園 

 平安時代、「七夕にそうめんを食べると大病にかからない」として、７月７日にそうめんを食べる
風習が宮中に広まり、次第に一般にも普及したと伝えられています。また、真夏に弱った体をいた
わるために、消化のよいそうめんを食べる習慣が生まれ、お中元にそうめんを贈るようになった、
という説もあります。そうめんを食べるときは、麺だけではなく、卵や鶏肉、野菜をトッピングして栄
養を補いましょう。夏バテ解消にぴったりです。 
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