
 

みどり野 園だより ７月 

 

園長日記 No.４「磯遊び」にいってきました。 

 

 6月 27日（火）にくじら（5歳）のお友達と甲子園浜へ磯遊びにいってきました。 

甲子園浜は大正の時代は路面電車が走り、海水浴場として大変にぎわっていたそうです。漁業も

盛んで浜に敷いたゴザで干したイワシを「とれとれのいわし～ててかむ（手手噛む）イワシ～」

と声を張り上げて路地で販売されていました。ところが高度成長の時代、工業排水の影響で水質

の悪化がすすみ、昭和 40（1965年）年には遊泳禁止となりました。 

 

 現在は、阪神間では唯一の干潟として自然保護団体などが保護運動にのりだし、鳥たちの巨大

なレストランとなっています。チドリ、シギ、ウ、サギ、カモ、コアジサシなどの鳥がみられま

す。磯には、ゴカイ、イソガニ、アサリ、エビなどが生息し鳥の餌が豊富で鳥たちには大変なご

馳走となっています。植物も、街中では見られないハマビシ、ハマボウフウ、ハマゴウ、ハマヒ

ルガオなどの花が観られます。 

 

 現地に到着してまずトイレに行きます。あらかじめ長そで長ズボンをはいてきてもらい、そし

て靴と軍手をしていよいよ海で磯遊びへ。磯の岩にはカキやフジツボなどが付着していますし、

岩場はすべりやすいので、手を突いたり、扱けたりしても怪我のないようにとの配慮からです。 

 まだ、潮が引き始めでしたが、そこにはボラの稚魚が大量に泳いでいて、飛び跳ねています。 

子ども達の目の慣れないうちは、どこに魚がいるのかわかりませんが、だんだんと海の面にキラ

キラ光る魚の姿を発見します。 

  

磯にいくと早速、カニやヤドカリを見つけるこどもが現れます。「カニがいた！」と大騒ぎです。 

岩をヒックリ返したりしています。そして、園長先生は海で子どもの様子を観察です。腰ぐらい

まで海につかって「おおーい！ここまでおいで」と誘惑します。 

  

磯遊びがいいなあと思うのは、何かを強制しなくても子ども達がかってに遊び出すところです。 

一人で、じーっと生き物をみている子、お友達と次々にカニや貝を見つけて周りに自慢する子、 

ぷかぷか浮かぶクラゲをこわごわと採るか採るまいか思案する子。そして、服がぬれるのが嫌な

子、そんなことをお構いなくびしょびしょになって「気持ちいー」と嬉しそうにする子。 

 園長先生のところまで行こうと子ども達をまとめて、ずかずかと海にはいっている子。 

 

 各々の興味と関心に合わせて、海が遊び道具を用意しくれています。子どもは自らが「やりた

い」と思って行動し試して失敗し、そしてまた新たに挑戦する。そういった試行錯誤しながら遊

ぶことが本当に好きです。こうして、遊びきった体験は、掛け替えのない思い出としていつまで

もこころの奥の方にしまいこまれます。あれはしてはいけない、これはしてはいけない。これは

危ない、などとあまり制限されずに遊ぶ子どもは、笑顔で満開です。 

 

 子どもを育てることは大変なことです。大人がああしろこうしろと言ってもなかなか子どもは

育ちません。それよりも、子どもがそこにいれば、勝手に育つ、そのような場所をどう用意して

おくか、それが大人の責務の一つのように感じました。 

2017年 7月 1日 

園 長 中田一夫 



    

７月の行事予定 

○  １日(土) ４・５歳児保育参観及びクラス懇談会 9:30～12:30 

        (５歳児保護者は引き続き、キャンプの説明会が有ります。13:00～) 

○  ３日(月) プール開き・すいか割り 

○  ７日(金)  ｢保護者と職員の会｣役員会 18:00～  

○ １２日(水) 避難訓練 

○ １４日(金) 誕生会 

○ １７日(月) 海の日･･･休園 

○ ２７日(木) お弁当日（3.4.5歳児） 

○ ２７日(木)～２８日(金) 「５歳児キャンプ」（六甲 YMCA：神戸市灘区六甲山町 875） 

[８月の予定]  １４日(月)～１５日（火）…全クラスお弁当日とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★おしらせ★ ３歳児らっこ補助 鈴木有紀保育士は、７月末で産休に入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

夏期自由登園期間 [７月２２日(土)～８月３１日(木)] 予定表の提出について 

 保育園は特に夏休みを設けません。例年、学校の夏休みに合わせて上記の期間を自由登園期

間とさせて頂いています。保育園の特別な行事も入れないようにしています。保護者の方のお

休みに合わせてお子さんと一緒に、ゆっくりとお過ごし頂いて親子の絆を深める機会として活

用していただければ幸いです。 

つきましては、給食人数の把握の為予定表をお配りいたします、７月 1４日までに予定を 

わかる範囲でお知らせ下さい。 

提出後の予定変更や休暇が新たに増える場合は、その都度担任までお知らせください。 

☆YMCA運動あそび(3･4･5歳児) 

６日(木)10:00～12:00 

各年齢別、約 40分間ずつ 

20日(木) 市民プールにて行います 

  4・5歳児対象 

  3歳児は、お休みです 

 

※今月は、プール指導になります。 

（悪天候の場合は室内での体育指導と

なります。） 

園庭開放 

毎週水曜日９：３０～１１：００ 

※地域の 0 歳～就学前のお子さんを親子で受

け入れています。ご近所の方を、どうぞお誘

いください。子育て支援アドバイザー(松木

先生)が、育児に関するご相談にも応じます。 

おねがい 

歯科・眼科・耳鼻科の検診で異常のあった方

は、早めに治療をしていただいて、治療が終わ

りましたら、担任までお知らせください。（治癒

証明は必要ありません） 

※検診日に、お休みで検診を未だ受けておら

れない方は、早急に園医さんまで受けに行って

いただきます様、よろしくお願いいたします。 

特に耳鼻科・眼科で異常のある方はプールに

入れない場合があります。 

 

 

 
7 月生まれのお友だち  

        おめでとう！ 

 

あらいもりつぐ さん ５さい 

ひびの まこ  さん ５さい 

あだちりゅうき さん ５さい 

かじたひまわり さん ４さい 

いしはらののは さん ２さい 

もりもとかなと さん １さい 

 



★はお楽しみメニュー

焼豚チャーハン 牛乳 ▲牛乳

もやしの中華和え ビスケット ▲五穀ビスケット

中華スープ

オレンジ

白身魚のセサミフライ 牛乳 ▲牛乳

マセドアンサラダ チヂミ 小麦粉・片栗粉

ひじき煮 油・調合ごま油

ごはん ●卵・豚肉・ニラ

味噌汁 玉ねぎ・塩・醤油

鶏肉の照焼 牛乳 ▲牛乳

胡瓜と白菜の磯和え 夏のフルーツポンチ 寒天・スイカ・メロン

五目豆 パイン(缶詰）・砂糖

ごはん

味噌汁

豚肉のおかか炒め 牛乳 ▲牛乳

平天とじゃが芋の味噌煮 あずき蒸しパン 小麦粉・砂糖

ごはん 小豆（缶詰）・豆乳

すまし汁 ベーキングパウダー

フルーツ（バナナ）

白身魚のオイスターソース煮 牛乳 ▲牛乳

焼かぼちゃ きなこパン ▲ロールパン・油

中華サラダ きな粉・砂糖・塩

麦入りごはん

味噌汁

七夕そうめん 牛乳 ▲牛乳

鶏肉の梅しそ揚げ 精進おにぎり 米（国産）・砂糖

アスパラガスのごま和え 高野豆腐・うす揚げ・人参

キラキラゼリー 干ししいたけ・みつば・

醤油・みりん・かつおだし

中華丼 牛乳 ▲牛乳

もやしの甘酢和え せんべい ぽたぽた焼き

味噌汁

千草焼 牛乳 ▲牛乳
キャベツとほうれん草のしらす和え とうもろこし蒸しパン 小麦粉・砂糖

リヨネーズポテト 豆乳・コーン

ごはん ベーキングパウダー

納豆汁

サケのチーズ焼 牛乳 ▲牛乳

蒸さつま芋 アメリカンドッグ 小麦粉・砂糖・油

チキンとわかめのサラダ 豆乳・●ウインナー

ごはん ベーキングパウダー

味噌汁

夏野菜マーボー 牛乳 ▲牛乳

切干大根のハリハリ和え しらすトースト ▲食パン・しらす干し

ごはん あおさのり・マヨドレ

フルーツ（みかん缶）

カレーライス 牛乳 ▲牛乳

ごぼうサラダ ブルーベリー 小麦粉・砂糖・油

フルーツ（スイカ） ホットケーキ 豆乳・ベーキングパウダー

ブルーベリージャム

海老と南瓜のフライ 牛乳 ▲牛乳

チーズとオクラのサラダ お誕生日ケーキ 小麦粉・砂糖・オリーブ油

サケピラフ ▲無塩バター・●卵・トマトジュース

スープ ベーキングパウダー

ホイップクリーム

わかめ・えのきだけ・パセリ チキンコンソメ

米（国産）・油 サケフレーク ピーマン・玉ねぎ チキンコンソメ・塩

小麦粉・パン粉・油 エビ かぼちゃ 塩

マヨドレ ▲チーズ オクラ・人参・胡瓜 塩

12 水

13 木

14 金

8 土

10 月

11 火

火

5 水

6 木

7 金

1 土

3 月

4

日
曜
日

材　　料
緑◇　からだの調子を整えるもの黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

献立名
穀類・油脂類・砂糖類・いも類 野菜類・藻類・くだもの類 原材料

めんつゆミニトマト・人参・コーン・オクラ

チキンフレーク わかめ・玉ねぎ・人参・さやいんげん・レモン果汁

玉ねぎ・チンゲン菜

もやし・胡瓜

豆腐・赤味噌・白味噌

米（国産）・油・片栗粉

砂糖

▲天ぷら粉・油 鶏肉

巻麩

白ごま

豆腐

片栗粉・砂糖

大根・ほうれん草・玉ねぎ

米（国産）・押麦

赤味噌・白味噌

小麦粉・パン粉・白ごま・黒ごま・油

麩 赤味噌・白味噌 かつおだし小松菜・えのきだけ

米（国産）

芽ひじき・人参・さやいんげん

米（国産）

砂糖・オリーブ油

そうめん・油

さつま芋

砂糖

砂糖・調合ごま油

じゃが芋・こんにゃく・砂糖

油・砂糖

豆腐・豚ミンチ・鶏レバー・赤味噌 醤油・酒・鶏がらスープ生姜・にんにく・玉ねぎ・かぼちゃ・ピーマン・茄子

うす揚げ・赤味噌・白味噌 かつおだし小松菜・もやし

油・砂糖・片栗粉

小麦粉・油 サケ・▲チーズ 塩

大根・青ねぎ納豆・赤味噌・白味噌 かつおだし

もやし・胡瓜

油

赤魚

塩大葉・しそ練り梅

かつおだし

玉ねぎ・ドライパセリ

醤油・みりん・かつおだし

かつおだし

バナナ

醤油・穀物酢・みりんブロッコリー・キャベツ・人参

かぼちゃ 塩

かつおだし・醤油・塩わかめ・みつば

オイスターソース・醤油・酒生姜

グリーンピース

かつおだし・醤油・みりん・酒ごぼう・人参・さやいんげん・干しいたけ

かつおだし・みりん

豚肉・かつお節 醤油・みりん・酒

かつおだし茄子・もやし・青ねぎ

玉ねぎ・人参・ピーマン

赤味噌・白味噌

醤油・みりん生姜油・砂糖

米（国産）

砂糖 水煮大豆

鶏がらスープ

醤油・みりん・鶏がらスープ

鶏がらスープ

ホキ 塩

米（国産）・油

調合ごま油

焼豚

オレンジ

●カニ風味かまぼこ

醤油・みりん・かつおだし

油・砂糖 うす揚げ

胡瓜・白菜・きざみのり

かつおだし・醤油・酒

塩玉ねぎ・レーズン

キャベツ・人参・ニラ

さつま芋・マヨドレ

鶏肉

米（国産）

さつま揚げ・赤味噌

じゃが芋・オリーブ油 ●/▲ベーコン

米（国産）

塩

穀物酢・塩・醤油

油・砂糖 ●卵・まぐろフレーク 人参・しいたけ・さやえんどう 醤油・醤油・みりん・かつおだし

調合ごま油・白ごま ちくわ 切干大根・胡瓜・人参 醤油・穀物酢・みりん

玉ねぎ・人参 ▲バーモントカレー・カレーフレーク

米（国産）

米（国産）・じゃが芋・油 牛肉

みかん{缶詰}

マヨドレ ごぼう・ブロッコリー・コーン 醤油

スイカ

献立名

グリーンアスパラガス・人参・しめじ

おやつ
その他

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

寒天・パインジュース

白菜・玉ねぎ・人参・チンゲン菜

穀物酢・醤油

醤油・みりん・かつおだしほうれん草・キャベツ

鶏がらスープ・醤油・塩

まいたけ

しらす干し

豚肉

２０１７年 ７月度 みどり野保育園メニュー

＜注意事項＞

1）アレルギーについて

①卵を含む食品に●印を、乳を含む食品に▲印をつけています。

②そば・落花生の入った食材は使用しておりません。

2）0～2歳児は昼食に牛乳を飲みます。

3）材料の都合により、献立が一部変更になる場合もありますので、ご了承下さい。

★



５９６Kcal

２１．５g

１８．６g

２４１mg

鶏塩うどん 牛乳 ▲牛乳

うす揚げと小松菜の煮浸し せんべい アンパンマンのソフトせん

フルーツ（オレンジ）

ハンバーグ夏野菜ソース 牛乳 ▲牛乳

マカロニソテー もものヨーグルトゼリー 黄桃（缶詰）・砂糖

ツナサラダ ▲ホイップクリーム・▲牛乳

ごはん ▲ヨーグルト・ゼラチン

スープ

サバの煮付け 牛乳 ▲牛乳

キャベツのゆかり和え ザラメ入り黒糖ケーキ 小麦粉・砂糖・黒砂糖

じゃが芋のマヨ焼 ザラメ・●卵・みりん

ごはん ベーキングパウダー

味噌汁

冷やし中華 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃのあめがらめ わかめおにぎり 米（国産）

フルーツ（バナナ） わかめごはんの素

鶏肉の甘酢炒め 牛乳 ▲牛乳

ひじきと高野豆腐の煮物 ドロップクッキー 小麦粉・▲無塩バター

麦入りごはん 砂糖・●卵・レーズン

味噌汁

フルーツ（パイン）

いなり寿司 牛乳 ▲牛乳

豚肉と根菜の煮物 ビスケット アスパラガスビスケット

すまし汁

豚じゃが 牛乳 ▲牛乳

春雨サラダ わらびもち わらび粉・砂糖

ごはん きな粉・塩

味噌汁

フルーツ（スイカ）
白身魚のムニエルレモンバターソース 牛乳 ▲牛乳

キャベツのあおさ和え ミートマカロニ マカロニ・油・砂糖

ベーコンととうがんのスープ煮 合ミンチ・玉ねぎ

ごはん にんにく・ワイン・ケチャップ

スープ ウスターソース・醤油・塩

そぼろ丼 牛乳 ▲牛乳

さつま芋の天ぷら きなこプリン ▲プリンの素

細切昆布とごぼうの煮物 ▲牛乳・きな粉

味噌汁

豆腐チャンプルー 牛乳 ▲牛乳

切干大根の中華和え ツナサンド ▲食パン・まぐろフレーク

麦入りごはん 胡瓜・マヨドレ

味噌汁

フルーツ（オレンジ）

アジのソース揚げ 牛乳 ▲牛乳

オクラともやしの塩昆布和え 米粉のかぼちゃ蒸しパン 米粉・砂糖

がんもととうがんの煮物 豆乳・かぼちゃ

ごはん ベーキングパウダー

味噌汁

豚骨ラーメン 牛乳 ▲牛乳
キャベツとわかめのレモン和え ベジスナック ベジたべる

フルーツ（黄桃）

チキンソテーパイナップルソース 牛乳 ▲牛乳

粉ふき芋 サーターアンダギー 小麦粉・砂糖・油

ちくわと彩り野菜のソテー ●卵・豆乳

ごはん ベーキングパウダー

とうがんスープ 豆腐 冬瓜・ほうれん草 チキンコンソメ

塩

油 ちくわ グリーンアスパラガス・コーン・人参・玉ねぎ チキンコンソメ

29 土

31 月

じゃが芋

米（国産）

ラーメン・油 豚肉

25 火

26 水

27 木

28 金

24 月

かつおだし

じゃが芋・マヨドレ・油

22 土

21 金

砂糖・オリーブ油 まぐろフレーク18 火

パン粉・油 豚ミンチ・牛ミンチ・●卵・▲牛乳

絹ごし豆腐

米（国産）

20 木

青ねぎ・わかめ チキンコンソメ

19 水

マカロニ・油 チキンコンソメ

グリーンアスパラガス・コーン・人参・レモン果汁 穀物酢・塩・醤油

玉ねぎ・茄子・ピーマン・トマト 塩・コショウ・ケチャップ

醤油・みりん・かつおだし

オレンジ15 土

鶏がらスープ・塩・みりん

砂糖 うす揚げ 小松菜・キャベツ

うす揚げ・赤味噌・白味噌 大根・青ねぎ

生姜 醤油・酒・かつおだし

赤◇　　血や肉になるもの 緑◇　からだの調子を整えるもの

穀類・油脂類・砂糖類・いも類

うどん・調合ごま油 鶏肉 大根・人参・まいたけ・青ねぎ・にんにく

エネルギー

蛋白質

脂質

カルシウム

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

砂糖 サバ

まいたけ・白菜・青ねぎ

砂糖

●/▲ハム・●卵

米（国産）

こんにゃく・砂糖

パイン{缶詰｝

野菜類・藻類・くだもの類

小麦粉・油・オリーブ油・▲バター

赤味噌・白味噌

油・砂糖

高野豆腐

ラーメン・調合ごま油・油・砂糖

キャベツ・小松菜・人参・ゆかり

豚肉

曜
日

赤味噌・白味噌

油・白ごま・砂糖

油・砂糖・片栗粉

油・砂糖

米（国産）・砂糖・黒ごま いなり用揚げ

ホキ

米（国産）・押麦

小麦粉・油・砂糖・片栗粉 鶏肉 塩・醤油・酒パイン{缶詰｝

黄桃{缶詰｝

塩・醤油にんにく・レモン果汁

穀物酢・醤油キャベツ・チンゲン菜・わかめ・レモン果汁

人参・もやし・青ねぎ

きざみ昆布・ごぼう・人参

醤油・鶏がらスープ・酒・塩玉ねぎ・人参・チンゲン菜・しめじ・生姜豚肉・豆腐・●卵

かつおだしほうれん草・もやし・玉ねぎ

スイカ

油・砂糖・調合ごま油

醤油・みりん・かつおだし

片栗粉 ●/▲ベーコン 冬瓜・人参・さやえんどう

麩 油揚げ・赤味噌・白味噌 かつおだし小松菜

米（国産）

豚肉 かつおだし・醤油・みりん・酒玉ねぎ・人参

●カニ風味かまぼこ

かつおだし・醤油・みりん・酒大根・人参・グリーンピース

緑豆春雨・油・砂糖 穀物酢・醤油

かつおだし・醤油・塩

穀物酢・塩

さつま芋 かつおだし白菜・茄子

米（国産）・押麦

かつおだし・醤油・酒

酒・塩・穀物酢・醤油・ケチャップ・鶏がらスープしめじ・チンゲン菜・玉ねぎ・赤パプリカ・黄パプリカ鶏肉

芽ひじき・人参

水煮大豆 醤油・穀物酢かぼちゃ

バナナ

塩・冷し中華スープ胡瓜・もやし

米（国産）・押麦

米（国産）

砂糖・片栗粉

じゃが芋 赤味噌・白味噌

赤味噌・白味噌 かつおだし

ウスターソース・ケチャップ

チキンコンソメ・塩・酒

かつおだし

オレンジ

豆腐 かぼちゃ・青ねぎ チキンコンソメ

かつおだし・醤油・酒一口がんも

小麦粉・パン粉・油 アジ

オクラ・もやし・塩昆布

冬瓜・人参

醤油・鶏がらスープ・塩・豚骨ラーメンスープ

チンゲン菜・玉ねぎ・白菜

原材料

日
おやつ

献立名

献立名
その他

材　　料
黄◇　力や体温となるもの

白ごま キャベツ・紫キャベツ・あおさのり

胡瓜・わかめ

じゃが芋・こんにゃく・油・砂糖

白菜・茄子

米（国産）・油・砂糖 鶏ミンチ しいたけ・コーン・グリーンピース 醤油・みりん・塩・かつおだし

さつま芋・▲天ぷら粉・油

砂糖・調合ごま油 さつま揚げ 醤油切干大根・ブロッコリー

かつおだし・醤油・みりん



 

 梅雨の蒸し暑さが過ぎると、暑い暑い夏。気温の上昇とともに、脱水症や熱中症になる 

人が増加します。特に乳幼児は、脱水症や熱中症を引き起こしやすいため、水分の補給を 

怠らないように気をつけましょう。 

 

２０１７年７月

号 

給食だより 

カラフルな 

野菜が多い 
 

食欲の落ちやすい夏は 

カラフルな色合いが 

  食欲増進につながる！ 

ビタミンＣを 

豊富に含む 
 

ビタミンＣは、暑さや激しい 

運動で、体内の消費が増え、 

不足しやすい。 
 

 

生で食べられる 

野菜が多い 
 

   生野菜は、簡単に栄養・水分 

補給ができる。 

   ビタミンＣなど熱に弱い栄養素 

も壊さず、食べることができる。 

  

 

カリウムを豊富に含む 
 

 夏は、汗とともにカリウムが大量に 

体の外にでるため、カリウムが 

不足しやすい。 

 カリウムが不足すると、疲れやすく 

なったり、食欲不振などがおこる。 

＜ビタミンＣが多い夏野菜＞ 

ピーマン・パプリカ・ミニトマト 

ゴーヤ など 

 

トマト・きゅうり・レタス・ピーマン  

など 

 

＜カリウムが多い夏野菜＞ 

きゅうり・なす・えだまめ・ゴーヤ 

とうもろこし  など 

 

旬の野菜には、その時の気候に負けないための栄養素が、多く含まれています。外国からの輸入や 

ハウス栽培が増え、旬の野菜がわかりにくくなってきていますが、旬を知り、積極的に食事に取り 

入れましょう。 

 

夏野菜には、体にこもった熱を下げる働きがあります。 
 

なす・・・100ｇ中の成分の約９３％が水分 

夏野菜の中でも体を冷やす効果が強いのが特徴。 

胃液の分泌を促進する。組み合わせる食材のうまみを 

吸収するので、煮物や揚げ煮、田楽などがおすすめ！ 
 

 

なぜ、夏には、夏野菜を食べるとよいのでしょうか？「夏野菜の特徴」をみてみましょう！ 

ビタミンＡを 

豊富に含む 
 

   ビタミンＡには紫外線やストレス 

によるダメージから、体を守る 

働きがある！ 

 

 ＜ビタミンＡが多い夏野菜＞ 

かぼちゃ・モロヘイヤ・オクラ 

赤パプリカ など 

 

 

きゅうり・・・100ｇ中の成分の約９５％が水分 

利尿効果があり、むくみを解消する。ビタミン 

Ｃを分解する酵素を含むため、酢の物や 

浅漬け、ぬか漬けなどがおすすめ。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でぐち 

＜こたえ＞ 

おくら 

いりぐち 

でぐち 

きると ぬるぬる して 

きりくちは ほしのかたちに みえるよ 

 

７がつに とれる たべもの 

「なまえは なあに？」 

なつに とれる やさいだよ 

 
てんとうむしくんが やさいめいろに  

はいって いくよ 

 でくちまで たどりつけるかな？ 

 

いりぐち 
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