
気温が上昇してくると、汗をかきや

すくなるので適度な水分補給が必要

になります。体温調節機能が充分に

発達していない乳幼児は、特に注意

が必要です。ただし、水分をとりす

ぎると胃に負担がかかり、体がグッ

タリすることがあるので、適切な量

を守りましょう。 

水分補給は適切な量を 食 育 ク イ ズ 

次のうち、カンボジアから日本に
渡った野菜は？ 

正解は②。日本へは天文年間

（1532～1555 年）にポルトガ

ル人によってカンボジアから

持ち込まれ、「カンボジア」が

なまり「かぼちゃ」の名がつい

たといわれています。 

Ｑ 

Ａ 

①きゅうり ②かぼちゃ ③トマト 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８月号 

担当 集 ひかり 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・暑さに負けない体をつくるため、しっかりと食事をとる。 

トーキョー・・・好き嫌いなく何でも食べ暑さに負けない体をつくる。 

ニューヨーク・・夏ならではの食べ物に親しむ。 

ロンドン・・・・夏ならではの食べ物を知る。 

パリ・・・・・・しっかりとよく噛んで食べる。 

年長さんはキャンプ大会へ向けてピーラーを使う練習をしました！ 

正しい使い方や野菜のおさえ方を知り、きゅうりやにんじんの皮を 

上手にむくことができました。ご家庭でもぜひ挑戦させてみてください(^^) 

７月の食育活動 

 

野菜が動かないよう

にしっかり押さえて 

います。 

まがっている 

きゅうりも 

上手に皮をむき

ました！ 



- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 
中央保育園 西方寺 献立予定表 [ミラネーゼ] 

８月  

日 曜 行事 未満児おやつ 昼食（副食） 3 時のおやつ 

１ 土  牛乳 せんべい 具だくさんみそ汁 ごはん ふりかけ 果汁 動物ビスケット 

２ 日     

３ 月  牛乳 ビスケット 親子丼 ポテトサラダ みそ汁 牛乳 ホットケーキ 

４ 火  牛乳 クラッカー 鮭のタルタル焼き 野菜の中華あえ みそ汁 お茶 ゼリー せんべい 

５ 水  お茶 せんべい 夏野菜グラタン ステックきゅうり スープ 牛乳 カレーチーズラスク 

６ 木  牛乳 サブレ 炒り鶏 ひじきサラダ みそ汁 牛乳 コーンマヨパン 

７ 金  牛乳 おからクッキー 栄養揚げ 野菜サラダ みそ汁 お茶 ヨーグルト クラッカー 

８ 土  牛乳 せんべい スパゲティナポリタン コンソメスープ 果汁 パン 

９ 日     

１０ 月 山の日    

１１ 火  牛乳 丸ぼうろ 中華丼 ナムル たまごスープ 牛乳 チーズ蒸しパン 

１２ 水  牛乳 野菜バー 肉じゃが 酢の物 みそ汁 牛乳 シュガーバターサンド 

１３ 木 お盆 牛乳 せんべい 炊き込みごはん みそ汁 きゅうりの漬物 スポロン 源氏パイ 

１４ 金 お盆 牛乳 クラッカー ピラフ みそ汁 春雨サラダ 幼児りんご ビスケット 

１５ 土 お盆 牛乳 ビスケット パン 牛乳 幼児野菜 せんべい 

１６ 日     

１７ 月  牛乳 かりんとう そぼろご飯 スパゲティサラダ みそ汁 牛乳 パイナップルケーキ 

１８ 火  牛乳 卵ぼうろ 松風焼き ごま和え みそ汁 牛乳 じゃこトースト 

１９ 水  牛乳 ステックパン あんかけご飯 れんこんサラダ わかめスープ お茶 あずき蒸しパン 

２０ 木  お茶 えびせん 鶏の照り焼き きんぴらごぼう みそ汁 お茶 ビスケット チーズ 

２１ 金  牛乳 せんべい カレーライス 野菜サラダ  お茶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｶﾙｼｳﾑせんべい 

２２ 土  牛乳 ウエハース 親子うどん ごはん ふりかけ 果汁 バームクーヘン 

２３ 日     

２４ 月  牛乳 乾パン 魚のてりやき 酢の物 みそ汁 牛乳 ココア蒸しパン 

２５ 火  牛乳 ビスケット タンドリーチキン ポテトサラダ みそ汁 牛乳 マヨシュガートースト 

２６ 水  牛乳 野菜ステック 魚のフライ 千切りキャベツ トマト みそ汁 お茶 梨 せんべい 

２７ 木  お茶 小魚せんべい 五目ビーフン きゅうりの浅漬け 中華スープ お茶 きなこ団子 

２８ 金 お誕生会 牛乳 ポップコーン お楽しみに・・・♪ アイスクリーム ビスケット 

２９ 土  牛乳 サブレ そうめん おにぎり 果汁 パン 

３０ 日     

３１ 月  牛乳 バナナ 鮭のムニエル ポパイサラダ スープ 牛乳 カントリークッキー 

ごっくん期（５～６ヶ月） 

やわらかく煮てすりつぶしたもの 

もぐもぐ期（７～８ヶ月） 

舌でつぶせる豆腐のかたさ 

かみかみ期（９～１１ヶ月 

歯茎でつぶせるかたさ 

※離乳食はお子様の進み具合に合わせておかず、おかゆに調理します。 

※朝おやつは、３歳未満児のみです。※お誕生会もお箸とスプーンを使います。 
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