
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

７月号 

担当 宮本 景子 

 

今月の食育目標 

サイホージ・食事のマナーを身につけ、友達との会話を楽しみながら食事する。 

トーキョー・・・・暑さに負けず、しっかり完食を目指す。 

ニューヨーク・・・暑さに負けず何でも食べる。 

ロンドン・・・・・暑さに負けず楽しみながら食事をする。 

パリ・・苦手な物も食べられた際にはたくさん褒め、意欲が湧くように援助する。 

  

 

 

七夕にはそうめん 
 
７月７日の七夕には、そうめんを食べると病気にならな

いといわれています。暑いこの時季にぴったりの食べも

ので、天の川に見立てることもできます。そうめんの中 

にはピンクや緑のめんが

混じっていることがあり

ます が、「たなばたさま」
の歌詞に「五色の短冊」と

あるように、そうめんや短

冊の色には厄除けの意味

がこめられています。 

 

以上児の皆で葛渡にある畑にじゃがいも掘

りに行きました。皆、泥んこになりながら

一生懸命じゃがいもを探していました。大

きいじゃがいもに喜びながら収穫していま

した、給食で何がでてくるかな(≧▽≦) 

次のうち、お米からできて 

いるものはどれでしょう？ 

 

正解は③。ビーフンはうるち

米が原料の中国発祥の麺で、 
漢字では「米粉」と表記します。

一般的にそうめんのような細い麺

で、炒める、スープに入れるなど

の方法で食べられています。 

 

①豆腐 ②ヨーグルト ③ビーフン 

 



 

- 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] 

７月  

日 曜 行事 未満児朝おやつ 昼食(副食) 3時のおやつ 

1 金  牛乳 ウエハース タイピーエン 切干大根煮 バナナ 牛乳 おふラスク 

２ 土  牛乳 ビスコ 炊き込みご飯 具だくさんみそ汁 果汁 かりかりコーン 

３ 日     

４ 月  牛乳 ビスケット 肉団子スープ かぼちゃサラダ 手作りふりかけ 牛乳 ピーチケーキ 

５ 火  牛乳 バナナ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ピーマンのじゃこ炒め ワカメｽｰﾌﾟ 牛乳 ミルクもち 

６ 水  牛乳 乾パン 魚のチーズフライ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 じゃこトースト 

７ 木 七夕 牛乳 小魚チップ 鶏の照り焼き きゅうりステック 七夕そうめん 牛乳 七夕ゼリー 

８ 金  牛乳 せんべい レバーのＢＢＱソース 野菜サラダ みそ汁 牛乳 ラスク  

９ 土  牛乳 サブレ 豚丼 みそ汁 漬け物 果汁 ドーナツ せんべい 

１０ 日     

１１ 月  牛乳 ひねりあげ 魚のごまマヨ焼き 野菜サラダ すまし汁 牛乳 バナナケーキ 

１２ 火  牛乳 丸ぼうろ 鶏のマーマレード焼き ポテトサラダ みそ汁 牛乳 ツナマヨトースト 

１３ 水  牛乳 ステックパン キーマカレー ツナサラダ スープ お茶 ゼリー せんべい 

１４ 木  牛乳 おさつバー 竹輪の磯辺揚げ 切干大根サラダ みそ汁 牛乳 きなこバタートースト 

１５ 金 年長キャンプ大会 牛乳 ポップコーン 親子丼 マカロニサラダ バナナ 牛乳 ビスケット 

１６ 土 年長キャンプ大会 牛乳 ビスケット 牛乳 牛乳パン 果汁 バームクーヘン 

１７ 日     

１８ 月 海の日    

１９ 火  牛乳 野菜かりんとう ビビンバ丼 スパゲティサラダ 中華スープ 果汁 蒸しパン 

２０ 水 お誕生会 牛乳 バナナ  お楽しみに・・・♪ アイスクリーム クラッカー 

２１ 木  牛乳 せんべい 麻婆豆腐 バンバンジーサラダ コーンスープ マスカットゼリー せんべい 

２２ 金  牛乳 クラッカー カレーライス コールスローサラダ 福神漬け お茶 チーズ ビスケット 

２３ 土  牛乳 せんべい スパゲティナポリタン 野菜スープ スポロン サッポロポテト 

２４ 日     

２５ 月  牛乳 ビスケット 鶏のみそ焼き 野菜のごま和え かきたま汁 牛乳 ロッククッキー 

２６ 火  牛乳 クラッカー 魚の竜田揚げ きゅうりの酢の物 みそ汁 お茶 ゼリー クラッカー 

２７ 水 
 

牛乳 ロールパン 肉じゃが 中華春雨サラダ みそ汁 牛乳 マカロニあべかわ 

２８ 木  牛乳 野菜バー 鮭のマヨコーン焼き きんぴらごぼう みそ汁 お茶 黒棒 チーズ 

２９ 金  牛乳 せんべい 豚とじ丼 野菜サラダ みそ汁 牛乳 蒸しパン 

３０ 土  牛乳 ウエハース ピラフ わかめスープ 果汁 おにぎりせんべい 

３１ 日     

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。 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E+%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlLmcy67NAhWBmJQKHamyCRQQjRwIBw&url=http://blog.looktour.net/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%A4%8F%E3%81%AF%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%8C%E7%86%B1%E3%81%84%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E%E4%B8%87%E5%8D%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%80/&bvm=bv.124817099,d.dGo&psig=AFQjCNHvC2J8luIunaxMOOVtBNhRmLhL1w&ust=1466236472890955

