
８月　こんだてひょう 秦野市立こども園
(令和４年８月）

血や肉となる食品 働く力の基となる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり）

乳児
主食

1 鶏肉のオイル焼き ゼリー、お菓子 牛乳　鶏もも肉 ・米　小麦粉　油 キャベツ　人参

月 15 牛乳 フレンチサラダ 牛乳　　　　牛乳 ロースハム　味噌 じゃがいも　ゼリー きゅうり　レーズン

月 味噌汁　　　　　　　（ﾐｶﾝ缶） お菓子 ミカン缶　玉葱

2 豆腐のつくね焼き きな粉サンド 牛乳　しぼり豆腐 ・米　パン粉　小麦粉 蓮根　人参　小松菜

火 16 牛乳 野菜のごま和え 牛乳 鶏挽肉　味噌　卵 油　砂糖　片栗粉 キャベツ　トマト

火 味噌汁　　　　　　　（ﾄﾏﾄ） きな粉　豆乳 白ごま　食パン 茄子　玉葱

3 魚の地中海風ソテー 黒糖蒸しパン 牛乳　切り身魚　豆腐 ・食パン・マーガリン・ジャム　油 生姜　人参

水 17 牛乳 スパゲティサラダ 牛乳 ロースハム　ベーコン 片栗粉　小麦粉　バター　黒砂糖 きゅうり　小松菜

水 豆腐のスープ スキムミルク　卵 スパゲティ　マヨネーズ　黒ごま

4 コーン入り肉だんご マカロニあべかわ ・ヨーグルト　豚挽肉 そうめん　片栗粉 生姜　玉葱

木 18 ヨーグルト ひじきの炒り煮 牛乳 卵　スキムミルク　油揚げ しらたき　油　砂糖 ホールコーン缶　芽ひじき

木 そうめん そうめん汁　　　　（ｵﾚﾝｼﾞ） きな粉　うずら卵缶　牛乳 焼麩　マカロニ 人参　オレンジ　小松菜

5 鮭のかわりパン粉焼き 黄桃カルピスゼリー 牛乳　切り身魚 ・米　マヨネーズ　パン粉 人参　ピーマン　玉葱

金 19 牛乳 マカロニソテー 牛乳 ベーコン　カルピス 油　マカロニ　春雨 オレンジ　青梗菜

金 青梗菜のスープ　（ｵﾚﾝｼﾞ） 砂糖 黄桃缶　粉寒天　レモン汁

6 肉じゃが お菓子 牛乳　豚肩ロース ・米　じゃがいも　油 玉葱　人参　キャベツ

土 20 牛乳 キャベツとツナのサラダ 牛乳 ツナ缶　チーズ　味噌 砂糖　焼麩 きゅうり　パイン缶

土 味噌汁　　　（ﾊﾟｲﾝ缶、ﾁｰｽﾞ）

8 鶏肉とかぼちゃのソテー アイスクリーム ・牛乳　鶏もも肉　鶏挽肉 ・米　ごま油　油　砂糖 かぼちゃ　人参　玉葱

月 22 牛乳 炒り豆腐 （0,1歳児ヨーグルト） しぼり豆腐　卵　油揚げ ミカン缶　小松菜

月 味噌汁　　　　　　（ﾐｶﾝ缶） 麦茶 味噌　アイスクリーム

9 夏野菜のカレー クラッカーサンド 牛乳　豚肩ロース ・米　じゃがいも　油 茄子　かぼちゃ　玉葱　人参

火 23 牛乳 もやしときゅうりの甘酢和え 牛乳 ウインナー　チーズ カレールウ　小麦粉　砂糖 もやし　きゅうり　スイカ

火 ボイルウインナー　　（ｽｲｶ） ソーダクラッカー　ジャム

10 鶏肉のトマト煮 ピラフ ・ヨーグルト　鶏もも肉　チーズ ・バターロール　小麦粉 玉葱　トマトジュース　人参

水 24 ヨーグルト ポテトサラダ 麦茶 ロースハム　卵　スキムミルク　 油　じゃがいも　マヨネーズ きゅうり　ホールコーン缶

水 中華風コーンスープ　（ﾁｰｽﾞ） あさり水煮缶　鶏挽肉 米　バター クリームコーン缶　ピーマン

プルコギ風炒め ピザトースト 牛乳　豚肩ロース ・米　ごま油　砂糖 人参　玉葱　ピーマン

25 牛乳 かぼちゃの甘煮 牛乳 味噌　ピザ用チーズ 白ごま　食パン　油 かぼちゃ　わかめ

木 わかめスープ ロースハム

12 プルコギ風炒め ピザトースト 牛乳　豚肩ロース ・米　ごま油　砂糖 人参　玉葱　ピーマン

金 牛乳 かぼちゃの甘煮 牛乳 味噌　ピザ用チーズ 白ごま　食パン　油 かぼちゃ　わかめ

わかめスープ ロースハム

白身魚の甘酢和え マーブルケーキ 牛乳　切り身魚　 そうめん　小麦粉　油 生姜　小松菜　キャベツ

26 牛乳 小松菜サラダ 牛乳 ロースハム　かまぼこ 砂糖　片栗粉　バター 赤パプリカ　黄パプリカ

金 そうめん そうめん汁　　　　（ﾄﾏﾄ） 卵 トマト　きゅうり

13 ツナカレー お菓子 牛乳　ツナ缶 ・米　じゃがいも　油 人参　玉葱　わかめ

土 27 牛乳 コーンとわかめのサラダ 牛乳 チーズ カレールウ　小麦粉 きゅうり　キャベツ

土 　　　　　　　　（ﾁｰｽﾞ、ﾊﾟｲﾝ缶） 三温糖 ホールコーン缶　パイン缶

親子煮 ヨーグルト ・牛乳　鶏もも肉　卵 ・米　砂糖　油 玉葱　キャベツ

29 牛乳 キャベツとハムのサラダ お菓子 ロースハム　豆腐　油揚げ マヨネーズ きゅうり　トマト

月 味噌汁　　　　　（ﾄﾏﾄ） 麦茶 味噌　ヨーグルト

かぼちゃコロッケ キャロットゼリー 牛乳　鶏挽肉　卵 ・食パン・マーガリン・ジャム　 かぼちゃ　玉葱　人参　切干大根

30 牛乳 ブロッコリーとコーンのサラダ ウエハース スキムミルク　ベーコン 油　小麦粉　パン粉　 ブロッコリー　ホールコーン缶

火 切干大根のスープ 牛乳 粉ゼラチン　ヨーグルト 砂糖　ウエハース オレンジジュース　粉寒天

麻婆豆腐 ラタトゥイユパスタ ・ヨーグルト　豚挽肉 ・米　油　砂糖　ごま油 人参　ねぎ　生姜　にんにく

31 ヨーグルト 中華和え 牛乳 豆腐　ツナ缶　ベーコン 片栗粉　春雨 きゅうり　オレンジ　玉葱

水 オニオンスープ　　　（ｵﾚﾝｼﾞ） 粉チーズ　牛乳 スパゲティ 茄子　トマト

※献立は都合により変更する場合があります｡  ・印は乳児のみ

※裏面もご覧ください。

山の日

昼    食
日曜 １０時 ３ 　時

乳　幼　児　副　食



給 食 だ よ り 令和４年８月
秦野市保育こども園課

夏は大人も子どもも、気候の影響を受け、体力が落ちやすい時期になります。睡眠・食事・適度な運動と、日頃からの生活リズム

が大切になってきます。早寝早起きのリズムと、質の良い睡眠で一日の疲れをとり、毎日の食事をしっかりと食べ、今年の夏も元

気に過ごしましょう。

熱中症とは
熱中症とは、体温が上がり、大量の汗で体の中の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調

節機能が働かなくなったりすることで、体温の上昇、大量の発汗、めまいやけいれん、頭痛、下痢や

嘔吐などの様々な症状を起こすことです。

熱中症が起こりやすい条件

◆環境

・気温が高い、湿度が高い

・風が弱い、日差しが強い

・閉め切った屋内 、冷房の無い部屋

・急に暑くなった日

など

◆行動

・激しい運動や慣れない運動

・長時間の屋外作業

・水分補給ができない状況

など

◆からだ

・乳幼児や高齢者

・体が暑さに慣れていない

・寝不足などの体調不良

・下痢や発熱での脱水症状

・朝ごはんを食べていない

など

なぜ子どもが熱中症になりやすいのか

＜暑さに弱い＞

子どもは体温調節機能が未発達です。特に汗をかく機能

が未熟なので暑さを感じてから汗をかくまでに時間もかかり、

体に熱がこもりやすく体温が上昇しやすくなります。

＜水分量が多い＞

大人の体は約６０％が水分でできていますが、子どもの

体は約７０％が水分です。子どもは大人に比べて必要な水

分量が多いため、脱水状態になりやすいです。

＜照り返しの影響を受けやすい＞

子どもは大人よりも身長が低い為、地面からの照り返し

の影響を強く受けます。例えば、大人の顔の高さで３２℃の

時、子どもの顔の高さでは３５℃程度の感覚になります。

＜自分では予防できない＞

自分では水分摂取や衣類の調節ができなかったり、遊び

に夢中になってしまい、暑いことを忘れてしまうことがありま

す。

熱中症の予防のポイント

１．水分を多めにとりましょう

新陳代謝が活発なため、汗や尿として体から出ていく水分が

多く、脱水を起こしやすいです。水分を多く含む食事や、水分補

給を心掛けましょう。

２．熱や日ざしから守ろう

子どもは、放熱や発汗による体温調節がうまくできません。熱

のこもらない素材や薄い色の衣服を選んだり、日光を遮る帽子

などを身につけたりしましょう。また、背が低かったり、ベビー

カーの利用などで大人よりも地面に近い環境で過ごしたりする

ことが多く、地表から熱を受けやすくなります。子どもの高さの

気温や湿度に気をつけましょう。

３．遊ぶ時も油断せず

遊びに夢中になると、喉の渇きや気分の悪さなどに気付くの

が遅くなります。遊びに夢中な場合は、休憩や水分補給をすす

めましょう。また、屋内も油断せず、屋外と同じ対策を意識しま

しょう。

熱中症は高温の炎天下だけで起こるのではなく、梅雨時期の６月から残暑が終わるまでの９月頃まで十分な注意が必要です。

熱中症を引き起こす条件は、『環境』と『からだ』、『行動』の３つの要因が考えられます。

食パン（６枚切） ２枚

ケチャップ 大２

玉葱 １/８個

ピーマン １個

油 ２ｇ

ピザ用チーズ ４０ｇ

ロースハム ２枚

作り方

①玉葱は短めの薄切りに切り、油でよく炒め、ケチャップ

を入れる。（ソース）

②ピーマンはヘタと種を取り除き、薄い輪切りに切る。

③ロースハムは半分に切り、１ｃｍ幅に切る。

④食パンに①のソースを塗り、ピーマン、ロースハム、

チーズをのせ、オーブントースターで焼く。

今月の献立より

ピザトースト
材料 ２人分


