
 
 
 
 
 
  

えんだより
 いよいよ夏本番！今年も、夏の風物詩である花火やねぶた祭りは見

られないけれど、その分、園やご家庭で水遊び、キャンプ、虫捕り、山

や海へのお出かけなど楽しいことをたくさん経験させてあげたいです

ね！ 

 暑い夏に気になるのは、子どもたちの体調です。夏バテや夏風邪で

体調を崩さないように夏野菜や旬の食べ物から栄養をしっかり取って

暑い夏を乗り切りましょう‼ 

令和 3 年度 

中里こども園 

クラス目標 

たいよう 

・夏の自然事象や身近な動植物に触れ関心を高める 

・あそびを存分に楽しみ、自分なりの目当てに挑戦す

る喜びや満足感を味わう 

そら 

・夏の自然やあそびに興味を持ち、友だちと一緒に楽

しむ 

・友だちや異年齢児とかかわり、共に活動する楽しさ

を味わう 

ほし 

・ゆったりとした生活リズムで、暑い夏を元気に過ご

す 

・夏の季節ならではの行事やあそびを楽しむ 

にじ 

・水あそびを友だちと一緒にかかわりながら楽しむ 

・簡単な衣服の着脱や片付けを意欲的に行う 

いちご 

・夏ならではの水あそびや感触あそびを楽しむ 

・暑い夏をゆったりと快適に過ごすようにする 

もも 

・一人ひとりの健康状態に留意しながら沐浴や水遊

びをし、水の感触を楽しむ 

 

 

           

 

☆5 日（木） すいか割り大会 

☆8 日（日） 中泊祭り 

       たいよう・そら組が参加します 

      （雨天時は、9 日に延期となります） 

☆11 日（水） プール教室（そら組） 

☆12 日（木） プール教室（たいよう組） 

☆12 日（木）～14 日（土） お盆預かり保育 

☆18 日（水） 2 学期始業式 

        プール教室（たいよう組） 

☆19 日（木） プール教室（たいよう組） 

☆23 日（月） 体操教室 

  （そら・たいよう組はオレンジ体操着で登園） 

☆24 日（火） リトミック教室 

（ほし・たいよう組・支援センター参加） 

☆26 日（木） 避難訓練（地震） 

※中泊祭りについて詳しくは、後日お手紙にて 

お知らせします 

８月は、４人のお友だちがお誕生日を 

迎えます‼おめでとう°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°  

お誕生会は 9 月に行います♬ 

行事予定・献立表 

 

おしらせ 

献立表
３歳児以上 未満児 おやつ

ごった煮　ピーナッツ和え　味噌汁 ご飯 牛乳
ぶどう なめ茸 お菓子
豚のトマトソースかけ　豆腐サラダ　味噌汁 ご飯 ジョア
すいか チーズ お菓子
さばの味噌煮　春雨サラダ　味噌汁 ご飯 牛乳
メロン ウインナー お菓子
南瓜コロッケ　冷しゃぶサラダ　味噌汁 ご飯 豆乳
オレンジ のり佃煮 お菓子

プール教室（そら組） ヨーグルト 牛乳

お菓子
ご飯 牛乳
スープ お菓子

山の日
中泊祭り

鶏のオレンジ焼き　ごまあえ　味噌汁 ご飯 ジョア
ぶどう なめ茸 お菓子

プール教室（そら組） イワシの梅煮　ねばねばサラダ　味噌汁 ご飯 牛乳
すいか チーズ お菓子

プール教室（たいよう組）チキンカツ　ポテトサラダ　味噌汁 ご飯 豆乳

オレンジ のり佃煮 お菓子
そうめん　トマトピザ　メロン ヨーグルト 牛乳

お菓子
ご飯 牛乳
スープ お菓子

保育実習生受け入れ ミートオムレツ　もやしソテー　味噌汁 ご飯 牛乳

ぶどう ふりかけ お菓子
給食会議 豆腐ハンバーグ　ツナサラダ　かきたま汁 ご飯 ジョア

職員会議 すいか なめ茸 お菓子
2学期始業式 鮭の塩焼き　切干し大根　味噌汁 ご飯 牛乳

プール教室（たいよう組）メロン チーズ お菓子
赤魚の洋風あんかけ　棒棒鶏サラダ　 ご飯 豆乳
スープ　オレンジ のり佃煮 お菓子

ヨーグルト 牛乳
お菓子

夏野菜カレー　福神漬　えびサラダ ご飯 牛乳
ヨーグルト スープ お菓子

体操教室 五目卵焼き　野菜炒め　味噌汁 ご飯 牛乳
（そら・たいよう組） ぶどう ふりかけ お菓子

リトミック教室 マーボー豆腐　ナムル　スープ ご飯 ジョア
（ほし・たいよう組） メロン なめ茸 お菓子

さんまの甘露煮　酢の物　味噌汁 ご飯 牛乳
すいか ウインナー お菓子
ちくわの納豆天　豚とトマトのカプレーゼ風　 ご飯 豆乳
味噌汁　オレンジ のり佃煮 お菓子

ヨーグルト 牛乳
お菓子

ご飯 牛乳
スープ お菓子

鶏とじゃが芋煮　アーモンド和え　味噌汁 ご飯 牛乳
ぶどう ふりかけ お菓子

ご飯 ジョア
なめ茸 お菓子

31 火

27 金

28 土

29 日

24 火

25 水

26

21 土

22 日

23 月

13 金

14 土

15 日

10 火

11 水

12 木

7 土

8 日

9 月

4 水

5 木

6 金

職員会議

2 月

行事予定日 曜日

1 日

3 火

真珠蒸し　ひじき煮　根菜汁　すいか

すいか割り大会

振替休日

お盆預かり保育

プール教室（たいよう組）

避難訓練（地震）

冷やしらーめん　餃子　バナナ

コーンシチュー　かに風味サラダ　ももゼリー

ポークカレー　福神漬　野菜サラダ

ヨーグルト

肉うどん　海鮮餃子　バナナ

お盆預かり保育

30 月

味噌らーめん　茹で卵　バナナ

ハヤシ　卵とブロッコリーサラダ　ヨーグルト

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

木


