
3歳未満児

クッキー 牛丼　フルーツ とうもろこし

牛乳 五目汁　　いりこ 牛乳

チーズ 豚肉となすの香り炒め　　オクラの梅肉和え きな粉サブレ

牛乳 もやしの中華スープ　　いりこ 牛乳

お菓子 鶏肉の照り焼き　　酢の物 お菓子

牛乳 豆腐の味噌汁 牛乳

ビスケット 魚のタンドリー焼き　　茹ブロッコリー 黒糖かりんとう

牛乳 チキンサラダ　　南瓜のスープ　　いりこ 牛乳

ココアプチ 高野豆腐の卵とじ　　蒸しナスの生姜和え チーズベーコーンおにぎり

牛乳 キャベツの味噌汁　　いりこ お茶

せんべい 鮭ちらし　　大豆とひじきのかき揚げ キラキラゼリー

牛乳 七夕そうめん汁　　フルーツ 牛乳

野菜スティック ドライカレー　　キャベツの梅サラダ さつまいも蒸しパン

牛乳 フルーツ　　いりこ 牛乳

クラッカー 鶏のからあげ　　ミニトマト　　きんぴらごぼう マシュマロサンド

牛乳 竹輪のすまし汁　　いりこ ヤクルト

お菓子 ひじきコロッケ　　ほうれん草サラダ お菓子

牛乳 コンソメスープ 牛乳

ボーロ 魚のムニエルトウモロコシソース　　いりこ わらびもち

牛乳 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ和え　　カレースープ 牛乳

かりんとう 焼き肉風炒め　　ゼリー ちんすこう

牛乳 汁ビーフン　　いりこ 牛乳

ウエハース 厚揚げのミートソース　　鶏とひじきのサラダ 芋ようかん

牛乳 マカロニスープ　　いりこ 牛乳

クッキー 親子丼　　フルーツ アメリカンドック

牛乳 夏ののっぺい汁　　いりこ 牛乳

チーズ 青椒肉絲　　野菜しゅうまい 抹茶ケーキ

牛乳 中華スープ　　いりこ 牛乳

お菓子 鶏肉のケチャップ煮　　チーズ お菓子

牛乳 野菜のスキムゴマ酢和え 牛乳

ビスケット 魚の味噌漬け焼き　　人参甘煮　　いりこ ヨーグルト和え

牛乳 豆腐のマヨネーズ和え　　すまし汁 お茶

ココアプチ 南瓜のカレー煮　　はんぺんサラダ 五目おにぎり

牛乳 キャンディーチーズ　　いりこ お茶

せんべい 鶏肉の胡麻マヨ焼き　　トマトの三杯酢 コーントースト

牛乳 じゃがいもの味噌汁　　いりこ 牛乳

お菓子 魚のフライ　　小松菜と雑魚のサラダ お菓子

牛乳 えのきスープ 牛乳

ボーロ 揚げ魚のおろし酢かけ　　納豆 ココアスコーン

牛乳 たぬき汁　　いりこ 牛乳

かりんとう ポークソテートマトソース　　そうめんサラダ オレンジゼリー

牛乳 キャベツのスープ　　いりこ 牛乳

ウエハース 豆腐の五目焼き　　もやしの中華サラダ キャラメルポテト

牛乳 玉ねぎとなすの味噌汁　　いりこ ヤクルト

クッキー ハヤシライス　　フレンチサラダ レーズン蒸しパン

牛乳 型抜きチーズ　　いりこ 牛乳

チーズ キャロットライス　ロールカツ　ミニトマト　いりこ シュガーバタートースト

牛乳 オニオンスープ　ニンニクドレッシング　ゼリー ジュース

お菓子 豚肉と小松菜のスタミナ炒め お菓子

牛乳 春雨スープ 牛乳

29 木
牛肉　チーズ 米　油 玉ねぎ　にんじん　トマトピューレ　グリンピース

いりこ　牛乳 ミックス粉　砂糖 キャベツ　きゅうり　みかん　レーズン

30 金
豚肉　チーズ　卵　えび 米　バター　じゃがいも　小麦粉　パン粉 にんじん　ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ　ミニトマト　きゅうり

ベーコン　いりこ　スキムミルク 油　マヨネーズ　砂糖　グラニュー糖 キャベツ　かいわれ　にんにく　玉ねぎ　レーズン

7
日 曜 昼 食 ３時のおやつ

食品名

午前のおやつ
あか き みどり

体を大きくする エネルギーのもとになる 体の調子を調える

水
鶏ひき肉　豆腐　卵　みそ 米　砂糖　片栗粉　ごま油 ひじき　ごぼう　ネギ　にんじん

油揚げ　いりこ　ヤクルト さつまいも　バター　グラニュー糖 もやし　きゅうり　玉ねぎ　なす

27 火
豚肉　ハム　シーチキン 米　小麦粉　オリーブ油 ダイストマト　玉ねぎ　ピーマン　にんにく

いりこ　牛乳 そうめん　マヨネーズ レタス　きゅうり　キャベツ　にんじん　みかん

28

さといも　とうもろこし にんじん　ごぼう　オレンジ

2 金
豚肉　厚揚げ　卵　きな粉 米　油　砂糖　ごま油　片栗粉 なす　たまねぎ　にんじん　ぴーまん　ネギ　オクラ

いりこ　牛乳 小麦粉　バター　グラニュー糖 わかめ　えのきたけ　もやし　しいたけ　ニラ　梅

1 木
牛肉　鶏もも肉 米　糸こんにゃく　砂糖　片栗粉 たまねぎ　にんじん　ネギ

油揚げ　いりこ　牛乳

3 土
鶏もも肉　カニカマ　 米　砂糖 きゅうり　にんじん　わかめ

豆腐　みそ　油揚げ　牛乳 ごま たまねぎ　ネギ

5 月
白身魚　ヨーグルト　卵 米　パン粉　マヨネーズ トマトケチャップ　にんにく　ブロッコリー

ささみ　いりこ　牛乳 小麦粉　油　黒砂糖　ごま きゅうり　キャベツ　にんじん　かぼちゃ　たまねぎ

6 火
鶏ひき肉　荒野豆腐　ベーコン　チーズ 米　こんにゃく 玉ねぎ　にんじん　干しいたけ　小ネギ

卵　油揚げ　みそ　いりこ　牛乳 砂糖　ごま油 なす　しょうが　キャベツ　えのきたけ　コーン

7 水
鮭　卵　大豆 米　砂糖　ごま　片栗粉 きゅうり　しそ　にんじん　ミニトマト　ひじき

いりこ　牛乳 小麦粉　油　そうめん ピーマン　赤ピーマン　オクラ　すいか

8 木
豚ひき肉　シーチキン 米　油　砂糖 玉ねぎ　にんじん　トマトジュース　ピーマン　レーズン

いりこ　牛乳 ミックス粉　さつまいも キャベツ　きゅうり　梅干し　りんご

9 金
鶏もも肉 米　片栗粉　小麦粉　油　砂糖 にんにく　しょうが　ミニトマト　ごぼう

竹輪　いりこ　ヤクルト ごま　クラッカー　マシュマロ にんじん　玉ねぎ　えのきたけ　小ネギ

10 土
ハム　ウインナー コロッケ　油　砂糖 ひじき　トマトケチャップ　ほうれん草

牛乳 ごま油　春雨 にんじん　キャベツ　玉ねぎ

12 月
白身魚　ハム　きな粉 米　マヨネーズ　ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ コーン　えだまめ　玉ねぎ

ベーコン　いりこ　牛乳 砂糖　片栗粉　三温糖　黒砂糖 ブロッコリー　にんじん　もやし

13 火
豚肉　みそ 米　小麦粉　ラード ピーマン　もやし　キャベツ　玉ねぎ

ハム　いりこ　牛乳 砂糖　ビーフン　ゼリー にんじん　干しいたけ　ネギ

14 水
豚ひき肉　厚揚げ 米　砂糖　油　マヨネーズ 玉ねぎ　にんじん　グリンピース　トマトピューレ

ささみ　いりこ　牛乳 マカロニ　さつまいも ひじき　しょうが　レモン　コーン　寒天

15 木
鶏もも肉　かまぼこ　卵　焼き豆腐 米　砂糖 玉ねぎ　にんじん　ネギ　とうがん

竹輪　ウインナー　いりこ　牛乳 ミックス粉　油 かぼちゃ　えだまめ　パインアップル

16 金
牛肉　しゅうまい　卵 米　片栗粉　油　ごま油 ピーマン　玉ねぎ　にんじん

いりこ　牛乳 ミックス粉　バター　砂糖 たけのこ　わかめ　小ネギ

17 土
鶏もも肉　スキムミルク 米　油　じゃがいも にんにく　玉ねぎ　にんじん　コーン

チーズ　牛乳 砂糖　ごま油　ごま トマトケチャップ　こまつな　もやし

19 月
魚　みそ　豆腐　ハム 米　砂糖 にんじん　えだまめ　コーン　きくらげ　ほうれん草

かまぼこ　いりこ　ヨーグルト マヨネーズ 玉ねぎ　小ネギ　みかん　黄桃　パイン　バナナ

20 火
豚肉　はんぺん　チーズ 米　砂糖　ごま　片栗粉 かぼちゃ　玉ねぎ　にんじん　いんげん

鶏もも肉　油揚げ　いりこ マヨネーズ　油 きゅうり　キャベツ　ごぼう　しいたけ

21 水
鶏もも肉　 米　小麦粉　ごま　マヨネーズ 玉ねぎ　赤ピーマン　ピーマン　トマト

みそ　油揚げ　いりこ　牛乳 砂糖　じゃがいも　食パン しそ　わかめ　クリームコーン　コーン

にんじん　えのきたけ　ネギ

22 木

23 金

海の日

スポーツの日

　蒸し暑い日々が続き、梅雨空や太陽の暑さなど季節の移り変わりを感じる季節になりまし

た。朝晩の温度差や急な気温の上昇など、体調管理にも気をつけたい時季です。こまめに水

分補給を行い、ビタミン・ミネラルの摂取も忘れずに心がけましょう。

31 土
豚肉　卵 米　ごま油 こまつな　もやし　玉ねぎ

ベーコン　いりこ　牛乳 春雨 にんじん　ネギ

24 土
白身魚　卵　しらす干し 米　小麦粉　パン粉 トマトケチャップ　こまつな　にんじん

ベーコン　牛乳 油　ごま油 コーン　にんにく　えのきたけ　玉ねぎ

26 月
白身魚　納豆 米　小麦粉　片栗粉 しょうが　だいこん　玉ねぎ

天平　いりこ　牛乳 油　砂糖　バター

令和３年度7月給食だより

食育なぞなぞ
まんなかにたねのある

すっぱいほしって

なぁ～に？

こたえ：うめぼし！酸っぱい梅干しはクエン酸がたっぷり。夏バテの疲労回復

や、食欲不振にももってこいの食品です。

※都合により献立や材料を変更することがございますのでご了承ください。

水分補給５つのポイント

① のどが渇く前に飲む（定期的な水分補給を心がけましょう）

② 少しずつこまめに飲む（大量にとると胃腸に負担が、また食欲減退にもつながります）

③ 冷やしすぎや保管場所にも注意（適温５～１５℃、高温の場所では食中毒の原因にも）

④ 飲み物の種類に気をつける（お茶や水、スポーツ飲料を上手に活用しましょう）

⑤ 食べ物からも水分補給（ご飯や汁物、旬の野菜・果物からも水分とミネラルを）

夏野菜の収穫！！

以上児クラスのみんなが春に植

えた、野菜の苗たち。園の畑でぐ

んぐん育って立派な野菜となり、

収穫時期をむかえています。それ

ぞれクラスごとに育てるものを決

めて植えた苗が違うので、ひまわ

り組さん、もも組さん、すみれ組

さんと、毎日いろんな野菜を持っ

てきてくれます。どのクラスも、

子どもたちが一生懸命育ててくれ

たので、美味しそうな野菜がたく

さんです。そのまま味わったり、

調理して出したりと自分たちで

作った野菜の味は格別の

ようです。

七夕とそうめん

昔、七夕の儀式では「索餅（さくべ

い）」という小麦粉と米粉を練り、細長

く伸ばしてねじって油で揚げたお菓子が

供えられていました。それが「素麺（そ

うめん）」へと変化し、七夕にそうめん

を食べるようになったそうです。また、

そうめんを天の川に見立てたという説も

あります。７日の行事食にも、そうめん

の献立をいれています。夜には天の川が

見れるといいですね。


