
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

８月号 

担当 宮本 景子 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・暑さに負けない体を作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作る。 

ニューヨーク・・苦手なものでも少しずつ食べる。 

ロンドン・・・・「いただきます」「ごちそうさま」の所作を正しく丁寧に行う。 

パリ・・・・・・暑さに負けず、楽しく食べる。 

  

 
 

 

 

食育活動 

 

 年長さんはキャンプ大

会に向けてピーラーや

包丁、お米を洗う練習を

しました。 

   
 

 

うまく切れるかな～・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいしく、炊けるかな～ 

 

夏バテに気をつけよう 

夏バテをしないように、生活の中で次のこと

に注意しましょう。 

・水分を適度に補給する 

・充分な睡眠をとる 

・バランスのよい食事をとる 

食育ワンポイント  

「バ（８）ナナ（７）」の語呂合わせから、日本バナ

ナ輸入組合が制定。バナナはくだもので一番の輸入量

があることから、「バナナを食べて暑い夏を元気に乗

り切ってもらいたい」という願いが込められているそ

うです。夏のおやつやデザートに、バナナを取り入れ

ましょう。 

8 月 7 日は 
バナナの日 

今日は何の日？  



 
- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 

中央保育園 西方寺 認定こども園 献立予定表 [ミラネーゼ] 

８月  

日 曜 行事 未満児朝おやつ 昼食(副食) 3 時のおやつ 

1 日     

２ 月  牛乳 ビスケット 魚の西京焼き れんこんきんぴら みそ汁 牛乳 ヨーグルトケーキ 

３ 火  牛乳 クラッカー 厚焼き玉子 ごぼうサラダ みそ汁 牛乳 丸ぼうろ 

４ 水  牛乳 野菜かりんとう 鶏の味噌やき 野菜のごま和え すまし汁 牛乳 きなこ団子 

５ 木  牛乳 バナナ ささみフライ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 ジャムサンド 

６ 金  牛乳 小魚チップス 夏野菜グラタン きゅうりステック 野菜スープ 牛乳 コーンマヨパン 

７ 土  牛乳 ウエハース 親子うどん ごはん ふりかけ 果汁 おにぎりせんべい 

８ 日 山の日    

９ 月 振替休日    

１０ 火  牛乳 丸ぼうろ ドライカレー コーンサラダ 福神漬け 牛乳 ホットケーキ 

１１ 水  牛乳 ポップコーン 肉じゃが 酢の物 みそ汁 お茶 ヨーグルト せんべい 

１２ 木  牛乳 せんべい オランダ揚げ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 バナナ ビスケット 

１３ 金 お盆 牛乳 ビスケット 炊き込みご飯 かきたま汁 スポロン サッポロポテト 

１４ 土 お盆 牛乳 ラスク パン 牛乳 果汁 カリカリコーン 

１５ 日     

１６ 月  牛乳 サブレ 親子丼 ひじき煮 ミニゼリー お茶 ゼリー ビスケット 

１７ 火  牛乳 チーズ 酢鶏 中華サラダ わかめスープ 牛乳 じゃこトースト 

１８ 水  牛乳 クラッカー 豚汁 春雨サラダ バナナ 果汁 小倉蒸しパン 

１９ 木  牛乳 小魚チップス 鶏の照り焼き きんぴらごぼう みそ汁 牛乳 スコーン 

２０ 金  牛乳 バナナ 魚のフライ 野菜サラダ みそ汁 お茶 ヨーグルト せんべい 

２１ 土  牛乳 せんべい そうめん おにぎり 漬け物  果汁 バームクーヘン 

２２ 日     

２３ 月  牛乳 乾パン そぼろご飯 スパゲティサラダ みそ汁 牛乳 黒糖蒸しパン 

２４ 火  牛乳 ビスケット 五目ビーフン 中華スープ 手作りふりかけ 牛乳 マヨシュガートースト 

２５ 水  牛乳 ステックパン 松風焼き 野菜のごま和え みそ汁 牛乳 カントリークッキー 

２６ 木  牛乳 ハーベスト ハヤシライス 野菜サラダ 福神漬け お茶 梨 せんべい 

２７ 金 お誕生会 牛乳 野菜ステック お楽しみに・・・♪♪ りんご果汁 ケーキ 

２８ 土  牛乳 サブレ スパゲティナポリタン かきたま汁 ゼリー 源氏パイ 

２９ 日     

３０ 月  牛乳 ビスケット 魚のてりやき 酢の物 みそ汁 牛乳 クッキー 

３１ 火  牛乳 せんべい タンドリーチキン ポテトサラダ みそ汁 牛乳 チーズ蒸しパン 

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、おかゆ等に調理します。 

※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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