
曜日 月 火 水 木 金 土
日 1 2

焼き鳥丼
ブロッコリーの和風マヨサラダ

お弁当日 フルーツ

さつま芋入り焼きドーナツ ババロアシュークリーム

牛乳 牛乳

日 4 5 6 7 8 9

ごはん ごはん ごはん うめひじきごはん ごはん 冷やしうどん

ブリの煮付け 冷しゃぶサラダ さばの竜田揚げ お星さまコロッケ 鶏肉のレモンしょうゆ焼き ピーマンとちくわの甘辛炒め

白菜の磯和え 大学かぼちゃ いんげんのツナ和え キャベツのドレッシング和え 高野豆腐煮 フルーツ

じゃが芋の味噌汁 冬瓜のすまし汁 小松菜の味噌汁 七夕そうめん 玉ねぎのすまし汁

フルーツ トマト フルーツ ゼリー トマト

たこ焼き メロンフルーチェ ツナサンド 七夕クレープ ポテトのチーズ焼き 若菜おにぎり

お茶 牛乳 牛乳 お茶 野菜ジュース

日 11 12 13 14 15 16

チキンカレー ごはん ごはん ごはん ごはん 親子丼
ゴーヤのさっぱりツナサラダ 麻婆茄子 白身魚のカレーチーズ焼き 鶏の唐揚げ 肉じゃが 具だくさん味噌汁

フルーツ もやしのナムル おくらの和え物 白菜のゆかり和え ほうれん草とコーンの炒め物 フルーツ

春雨スープ 豚汁 豆腐の味噌汁 しめじの味噌汁

トマト フルーツ トマト トマト
ふんわりロールケーキ フルーツポンチ お好み焼き ホットケーキ わらび餅/黒糖蒸しパン クリームパン

ジョア/牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳

日 18 19 20 21 22★お誕生日会 23

ごはん わかめごはん ごはん セルフハンバーガー スパゲティナポリタン

さばのごまだれ焼き とうもろこしの香ばし揚げ 豆腐入り玉子焼き コールスローサラダ グリーンサラダ

小松菜のお浸し 中華きゅうり ほうれん草のごま和え 青のりポテト フルーツ

わかめの味噌汁 豆腐のスープ かぼちゃの味噌汁 コンソメスープ

フルーツ トマト トマト フルーツ

キャラメルプリン アメリカンドッグ コーンの蒸し饅頭 バニラパフェ ゆかりおにぎり

牛乳 お茶 野菜ジュース

日 25 26 27 28 29 30

ごはん ごはん ごはん ごはん ロールパン 肉炒め丼

白身魚のパン粉焼き ゴーヤチャンプル チンジャオロース 牛肉と厚揚げのしぐれ煮 夏野菜のチキンビーンズ 春雨サラダ

おくらの土佐和え ひじきサラダ キャベツの甘酢和え もやしの酢の物 ブロッコリーのおかか和え フルーツ

大根の味噌汁 白菜の味噌汁 わかめスープ 小松菜のすまし汁 ほうれん草のスープ

フルーツ フルーツ トマト トマト フルーツ

マドレーヌ カレー蒸しパン えびせん 枝豆のお焼き フルーツヨーグルト メロンパン

りんごジュース 牛乳 牛乳 お茶 牛乳

曜日 月 火 水 木 金 土
日 1 2

オレンジ クッキー

牛乳

日 4 5 6 7 8 9

クラッカー 黄桃缶 ボーロ コーンフレーク 人参スティック ウエハース
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

日 11 12 13 14 15 16
せんべい チーズ ビスケット ヨーグルト クッキー かりんとう

牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳

日 18 19 20 21 22 23
ボーロ パン ウエハース ちりめん クラッカー
牛乳 りんごジュース 牛乳 お茶 牛乳

日 25 26 27 28 29 30
ビスケット コーンフレーク クッキー 白桃缶 チーズ せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 お茶 牛乳

おやつ

7月　献立表　
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おやつ

献立

おやつ

献立

おやつ

献立

おやつ

おやつ

※材料仕入等の都合によりメニューを変更する場合もございます。 株式会社　魚国総本社

献立

おやつ

はな組(完了期)・つぼみ組・もも組(１･２歳児)

おやつ

おやつ

おやつ

海の日

※フルーツは、りんご、バナナ、オレンジ

スイカの中からの使用となります。

給食だより

梅雨の晴れ間からは、真夏を思わせる太陽が輝いています。夏は子供と一緒にアクティブな思い出を
たくさん作ることができる季節です。特に幼児期の触れる・見る・匂いを嗅ぐなどといった体験は大きな 財
産となります。時には五感を研ぎ澄ます経験を親子でしてみてはいかがでしょうか？日々の忙しさに 追わ
れがちな大人にとっても、貴重な時間になるはずです。ただし、熱中症には気をつけてください。汗で

失われた水分・ミネラルをこまめに補給するよう心掛けていきましょう。

2022

スポーツをする子どもたちにとって適切な食事とは何でしょうか？スポーツをする前後の食事には「消化
吸収がよく、より早くエネルギーに代わる食事」が求められます。とは言え、成長期の子供たちは日頃から
バランスの良い食事を摂るようにして、成長の土台となる身体づくりを心掛けることが大切です。子供の
頃からの食習慣は、身体づくりの基となります。1日３食しっかり食べましょう。

～ 食事とスポーツ ～
※農林水産省の食育ピクトグラムを

使用しています。

日頃の食事はどうしても好きな食べ物に偏りがちで
すが、主食・主菜・副菜・果物・乳製品の5項目が
含まれるようにすることで栄養がバランスよく摂れます。

そして3食のうち、特に大切なのは朝食です。朝ごは
んはスポーツをする・しないに関わらず全ての子供たち
を元気にします。

でも、朝ごはんだけでバランスを整えるのは難しいです
よね。そんな時は、脳のエネルギー源の『炭水化物
(糖質)』と体温の上昇を促す『たんぱく質』から取り
入れていきましょう。

◆作り方
①ゴーヤはさっと茹でる。
②豆腐は、一度茹で、水気をきっておく。
③ごま油を熱し、豚肉を炒める。火が通っ
たら、もやし・ゴーヤ・人参・豆腐を加えて
炒め、Aで調味する。

④器に盛り、かつお節をかける。

A

ゴーヤチャンプルー
☆お手伝い☆
ゴーヤの
ワタ取り

☆ゴーヤは、きれいにワタを取り除き、塩もみや下茹でをすることで苦みを抑えられます。
ただし、茹でるとビタミンCが出ていってしまうため、茹で過ぎには注意しましょう。

◆材料 (4人分)
・木綿豆腐 200ｇ（1/2丁）
・豚もも肉 100ｇ
・卵 2個
・もやし 80g
・ゴーヤ 60g（スライス）
・人参 30g（細切り）
・ごま油 小さじ1

・おろししょうが 少々
・醤油 大さじ1/2
・料理酒 小さじ1
・砂糖 ひとつまみ
・食塩 少々
・かつお節 ひとつまみ

【水分補給を忘れずに！】
子供は「水飲み動物」といわれる程「水」が必要です。

乳幼児は体重の約70％が水分で出来ており、食事やおやつからとる他に運動の量に

合わせて1日500ml～1000mlの水分が必要です。

しかし、甘いジュースや炭酸飲料は砂糖が多く含まれており、飲みすぎるとお腹が

いっぱいになってしまい、虫歯の原因にもなりますので注意するように心掛けましょう。


