梅雨明けの便りが待ち遠しいですね。梅雨が明けると、いよいよ夏も本番です★
プールに夏祭りごっこなど夏の恒例行事もたくさん待っています。暑さで食欲も落ち気味ですが、毎日３食、しっかりと食べて
元気に過ごせるようにしましょう。こまめな水分補給も忘れずに、熱中症予防も十分に行っていきましょう!!

7月の給食だより

２０２１年 ６月 ３０日 ひまわり保育園 上原紅子
材料名

献立名
(◎は未満児)

日付

◎牛乳、ご飯
１ さけのむにえる
１５ かぼちゃさらだ
木 こんそめすーぷ

熱と力になるもの

血や肉や骨になるもの

○ホットケーキ粉、じゃが ○牛乳、牛乳、さけ、○
いも、マヨネーズ、○砂
卵、バター
糖、黒ごま、米

(〇は午後のおやつ材料)
体の調子を整えるもの

おやつ

調味料

かぼちゃ、たまねぎ、とうが コンソメ、食塩、こしょう ぎゅうにゅう
ん、にんじん、キャベツ、
ここあむしぱん
きゅうり、すいか

すいか(１日）

油、○小麦粉、○砂糖、砂 ○牛乳、牛乳、豚肉(も
◎牛乳、ご飯
糖、黒ごま、米
も)、○豆乳、麦みそ
ぶたにくのしょうがやき
２
れたすさらだ(くろごまどれっしんぐ）
１６
金 おくらとしいたけのみそしる

○バナナ、トマト、○みかん 煮干だし汁、しょうゆ、み ぎゅうにゅう
缶、○パイン缶、にんじん、 りん、酢、酒、おろししょ ふるーつのくりーむあえ
レタス、サニーレタス、チン うが
ゲンサイ、しいたけ、オク
ラ、グリーンアスパラガス、
たまねぎ

しらたき、砂糖、○砂糖、 ○牛乳、牛乳、卵、牛肉
油、米
(もも)、○ゼラチン

○オレンジ濃縮果汁、たまね
ぎ、にんじん、りんご、だい
こん、○みかん缶、えのきた
け、ほうれんそう、しいたけ

◎牛乳、ご飯
ちゅうかどん
５
１９ わかめとかぼちゃのみそしる
月 ぱいなっぷる

○じゃがいも、片栗粉、○ ○牛乳、牛乳、豚肉(ば
砂糖、米
ら)、○とろけるチーズ、
○ツナ水煮缶、うずら卵水
煮缶、麦みそ

かぼちゃ、パイナップル、に 煮干だし汁、○ケチャッ
ぎゅうにゅう
んじん、はくさい、たまね
プ、○ウスターソース、鳥 じゃがいものぴざやき
ぎ、もやし、○たまねぎ、こ がらだし汁、中華だしの素
まつな、ヤングコーン、しい
たけ、生わかめ、万能ねぎ、
黒きくらげ

◎牛乳、ご飯
しろみざかなのすぶたふう
６ ちゅうかすーぷ
２０
りんご
火

○生うどん、片栗粉、砂
糖、油、○油、米

○牛乳、牛乳、たら、○鶏 たまねぎ、にんじん、りん
もも肉、ちくわ、○かつお ご、たけのこ（ゆで）、はく
節
さい、○キャベツ、しいた
け、えのきたけ、赤ピーマ
ン、黄ピーマン、ピーマン、
○コーン缶、○ねぎ

ケチャップ、酢、しょうゆ ぎゅうにゅう
（うすくち）、しょうゆ、 やきうどん
○しょうゆ、○酒、鳥がら
だし汁、○ほんだし、酒、
中華だしの素、○食塩、食
塩、○こしょう、こしょう

◎牛乳、ご飯
７ たんどりーちきん
２１ こふきいも
水 かきたますーぷ
きういふるーつ

じゃがいも、○焼ふ、○グ ○牛乳、牛乳、鶏もも肉、 キウイフルーツ、にんじん、
ラニュー糖、米
ヨーグルト(無糖)、卵、○ たまねぎ、しめじ、サニーレ
バター
タス、にら、えだまめ（冷
凍）

かつお・昆布だし汁、カ
ぎゅうにゅう
レールウ、しょうゆ（うす おふのらすく
くち）、しょうゆ、酒、食
塩、こしょう

◎牛乳、ご飯

３ たにんどん
１７ えのきとにんじんのすましじる
土 りんご

◎牛乳、ご飯

８ あじのちーずふらい
２９ おくらのごまあえ
木

とうがんとわかめのすましじる
◎牛乳
おにぎり
やきそば
やきとり
ふらいどぽてと
やきとうもろこし
かきごおり
(いるか・らっこ・くじら組)
ふるーつくらっしゅぜりー
(かめ・ぺんぎん・まんぼう組)

９
金

３０
金

１０
２４
土

３１
土

◎牛乳、ご飯
ちーずはんばーぐ
ねばねばあえ
いなかあげとこまつなのみそしる
めろん
◎牛乳、ご飯
はやしらいす
ちゅうかあえ
みかん
◎牛乳、ご飯
ぽーくかれー
そくせきづけ
おれんじ

◎牛乳、ご飯
さばのさいきょうやき
１２ すのもの
月 ほうれんそうとたまねぎのすましじる
おれんじ
そうめん
２６
月

○食パン、パン粉、小麦
牛乳、○ヨーグルト(ドリ
粉、油、砂糖、すりごま、 ンク)、あじ、だいず水煮
米
缶詰、卵、粉チーズ

かつお・昆布だし汁、かつ ぎゅうにゅう
おだし汁、しょうゆ（うす みかんぜりー
くち）、みりん、しょう
ゆ、酒

ミニトマト、キャベツ、オク かつお・昆布だし汁、しょ のむよーぐると
ラ、にんじん、とうがん、え うゆ（うすくち）、しょう じゃむさんど
のきたけ、○いちごジャム、 ゆ、酒、食塩、こしょう
生わかめ

焼きそばめん、米、フライ ○牛乳、牛乳、鶏もも肉、 とうもろこし、たまねぎ、○ しょうゆ、みりん、酒、食 ぎゅうにゅう
ドポテト、○砂糖、ごま、 豚肉(もも)、バター、○ゼ パイン缶、○もも缶（黄
塩、焼きそばソース、こ
ふるーつくらっしゅぜりー
砂糖
ラチン
桃）、○もも缶、○みかん
しょう
(いるか・らっこ・くじら組)
缶、キャベツ、にんじん、
かきごおり
ピーマン

(かめ・ぺんぎん・まんぼう組)

パン粉、米、○砂糖、○
牛乳、○牛乳、豚ひき肉、 たまねぎ、きゅうり、オク
ケチャップ、しょうゆ、食 ぎゅうにゅう
マーガリン、○ホットケー 牛ひき肉、挽きわり納豆、 ラ、えのきたけ、メロン、に 塩、こしょう、ナツメグ、 かぼちゃぷりんけーき
キ粉
木綿豆腐、卵、かつお節、 んじん、だいこん、こまつ
煮干だし汁
○卵、麦みそ、生揚げ、と な、○かぼちゃ
ろけるチーズ
○ホットケーキ粉、○油、 ○牛乳、牛乳、牛肉(も
○三温糖、砂糖、ごま油、 も)、○卵、○きな粉、バ
米
ター

たまねぎ、にんじん、みか
ハヤシルウ、ケチャップ、 ぎゅうにゅう
ん、キャベツ、しめじ、きゅ 酢、しょうゆ、みりん、ウ きなこぱうんどけーき
うり、コーン缶
スターソース、しょうゆ
（うすくち）、コンソメ

じゃがいも、砂糖、米、○ 牛乳、○牛乳、豚肉(も
砂糖
も)、○ゼラチン

たまねぎ、にんじん、ピーマ カレールウ、みりん、しょ ぎゅうにゅう
ン、もやし、○ぶどう濃縮果 うゆ、ケチャップ、ウス
ぶどうぜりー
汁、○ぶどう缶、きゅうり、 ターソース
オレンジ

○米粉、はるさめ、○砂
糖、砂糖、ごま、○黒ご
ま、○ごま、米

○牛乳、牛乳、さば、○無 オレンジ、にんじん、たまね かつお・昆布だし汁、酢、 ぎゅうにゅう
塩バター、米みそ（淡色辛 ぎ、もやし、きゅうり、ほう しょうゆ（うすくち）、
かたつむりくっきー
みそ）、○調製豆乳、○き れんそう、切り干しだいこん 酒、みりん、しょうゆ
な粉

干しそうめん、ざらめ糖、 ○牛乳、牛乳、かつお節
米、○ポップコーン

きゅうり、○メロン、にんじ しょうゆ、しょうゆ（うす ぎゅうにゅう
ん、干ししいたけ、○マン
くち）、酒、みりん
めろん
ゴー
まんごー(以上児)

きゃらめるぽっぷこーん

◎牛乳、ご飯
１３ ちきんなんばん
２７ ゆでやさい
火 なすとごぼうのみそしる
さくらんぼ

○ホットケーキ粉、油、マ ○牛乳、牛乳、鶏もも肉、 キャベツ、さくらんぼ（国
煮干だし汁、パセリ粉、食 ぎゅうにゅう
ヨネーズ、小麦粉、○油、 卵、木綿豆腐、○ウイン
産）、ごぼう、にんじん、○ 塩、こしょう
えだまめ
米
ナー、麦みそ、○スライス えだまめ、きゅうり、なす
うぃんなーちーずすこーん
チーズ

１４ ◎牛乳、ご飯
２８ ひやしちゅうか
水 すいか

ゆで中華めん、ざらめ糖、 ○牛乳、牛乳、卵、ハム、 ○とうもろこし、トマト、す 酢、しょうゆ、しょうゆ
ぎゅうにゅう
すりごま、ごま油、米
かつお節
いか、もやし、きゅうり、に （うすくち）、酒、みりん ゆでとうもろこし
んじん、干ししいたけ

◆９日（金）・・・夏祭り誕生会
いるか・らっこ・くじら組はご飯はいりません。
◆１７日（土）・・・お楽しみ保育（くじら組）
◆２６日（月）・・・そうめん・弁当の日
そうめんがメインとなりますので、おにぎりと
おかずを１品水筒、箸またはスプーンを持た
せてください。

※ 食物アレルギーについて ※
献立表にて、子供たちが初めて口にする食材が
ないか、各ご家庭で確認をお願いします。
医師の診断・指示書のもと、除去食の対応は
可能ですので、除去食を希望の方はお知らせ
ください。
※行事や食材の都合により、多少変更することがあります。

今月の旬の食材

主に熱帯の地域で栽培される南国の果物です。
フィリピンやタイなどからの輸入品もありますが、国内では
沖縄・鹿児島、そして私達の住む宮崎で作られ、６月から８
月くらいに出荷されます。
宮崎では「宮崎産完熟マンゴー 太陽のタマゴ」というブラン
ドマンゴーが全国的にも有名ですよね★
そのまま食べてももちろん美味しいですが、サイコロ状に
切って冷凍し、マンゴーアイスとして食べたり、牛乳や他の
果物・野菜とミキサーしてスムージーにしても美味しく食べ
られます。

～水分補給は適切な量を～
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
ぐったりすることがあるので、適切な量を守りましょう。
１日に必要な水分量の目安
乳児：体重×150mL程度
幼児：体重×100mL程度
※食事からの水分量も含みます

