
 

 

 

 

 

 

 

 

  梅雨入りしましたが、プール遊びや水遊びを楽しめる日々が続いています。先日の保育

参観週間へのご参加、ありがとうございました。欠席された園児には 7月に代替え日を設

けました。お忙しい中かと思いますが、ぜひお出掛けください。 

  4月に新年度がスタートし、もう 7月に入ります。この時期ならではの遊びを楽しみな

がら、夏を意識した「盆踊り」も子どもたちと一緒に楽しみます。 

  引き続き「手洗い・うがいの励行」に努めて参ります。 

 

 

お知らせ 

★ ６月３０日（水）に静岡県警察志太榛原少年サポートセンターの依頼を受け、園児 

向けに「防犯教室」を行うこととなりました。その後保護者の皆様や地域の方々にも    

計画しているようです。 

この日は、ちびっこ開放日第３回リズムを予定していましたが、「園庭開放」に変更さ

せていただきます。お知り合いの方や、お友達にお知らせください。雨天は中止です。 

 

★  満 3歳いちご組の紹介   すぎもと あむとくん   たくさん遊ぼうね！ 

 

★  ７月１９日から予定している「個人面談年少」と、７月２６日からの「希望面談 

年長、年中」の日程調整を行います。後日別紙にてアンケートをとります。お知らせした 

期間での面談をお願いします。 

 

★  1号夏季休業中、2号夏季保育希望保育の申込みが、7/1よりパステル Appsにて 

開始されます。予定がある方は、早めの申込みをお願いします。 

 

 

園だより （R３年度 7 月） 
教育目標 明るく素直な子   

こばとこども園  園長 稲葉俊英 

 

 



日 月 火 水 木 金 土

7月1日 2 3

安全の日 年長交流（水遊び） 2号認定

年長鼓笛 希望保育

年長絵本の貸し出し

4 5 6 7 8 9 10

保育参観代替日（年少） 七夕パーティー 保育参観代替日（年中） 2号認定

保育参観代替日（年長） 希望保育

年中絵本の貸し出し

年長絵本返却日 作品展搬入

11 12 13 14 15 16 17

坐禅・誕生会 半日保育１１時降園 2号認定

歯科検診 希望保育

年中絵本返却日 年少絵本の貸し出し

18 19 20 21 22 23 24

半日保育１１時降園 🎌海の日 🎌スポーツの日 2号認定

個人面談（年少）午後 １学期終業式 希望保育

消火訓練 職員会議

年少絵本返却日 職員研修

25 26 27 28 29 30 7月1日

２号夏季保育 大掃除 2号認定

１号夏季休業 避難訓練（ランド） 希望保育

個人面談（年少）午前

希望面談（年長・年中）

＜保育参観代替え日＞

・5（月）年少・８（木）年中・９（金）年長

　　9：30～11：00「けんこうチェック表」を

　忘れずに持参してください。

＜絵本の貸し出し＞7月、各金曜日

・今月から学年ごとに「月1回」園の絵本を貸し出

しをし、ご家庭での触れ合いのひとときを過ごして

いただけたらと計画しました。詳しくは学年だより

にてお知らせします。

＜七夕パーティー＞　7（水）

・クラスごと笹に短冊や飾りをつけて、七夕を楽し

みます。みんなの願いがかなうように！！

　短冊を配付しました。1枚は、子どもの願いご

と。もう1枚は、保護者の願いごと。短冊には①名

前を記入②モールを穴に通して半分にし、くるっと

ひとひねりしてください。7月2日までにお子様に

持たせてください。

＜歯科検診＞15（木）

・午前中行います。朝はしっかり「歯磨き」をしま

しょう。

＜年長　お楽しみ保育＞16（金）午後3時～

・園長先生のお寺「冨洞院にて」駿河台こども園の

友達と一緒に行います。詳細は配付済。後日、「送

迎について」の手紙を配付します。

7月後半の夏季休業、夏季保育中の予定は、

４月当初に配付した「年間計画」と変わり

ません。個人面談や希望面談の日程へのご

協力をよろしくお願いします。

その他お知らせ

7　月　の　行　事　予　定

年長お楽しみ保育　

（午後３時～）

リズム

お弁当リズム



こばと・乳幼児食(3才以上児)

1 2
白ライス 白ライス

焼肉風 さばのおろし煮

コーンコロッケ 厚焼き玉子

青菜磯香和え ごまマヨサラダ

パイン缶 ミニゼリー(ストロベリー)

みそ汁（キャベツと油揚げ） みそ汁（小松菜と玉ねぎ）

5 6 7 8 9
とうもろこしごはん 白ライス ちらし寿司 キャラメルローフ

ヒレカツ 鶏肉のごまみそ焼き 星型コロッケ エビフライ

和風マカロニ炒め 青菜ソテー 春雨サラダ 夏野菜のラタトゥユ

ブロッコリーのおかか和え ひじきのサラダ 七夕ゼリー お豆サラダ

ミニゼリー(青りんご) パイン缶 すまし汁 ミニゼリー(ストロベリー)

みそ汁（わかめとお麩） みそ汁（えのきと人参） 牛乳

12 13 14 15　2号＋給食希望者のみ提供 16　2号＋給食希望者のみ提供

白ライス 白ライス 白ライス ふりかけごはん(のりかつお) 焼きそば

ホキフライ キーマカレー 鶏肉の甘酢和え かつ煮 れんこん饅頭

金平ごぼう イカフライ 野菜の甘辛炒め 五目しんじょ 蒸し鶏のサラダ

青菜のおひたし ブロッコリーの 大根サラダ キノコソテー 枝豆の塩茹で

ミニゼリー(グレープ) 　ツナマヨサラダ パイン缶 オクラとわかめの和え物 もものゼリー

みそ汁（豆腐と玉ねぎ） バナナ みそ汁（キャベツと油揚げ） フルーツ（甘夏） 中華スープ

みそ汁（小松菜とお麩）

19　2号＋給食希望者のみ提供 20　2号＋給食希望者のみ提供 21　2号＋給食希望者のみ提供 22 23
ふりかけごはん(やさい) 白ライス わかめごはん

ささみフライ さばの利休焼き風 エビカツ

しゅうまい 練り物 ブロッコリーの塩茹で

カレーマカロニ ピーマンと筍の炒め物 じゃが芋とウィンナーの炒め物

海藻サラダ 梅おかか和え フレンチサラダ

ミニゼリー(ストロベリー) パイン缶 フルーツ(みかん）

みそ汁（玉ねぎとえのき） みそ汁（小松菜とキャベツ） 野菜スープ

26　2号＋給食希望者のみ提供 27　2号＋給食希望者のみ提供 28　2号＋給食希望者のみ提供 29　2号＋給食希望者のみ提供 30　2号＋給食希望者のみ提供

白ライス ふりかけごはん(のりかつお) 白ライス 白ライス ふりかけごはん(やさい)

ハンバーグ 鮭のゆかり揚げ マーボー厚揚げ テリマヨチキン 豚肉のケチャップ炒め

スマイルポテト 海苔入り玉子焼き 餃子 たこウィンナー ハムステーキ

スパゲティナポリタン キャベツソテー シルバーサラダ 野菜炒め ツナサラダ

ブロッコリーのサラダ 小松菜と油揚げの煮浸し イチゴ杏仁 枝豆のごま和え フルーツ(もも)

ミニゼリー(青りんご) 水ようかん 中華スープ オレンジ 野菜スープ

野菜スープ みそ汁（わかめとお麩） みそ汁(キャベツと玉ねぎ)

献　立　表
月 火 水 木 金



こばと(3才以上児)

日付 給食
からだの血や肉になる

もの
からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく質

脂質
食塩

1(木)

白ライス,焼肉風,コーンコロッケ,青菜磯香
和え,パイン缶,みそ汁（キャベツと油揚げ）

豚小間,刻みの
り,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,コーンたっぷりフ
ライ30ｇ

むき玉葱,にんじん,
ピーマンスライス緑,
小松菜,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶
詰),キャベツ,カットわ

しょうゆ,みりん風調味
料,ソース,赤味噌,白
味噌,和風だし駿河

480kcal
16.9g
14.8g
2.5g

2(金)

白ライス,さばのおろし煮,厚焼き玉子,ごま
マヨサラダ,ミニゼリー(ストロベリー),みそ汁
（小松菜と玉ねぎ）

骨なしさば切り
身30g,厚焼き
玉子

めし･陸稲･精白米,砂
糖,かたくり粉,すりご
ま,ノンエッグマヨネー
ズ,ミニゼリー

大根,青ねぎ,キャベツ,
にんじん,きゅうり,コー
ン,たまねぎ,小松菜

和風だし駿河,しょう
ゆ,酒,赤味噌,白味噌

414kcal
15.8g
10.5g
2.5g

5(月)

とうもろこしごはん,ヒレカツ,和風マカロニ炒
め,ブロッコリーのおかか和え,ミニゼリー(青
りんご),みそ汁（わかめとお麩）

ヒレカツ,豚ひ
き肉,かつお節

めし･陸稲･精白米,油,
マカロニ,砂糖,ミニゼ
リー,ふ

コーン,小松菜,むき玉
葱,ぶなしめじ,ブロッコ
リー,にんじん,カットわ
かめ,たまねぎ

しょうゆ,酒,ケチャップ,
塩,和風だし駿河,赤味
噌,白味噌

461kcal
15.1g
10.2g
2.6g

6(火)

白ライス,鶏肉のごまみそ焼き,青菜ソテー,
ひじきのサラダ,パイン缶,みそ汁（えのきと
人参）

鶏もも開き40
ｇ,蒸し鶏ほぐ
し,ツナ

めし･陸稲･精白米,砂
糖,すりごま,ごま,油

小松菜,コーン,むき玉
葱,キャベツ,芽ひじき,
にんじん,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ
(缶詰),えのきたけ水

白味噌,しょうゆ,みり
ん風調味料,チキンコ
ンソメ,塩,和風ドレッシ
ング,赤味噌,和風だし

438kcal
15.6g
11.4g
2.5g

7(水)

ちらし寿司,星型コロッケ,春雨サラダ,七夕
ゼリー,すまし汁

錦糸卵,冷凍豆
腐

めし･陸稲･精白米,油,
はるさめ

ちらし寿司の素,にん
じん,キャベツ,刻みオ
クラ,小松菜

鮭フレーク,星型コロッ
ケ,ケチャップ,和風ド
レッシング,七夕ゼ
リー,塩,しょうゆ,和風

405kcal
8.5g
6.4g
2.3g

8(木)

キャラメルローフ,エビフライ,夏野菜のラタ
トゥユ,お豆サラダ,ミニゼリー(ストロベリー),
牛乳

無頭エビフライ
M,ウィンナース
ライス,水煮大
豆,牛乳

キャラメルローフ,油,
砂糖,ノンエッグマヨ
ネーズ,ミニゼリー

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,カットトマト,
むき枝豆・冷凍,コー
ン

ソース,揚げなす,ケ
チャップ,にんにく,チキ
ンコンソメ,塩

613kcal
22.4g
25.9g
1.9g

12(月)

白ライス,ホキフライ,金平ごぼう,青菜のお
ひたし,ミニゼリー(グレープ),みそ汁（豆腐と
玉ねぎ）

冷凍豆腐 めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,ごま油,ごま,ミニ
ゼリー

千切りごぼう,にんじ
ん,突きこんにゃく,小
松菜,ぶなしめじ,たま
ねぎ

ひとくちホキ磯辺フラ
イ,ソース,和風だし駿
河,しょうゆ,みりん風
調味料,赤味噌,白味

442kcal
12.1g
11.7g
2.6g

13(火)

白ライス,キーマカレー,イカフライ,ブロッコ
リーのツナマヨサラダ,バナナ

豚ひき肉,いか
フライ,ツナ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,ノンエッグマヨ
ネーズ

冷凍たまねぎみじん
切り,にんじん,グリン
ピース,ブロッコリー,
コーン,バナナ

しょうが,とろけるｶﾚｰﾌ
ﾚｰｸN,カレー粉,ケ
チャップ,ソース,チキ
ンコンソメ

554kcal
22.2g
17.5g
2.2g

14(水)

白ライス,鶏肉の甘酢和え,野菜の甘辛炒
め,大根サラダ,パイン缶,みそ汁（キャベツと
油揚げ）

鶏もも開き40
ｇ,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,砂
糖,油,シューストリン
グポテト,ごま油

にんじん,ピーマンスラ
イス緑,大根,きゅうり,
カットわかめ,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ
ﾙ(缶詰),キャベツ,たま

塩,しょうゆ,酢,和風ド
レッシング,赤味噌,白
味噌,和風だし駿河

459kcal
14.5g
15.6g
2.2g

15(木)

ふりかけごはん(のりかつお),かつ煮,五目
しんじょ,キノコソテー,オクラとわかめの和
え物,フルーツ（甘夏）,みそ汁（小松菜とお
麩）

ヒレカツ,蒸し
鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,ふ

むき玉葱,干ししいた
け,たけのこ千切り,グ
リンピース,ぶなしめ
じ,えのきたけ水煮,

ふりかけ(のりかつ
お),和風だし駿河,しょ
うゆ,みりん風調味料,
五目しんじょはな型,

431kcal
14.2g
10.4g
3.0g

16(金)

焼きそば,れんこん饅頭,蒸し鶏のサラダ,枝
豆の塩茹で,もものゼリー,中華スープ

豚小間,れんこ
ん饅頭,蒸し鶏
ほぐし

やきそば,油,ごま油 キャベツ,むき玉葱,
ピーマンスライス赤,
ピーマンスライス緑,
きゅうり,にんじん,コー

ソース,中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ｾﾊﾟﾚｰﾄ,塩,もものゼ
リー,しょうゆ,とりがら
だし

399kcal
11.3g
12.6g
3.6g

19(月)

ふりかけごはん(やさい),ささみフライ,しゅう
まい,カレーマカロニ,海藻サラダ,ミニゼリー
(ストロベリー),みそ汁（玉ねぎとえのき）

ささみフライ
30g,しゅうまい
16ｇ

めし･陸稲･精白米,油,
マカロニ,ミニゼリー

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,ピーマンスラ
イス赤,カットわかめ,
キャベツ,コーン,きゅう

ふりかけ（いろいろや
さい）,ソース,塩,チキ
ンコンソメ,カレー粉,和
風ドレッシング,赤味

412kcal
13.2g
8.8g
2.8g

20(火)

白ライス,さばの利休焼き風,練り物,ピーマ
ンと筍の炒め物,梅おかか和え,パイン缶,み
そ汁（小松菜とキャベツ）

骨なしさば切り
身30g,にんじ
んさつまちゃ
ん,鶏肉,蒸し鶏

めし･陸稲･精白米,砂
糖,ごま,油,ごま油

ピーマンスライス緑,
ピーマンスライス赤,
コーン,たけのこ千切
り,刻みオクラ,きゅうり,

みりん,しょうゆ,和風
だし駿河,塩,みりん風
調味料,酒,ねりうめ,赤
味噌,白味噌

431kcal
19.3g
10.7g
2.9g

21(水)

わかめごはん,エビカツ,ブロッコリーの塩茹
で,じゃが芋とウィンナーの炒め物,フレンチ
サラダ,フルーツ(みかん）,野菜スープ

えびかつ30g,
ウィンナースラ
イス

めし･陸稲･精白米,油,
ノンエッグマヨネーズ,
チルドポテトダイス,ﾌﾚ
ﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

わかめごはんの素,ブ
ロッコリー,むき玉葱,
小松菜,にんじん,キャ
ベツ,きゅうり,コーン,

ケチャップ,塩,チキン
コンソメ,しょうゆ

415kcal
11.2g
11.1g
3.4g

26(月)

白ライス,ハンバーグ,スマイルポテト,スパ
ゲティナポリタン,ブロッコリーのサラダ,ミニ
ゼリー(青りんご),野菜スープ

鶏肉と豚肉の
ハンバーグ

めし･陸稲･精白米,ポ
テト,油,ミニスパゲッ
ティ,ミニゼリー

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,マッシュルー
ム,カットトマト,ブロッコ
リー,にんじん,コーン,

ケチャップ,ソース,塩,
チキンコンソメ,和風ド
レッシング,しょうゆ

457kcal
12.1g
12.1g
2.6g

27(火)

ふりかけごはん(のりかつお),鮭のゆかり揚
げ,海苔入り玉子焼き,キャベツソテー,小松
菜と油揚げの煮浸し,水ようかん,みそ汁
（わかめとお麩）

さけ30ｇ,蒸し
鶏ほぐし,刻み
揚げ

めし･陸稲･精白米,天
ぷら粉(金星）,油,砂
糖,ふ

キャベツ,にんじん,小
松菜,カットわかめ

ふりかけ(のりかつ
お),ゆかり,和風だし駿
河,海苔入り玉子焼き,
チキンコンソメ,塩,しょ

440kcal
17.6g
11.0g
3.1g

28(水)

白ライス,マーボー厚揚げ,餃子,シルバーサ
ラダ,イチゴ杏仁,中華スープ

豚ひき肉,ミニ
絹厚揚げ,焼き
目つき餃子

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,かたくり粉,はる
さめ,ノンエッグマヨ
ネーズ,いちご杏仁豆

干ししいたけ,冷凍た
まねぎみじん切り,に
んじん,青ねぎ,キャベ
ツ,きゅうり,チンゲンサ

しょうが,にんにく,チキ
ンコンソメ,しょうゆ,酒,
白味噌,ケチャップ,塩,
とりがらだし

438kcal
13.8g
13.1g
1.9g

29(木)

白ライス,テリマヨチキン,たこウィンナー,野
菜炒め,枝豆のごま和え,オレンジ,みそ汁
(キャベツと玉ねぎ)

鶏もも開き40
ｇ,のり(焼きの
り),たこウィン
ナー

めし･陸稲･精白米,砂
糖,油,ノンエッグマヨ
ネーズ,すりごま

にんじん,むき玉葱,小
松菜,ピーマンスライ
ス緑,むき枝豆・冷凍,
オレンジ,キャベツ,た

しょうゆ,みりん風調味
料,チキンコンソメ,塩,
和風だし駿河,赤味噌,
白味噌

441kcal
17.6g
15.1g
2.6g

30(金)

ふりかけごはん(やさい),豚肉のケチャップ
炒め,ハムステーキ,ツナサラダ,フルーツ(も
も),野菜スープ

豚小間,すてき
なミニステー
キ,ツナ

めし･陸稲･精白米,油,
ノンエッグマヨネーズ

むき玉葱,たけのこ千
切り,ピーマンスライス
緑,干ししいたけ,キャ
ベツ,にんじん,きゅう

ふりかけ（いろいろや
さい）,ケチャップ,チキ
ンコンソメ,塩,パセリ,
しょうゆ

428kcal
16.2g
13.7g
2.7g

月平均栄養価　　　エネルギー   450kcal　　　たんぱく質   15.3g　　　脂質   12.8g　　　食塩相当量   2.6g

令和3年 7月     こんだてひょう
こめやフードサービスみのりキッチン


