
給食室 おたより ７・８月号 

 梅雨日や暑い日が続き、体調を崩しやすい季節になりました。体が暑さに慣れていないため、たくさん汗をかき

熱中症や脱水にも注意が必要な時期です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の水分補給は何を飲んでいますか？ 

  たくさんの汗をかくこの時期は水分補給に注意が必要です。特に子どもは運動量が多く汗をかきやすい 

です。水分は一気にとると胃腸に負担をかけてしまうことがあるので、少量をこまめにとることが大切で 

す。また、子どもは遊びに夢中になっていると、のどが渇いていることに気付かないこともあるので、大 

人が声かけをしましょう。 

 

※水分補給に適する飲物※ 

〇水またはお茶 

  水分補給には水またはお茶で十分です。 

しかし、カフェインを多く含む緑茶や紅茶は避けましょう。 

カフェインには利尿作用があり、逆に水分を排出してしまいます。 

×ジュースや清涼飲料水 

糖分が多く入っているので水分補給には適していません。 

頻繁に飲むことで、一時的な急性糖尿病になることがあります。 

△スポーツドリンク 

スポーツドリンクにも糖分が含まれています。 

大量の汗をかいた時や、脱水症状がある場合に薄めて飲むには適していますが、 

普段の水分補給には適していません。 

 

夏バテを防ぐ食事のポイント 
「夏バテ」とは、夏の暑さで体が弱ってしまうことをいいます。食欲がなくなったり、よく眠れなくなっ 

たり、体の疲れが取れにくくなったりします。冷房の効いた部屋と暑い外の温度差に体が対応できず起こ 

ってしまうこともあります。食生活から夏バテを予防しましょう。 

 

☆バランスの良い食事を！ 

暑くて食欲が落ちてきた時には、量より質が大切です。 

栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。 

☆積極的にビタミン B群を！ 

夏場はエネルギー消費が増えます。 

エネルギーを作り出すのに必要なのがビタミン B 群です。 

ビタミン B 群が不足すると疲れやすくなるので、 

食事からビタミン B 群を積極的に取り入れましょう。 

☆夏野菜を食べよう！ 

旬の野菜にはビタミンなどの栄養がたっぷり含まれています。 

また、水分を多く含み体の熱をとり冷やす働きもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



黄 赤 緑

強い力が出る食べ物 丈夫な体を作る食べ物 病気から守る食べ物 その他

1 昼食 ごはん 米
29 肉団子のみそスープ 春雨、片栗粉 鶏ミンチ、卵、みそ 玉ねぎ、人参、キャベツ、えのき だしパック、煮干し、酒
月 白和え ねりごま、砂糖 豆腐 人参、糸こんにゃく、枝豆、ほうれん草 しょうゆ

午後おやつ せんべい せんべい
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

2 昼食 パン 食パン、ジャム
16 魚のチーズ風味焼き マーガリン、パン粉 魚、粉チーズ パセリ 塩こしょう
30 もやしのナムル ごま、ごま油、砂糖 もやし、人参、ほうれん草 しょうゆ、酢
火 豆乳スープ 油 豆乳 玉ねぎ、人参、白菜 コンソメ、塩こしょう

午後おやつ お好み焼き お好み焼き粉 豚ミンチ、かつお節、卵 キャベツ、青ねぎ ソース
牛乳 牛乳

3 昼食 ごはん 米
17 鶏肉のからあげ 小麦粉、片栗粉、油 鶏肉 しょうが しょうゆ、みりん、酒
31 ひじきサラダ マヨネーズ ちくわ ひじき、人参、ブロッコリー 塩こしょう
水 厚揚げのみそ汁 厚揚げ、みそ 玉ねぎ、わかめ だしパック、煮干し

午後おやつ カルピスゼリー 砂糖 カルピス、ゼラチン
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

4 昼食 ごはん 米
18 魚のみそ煮 砂糖 魚、みそ しょうが しょうゆ、みりん、酒
木 酢の物 砂糖 かにかま 小松菜、もやし しょうゆ、酢

そうめん汁 そうめん 玉ねぎ、人参、オクラ だしパック、昆布、しょうゆ、みりん、塩、酒

午後おやつ ポテトフライ じゃがいも、油 青のり 塩
枝豆 枝豆 塩
牛乳 牛乳

5 昼食 夏野菜カレーライス 米、マーガリン、油 豚肉 玉ねぎ、人参、なす、かぼちゃ カレールウ、ソース
19 梅じそサラダ キャベツ、人参、きゅうり、プチトマト、梅干し 青じそドレッシング
金 午後おやつ わらびもち（乳児：きなこマカロニ） わらびもち粉（乳児：マカロニ）、砂糖 きなこ 塩

牛乳 牛乳
6 昼食 煮込みうどん うどん 鶏肉 玉ねぎ、人参、小松菜 だしパック、しょうゆ、みりん
20 じゃがいものきんぴら じゃがいも、砂糖、ごま、ごま油 人参、ピーマン しょうゆ、みりん
土 午後おやつ 菓子 菓子

牛乳 牛乳
8 昼食 マーボー丼 米、ごま油、砂糖、片栗粉 豚ミンチ、豆腐、みそ、赤みそ 玉ねぎ、人参、なす、ねぎ しょうゆ、みりん、酒
22 きゅうりのゆかり和え きゅうり ゆかり、しょうゆ
月 ワンタンスープ ワンタン、油 玉ねぎ、チンゲン菜、えのき シャンタン、塩こしょう

午後おやつ コーンフレーク コーンフレーク
牛乳 牛乳

9 昼食 パン 食パン、ジャム
23 鶏肉と野菜のトマト煮 じゃがいも、砂糖、油 鶏肉、レバー 玉ねぎ、人参、ブロッコリー、トマト缶、しょうが コンソメ、塩こしょう
火 とうもろこし とうもろこし 塩

オニオンスープ 油 玉ねぎ、人参、パセリ コンソメ、塩こしょう
午後おやつ 五平もち（乳児：鮭おにぎり） 米、もち米、ごま、砂糖 みそ（乳児：鮭フレーク） 酒

牛乳 牛乳
10 昼食 ごはん 米
24 魚のマヨネーズ焼き マヨネーズ、小麦粉 魚 酒、塩こしょう
水 五目豆煮 砂糖 大豆水煮 人参、れんこん、こんにゃく、昆布 だしパック、しょうゆ、みりん、塩

かぼちゃのみそ汁 みそ かぼちゃ、玉ねぎ、えのき だしパック、煮干し
午後おやつ フローズンヨーグルト 砂糖 ヨーグルト、生クリーム みかん缶

11 昼食 ごはん 米
25 豚肉のかりん揚げ ごま、砂糖、片栗粉、油 豚肉 しょうゆ、みりん、酒
木 青菜のおかか和え 砂糖 かつお節 ほうれん草、小松菜、人参 しょうゆ

なすのみそ汁 油揚げ、みそ なす、玉ねぎ だしパック、煮干し
午後おやつ 麩のラスク 麩、砂糖、マーガリン

くだもの くだもの
牛乳 牛乳

12 昼食 クリームスープスパゲッティ スパゲッティ、マーガリン、小麦粉、油 鶏肉、スキムミルク、牛乳 玉ねぎ、人参、ほうれん草、しめじ コンソメ、塩こしょう
金 レモン風味サラダ 砂糖、油 ツナ缶 キャベツ、人参、ブロッコリー、レモン汁 塩こしょう

午後おやつ ココアもちもちパン ホットケーキミックス、白玉粉、砂糖 牛乳 ココア
牛乳 牛乳

13 昼食 ピラフ 米、マーガリン 鶏ミンチ 玉ねぎ、ピーマン、コーン缶 コンソメ、塩こしょう
27 ポトフスープ じゃがいも ポークビッツ キャベツ、人参 コンソメ、塩こしょう
土 くだもの くだもの

午後おやつ 菓子 菓子
牛乳 牛乳

材料は都合により変更させていただく場合がございます。

＊7/26（金）お誕生会　　メニュー：ごはん、ハンバーグ、ブロッコリーとたまごのサラダ、コーンスープ、くだもの　（おやつ）シューアイス、ビスケット、野菜

＊毎週月曜日・・・礼拝　　
＊7/6（土）あいりんまつり（野の百合：家庭保育にご協力ください。なお保育は15:30までとさせていただきます。）
＊7/10（水）プール開き（プール期間中の体育あそびはありません）
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