
 

 

 

 

 真っ青な空に、入道雲がくっきり。7月から始まったプールの時間。初めはおそるおそるだ

った子ども達も、すっかり慣れてきました。みんなで入るプールは友だち同士で遊んだり、一

人でじっくり夢中になったり、保育者と一緒だったりと、それぞれが遊びの工夫をしていてと

ても楽しそうです。ついつい遊びに夢中になってしまいがちの子ども達ですので、こまめに休

息と水分補給を入れながら、夏ならではのダイナミックな遊びを沢山経験させたいと思いま

す。 

園 だ よ り 

平成 30年 7月 31日発行 

小浜保育園 

 3日(金)身体測定(さくら組) 

6日(月)  〃 (すみれ組) 

 7日(火)  〃 (ひまわり組) 

 8日(水)  〃 (ゆり組) 

 9日(木)   〃 (ちゅうりっぷ組) 

10日(金)  〃 (たんぽぽ組) 

11日(土)山の日 

13日(月)異年齢児保育 

14日(火)  〃 

15日(水)  〃 

17日(金)体操教室 

 

 

☆… 早寝早起きをしよう …☆ 

 夏休みは生活リズムが乱れがちです。夜の花火

大会や夏祭りなど、特別な外出の時はやむをえませ

んが、日常的にならないようにしたいものです。早

寝早起きは、子どもたちの体と精神の健やかな成長

に大きく影響します。まだお昼寝が必要な小さな子

どもたちでも、就寝時間や起床時間は、日々の生活

の積み重ねでリズムが作られていきます。満３歳前

後の生活リズムは、生涯影響されていくといわれて

います。“日中は存分に遊び、しっかりごはんを食

べてぐっすり眠る” 

という基本を大切にしたいですね。 

 ８月 11日(土)は「山の日」です。連休やお盆休み、

山へ出かけるご家庭もある事でしょう。山には植物

がたくさん生えていて、多くの生き物が生活をして

います。その生き物たちが元気でいられるように、

みんなで山を大切に思い、感謝する日が山の日だと

言われています。お子さんに聞かれたらそんなふう

にお話してみて下さい。 

 20日(月)異年齢児保育 

      (お誕生会) 

 23日(木)避難訓練  

 24日(金)プール納め 

  27日(月)異年齢児保育 

     (園内事故について) 

 29日(水)スイミング教室 

30日(木)英会話教室 

 

 ～  8月行事予定 ～ 

 

【お知らせ】13 日(月)～15日(水)は、バスの運行がありませんので、 

各御家庭での送迎となります。宜しくお願い致します。 

 

～ 運動会 ～ 

9月 9日(日) 

午前 9時 00分から

13時 00分まで青森

市立沖館小学校体

育館にて第 50回小

浜保育園運動会を

行います。 

※詳細は後日、お手

紙でご連絡致しま

す。 

  

山の日を祝おう! 

～お願い～  

通院後の登園で時間がかかってしまう事もあるかと思いますが 

お子さんの症状や、昼食を食べてからや午後からの登園はお預かり 

出来ない事もありますのでご理解下さいます様、お願い致します。 



日 曜日 献立名 主材料名

1 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 お菓子

2 木 　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 〃

3 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 〃 牛乳

4 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 〃

5 日

6 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 お菓子 牛乳

7 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

8 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

お菓子
ヨーグルト

9 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 お菓子

10 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

11 土

12 日

13 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

14 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 〃 カルピス

15 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 　　〃

16 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 　　〃 ピルクル

17 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 　　〃 牛乳

18 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 〃

19 日

20 月
《8月のお誕生会》
　チキンピラフ　コンビネーションサラダ　フルーツ付合せ　牛乳

鶏肉　玉ねぎ　ピーマン　マヨネーズ　パセリトマト
マッシュルーム缶　コンソメ じゃが芋　 きゅうり

プリン
　サンデー

21 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

22 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

お菓子
ヨーグルト

23 木 　さつま芋の天ぷら　もやし炒め　野菜付合せ　　　　ほうれん草汁
さつま芋　もやし　厚揚げ　レタス　きゅうり

ほうれん草　大揚げ お菓子

24 金 　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 〃 牛乳

25 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 〃

26 日

27 月 　塩焼きそば　フルーツ付合わせ　 　 　　   　
  豚肉　焼きそば　人参 ピーマン  玉ねぎ　卵

 キャベツ　刻みのり　わかめ　丸豆腐 お菓子 牛乳

28 火 　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 〃 カルピス

29 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

30 木 　オムレツ　枝豆　佃煮付合せ　　　　　　　　　　　　すり身汁
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 ピルクル

31 金 　竹輪の納豆揚げ　煮豆　キャベツのベーコン炒め    ほうれん草汁
　竹輪　煮豆　ほうれん草　人参　ベーコン
　大揚げ　天ぷら粉　卵　キャベツ　納豆 〃 牛乳

山　　　　　　　　の　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

おやつ

  小浜保育園 

 夏野菜をたくさん食べよう! 

 太陽の恵みをたくさん受けて育った夏野菜は、ビタミンやミネラルをたっぷりと含み、体の調子を

整えてくれます。また、水分もたくさん含まれていて、利尿作用や体の熱をさげる作用もあります。

夏は冷たくて、のどごしのよいそうめんなどが食卓に多く登場しがちですが、それでは栄養が偏って

しまいます。夏野菜を使った天ぷらを添えるなどして、栄養バランスを整えたいですね。 
 

8月献立表 



日 曜日 献立名 主材料名

1 水 　コーン蒸しパン　お魚とじゃが芋のクリームグラタン　麦茶(後期)
　ココア蒸しパン　チキンと野菜のリゾット　麦茶(中期)

コーン蒸しパン　ココア蒸しパン
タマゴ
ボーロ

ハイハイン

2 木 　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

3 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
小魚せんべい

かぼちゃ
クッキー

4 土 　豆乳ドリア　ラタトゥイユ　麦茶(後期)
　チキンと野菜のリゾット　鶏レバーと緑黄色野菜　麦茶(中期)

豆乳ドリア　ラタトゥイユ
チキンと野菜のリゾット

ミルク
ウエハース

野菜せんべい

5 日

6 月 　五目そうめん　フルーツ付合せ
　冷麦　　人参　きゅうり

　みかんの缶詰　にんべんのたれ　ハム
ハイハイン

林檎の
ハイハイン

7 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
豆腐ハンバーグ

パスタ　わかめ　コンソメ　玉ねぎ
かぼちゃ
クッキー

小魚＆青のり
リング

8 水 　バターロール　お豆とキャベツのトマト煮込み　麦茶(後期)
　とり雑炊　鶏レバーと緑黄色野菜　麦茶(中期)

とり雑炊
お豆とキャベツのトマト煮込み

小魚せんべい ハイハイン

9 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

10 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

11 土

12 日

13 月 　しらすとわかめの煮込みうどん　鶏ささみと野菜　麦茶(後期)
　ひらめのリゾット　かぼちゃとさつまいものマッシュ　麦茶(中期)

しらすとわかめの煮込みうどん
ひらめのリゾット

かぼちゃ＆
にんじんリング

緑黄色野菜
ボーロ

14 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　　じゃが芋汁
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

15 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)

じゃが芋と人参のホワイトソース
しらすぞうすい　コーンクリームスープ

小魚せんべい
タマゴ
ボーロ

16 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
かぼちゃ＆

にんじんリング

かぼちゃ
クッキー

17 金 　海鮮チャーハン　野菜ソテー　すまし汁(後期)
　鮭の海鮮中華がゆ　野菜くたくた煮　すまし汁(中期)

海鮮チャーハン
鮭の海鮮中華がゆ

林檎の
ハイハイン

小魚＆青のり
リング

18 土 　レバー入りハヤシライス　白身魚と緑黄色野菜　麦茶(後期)
　鶏と野菜の中華あんかけ　鯛レバー　麦茶(中期)

レバー入りハヤシライス
鶏と野菜の中華あんかけ

ミルク
ウエハース

野菜せんべい

19 日

20 月 　鮭と根菜の炊き込みごはん　白身魚と緑黄色野菜　麦茶(後期)
　鶏と野菜の中華あんかけ　鯛レバー　麦茶(中期)

鮭と根菜の炊き込みご飯
鶏と野菜の中華あんかけ

いわし
せんべい

ミルク
ウエハース

21 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
緑黄色野菜
ボーロ

かぼちゃ
クッキー

22 水 　バターロール　レバー入りポテトグラタン　麦茶(後期)
　ほうれん草と小松菜の蒸しパン　かぼちゃのグラタン　麦茶(中期)

レバー入りポテトグラタン
かぼちゃのグラタン

かぼちゃ＆
にんじんリング

ハイハイン

23 木 　お粥　さつま芋のマッシュ　野菜のくたくた煮　　ほうれん草汁
さつま芋　ほうれん草　大揚げ

もやし　さつま揚げ　豚肉

林檎の
ハイハイン

タマゴ
ボーロ

24 金 　おかゆ　大根と豚の角煮　豆腐汁(後期)
　おかゆ　鶏肉と緑黄色野菜　豆腐汁(中期)

大根と豚の角煮　鶏肉と緑黄色野菜　豆腐
ミルク

ウエハース
野菜せんべい

25 土 　和風雑炊　ツナサラダ　麦茶(後期)
　鮭の海鮮中華がゆ　麦茶　麦茶(中期)

和風雑炊　麦茶　鮭の海鮮中華がゆ 野菜せんべい ハイハイン

26 日

27 月 　煮込みうどん　鶏肉と里芋の煮っころがし　わかめスープ(後期)
　まぐろの炊き込みごはん　かぼちゃのマッシュ　わかめスープ(中期)

煮込みうどん　わかめスープ
まぐろの炊き込みごはん

かぼちゃ＆
にんじんリング

緑黄色野菜
ボーロ

28 火 　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

29 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

30 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

31 金 　お粥　煮豆　キャベツのベーコン炒め   　　　　　ほうれん草汁
　煮豆　ほうれん草　人参　ベーコン

　大揚げ　キャベツ
ウエハース 野菜せんべい

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

おやつ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

山　　　　　　　　の　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

  小浜保育園 

  1歳～1歳半くらいになると、離乳食も終わりに近づき、大人と同じように3
回食になります。けれども、急に幼児食並びに普通食について来れない子もい
るので、園では1日300cc～400ccくらいのミルクを与える事もあります。焦ら
ず、ゆっくり、大人と同じものを食べられるようにする事が大切です。食べ物
の好き嫌いが出てくる子もいますが、無理強いせずに調理法を変えるなどして
しながら様子を見ていきましょう。 

8月離乳食献立表 
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