
2017年 4月
月 火 金木水

入園・進級式

4

土

1

6 7 8

胚芽ご飯 スパゲティミートソース 鶏そぼろご飯

ごま和え(小松菜) 固形ヨーグルト 人参しりしりー カラフルサラダ

5

大根の味噌汁 ブロッコリーサラダ 鮭のコーンクリーム焼き
もずく丼

3

カレーライス 胚芽ご飯
大根サラダ鶏のﾚﾓﾝ風味焼 わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ)

オニオンスープ 春雨ナムル(もやし)
レタスの味噌汁 もずく汁 果物

果物 果物
果物

豆乳 むぎちゃＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳
ピザポテト スコーン ココアボーロ たかはしもち わかめおにぎり やきいも

むぎちゃ まめぴよ

1210 11 1513 14

麻婆豆腐 魚のピザ焼 ポークソテー 魚のごまダレ焼き
胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 食パン 鮭じゃこご飯

鶏の塩こうじ焼き 豆腐ちゃんぷるー

ポタージュスープ 果物
拌三絲 ポテトサラダ 春野菜炒め からし菜炒め キャベツサラダ　 とろろ昆布汁

人参蒸しパン ちんすこうきなこトースト ぜんざい（金時豆）

かき卵汁 ゆし豆腐ｱｰｻ汁 小松菜と油揚げの味噌汁 そうめん汁
果物 果物 果物果物 果物

くふぁじゅーしー フルーチェ
ＥＭ牛乳 むぎちゃ 豆乳 ＥＭ牛乳 むぎちゃ

1917 18 2220 21

とうもろこし 魚の有馬焼き 擬製豆腐
タコライス 胚芽ご飯 おべんとう 胚芽ご飯 沖縄そば 昆布ごはん

白和えサラダ アーサ汁(豆腐)

果物
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ほうれん草の味噌汁 青菜のゴマサラダ 固形ヨーグルト キャベツの梅和え

チョコチップマフィン ふむふむシリアルクッキー ぽーぽー

果物 ヒジキとモヤシのサラダ 中華風コーンスープ
果物果物

おにぎり（ツナみそ） ハッシュポテト
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 オレンジジュース 豆乳 むぎちゃ カルゲン

2624 25 2927 28

イナムドゥチ 豆腐入りナゲット 魚の味噌ﾏﾖ焼き 豚の生姜焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

果物 果物

胚芽ご飯
魚の西京焼き 昭和の日

かき卵汁果物 ｼﾒｼﾞとｴﾉｷの味噌汁 麩とねぎの清まし汁 豆苗スープ
切干大根サラダ マセドアンサラダ 五目きんぴら炒め 温野菜サラダ

もずく蒸しパン 黒糖くずもちじゃこトースト ポンデケージョ

果物果物

ＥＭ牛乳 豆乳 ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 むぎちゃ

うるま市役所/つくしんぼ保育園予定献立表

※児童の月齢、保育園行事、給食材料等の都合で献立を変更することもあります。

もずくのひらやーちー

小松菜ともやしのごま和え



2017年 4月

血や肉となる食べ物 力や熱となる食物 体の調子を整える食物

1 土

2 日

3 月
豚挽肉　みそ　ピザソース　ＥＭ牛乳 　精白米　ごま油　炒り胡麻　三温糖　ハッシュポテト　ピザソース もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　大根　ねぎ　小松菜　コーン乾　果物

4 火
豚肩ﾛｰｽ　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　油　薄力粉　有塩バター　オリーブ油

三温糖
人参　西洋南瓜　玉葱　りんご　グリーンピース　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｺｰﾝ　ﾄﾏﾄ　ﾚｰｽﾞﾝ

5 水
パンダ乳　鮭　卵　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　かつお節　みそ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　ミルクココア　片栗粉　上白糖 ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　ﾚﾀｽ　えのき　果物

6 木
鶏ﾓﾓ肉　ﾛｰｽﾊﾑ　かまぼこ　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉　さつま芋　もちこ　む

ぎ粉　黒砂糖粉
ﾚﾓﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ｺｰﾝ　もずく　生姜　　果物

7 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾂﾅ缶　ﾍﾞｰｺﾝ　国産大豆(ゆで)　ｼﾗｽ スパゲッティ(乾)　オリーブ油　白ごま　片栗粉　精白米 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　大根　胡瓜　ﾊﾟｾﾘ　糸きりわかめ　果物

8 土
鶏挽肉　まめぴよ（豆乳） 　精白米　ごま油　三温糖　緑豆春雨　焼き芋 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　みつば　生姜　乾燥わかめ　えのき　ねぎ　もやし　胡瓜

9 日

10 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　卵　きな粉　ＥＭ牛乳 　胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　春雨　胡麻　食ﾊﾟﾝ　有

塩バター
人参　長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　胡瓜　もやし　もずく　ねぎ

11 火
赤魚　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ゆし豆腐　豚挽肉 胚芽米　もちきび　米粒麦　オリーブ油　じゃがいも　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ごま

油　片栗粉　金時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦
玉葱　人参　胡瓜　ｱｰｻ(乾)　生姜　果物

12 水
豚ﾛｰｽ　ﾍﾞｰｺﾝ　油揚げ　味噌　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　有塩バター　ホットケーキ粉 生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　ゆで筍　人参　生椎茸　小松菜　果物

13 木
　ﾎｷ　沖縄豆腐　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　白ごま　そうめん(乾)　薄力粉

黒砂糖粉　油
ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　ねぎ　果物

14 金
鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　豚ﾓﾓ肉 食パン　薄力粉　油　オリーブ油　三温糖　精白米　有塩バター　本みりん

じゃがいも　生ｸﾘｰﾑ
ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ缶　人参　ｾﾛﾘｰ　　玉葱　干椎茸　ｺﾞﾎﾞｳ　ねぎ

15 土
　鮭フレーク　ｼﾗｽ　沖縄豆腐　豚ﾓﾓ肉　普通牛乳　いちごフルーチェ 　精白米　油 ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　とろろ昆布　みつ葉　果物

16 日

17 月
　合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　大豆水煮　ﾍﾞｰｺﾝ　卵　スキムミルク　EM牛乳y 　精白米　油　三温糖　片栗粉　薄力粉　フルーツグラノーラ 玉葱　レタス　ﾄﾏﾄ　人参　パセリ　とうもろこし　果物

18 火
鯖　みそ　ﾂﾅ缶　卵　普通牛乳　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　ごま油　ちんびんミックス 生姜　にんにく　ﾎｳﾚﾝ草　えのき　干しひじき　もやし　胡瓜

19 水
卵　普通牛乳 ホットケーキ粉　三温糖　無塩バター　チョコチップ　オレンジジュース

20 木
沖縄豆腐　卵　すり身　ﾂﾅ缶　かつお節　豆乳　麩　生クリーム　スキムミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　白ごま　片栗粉 人参　ﾆﾗ　小松菜　胡瓜　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　果物

21 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　みそ 沖縄そば　本みりん　三温糖　精白米　油 昆布(乾)　玉葱　人参　ねぎ　胡瓜　ﾎｳﾚﾝ草　人参　焼きのり

22 土
ツナ缶　沖縄豆腐　削り節 　胚芽米　油　三温糖　ハッシュポテト　カルゲン 昆布(乾)　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　ﾆﾗ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　山海節（梅）　果物

23 日

24 月
挽きわり納豆　豚肩ﾛｰｽ　かまぼこ　ﾂﾅ缶　ちりめん　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　EM牛乳 　胚芽米　もちきび　米粒麦　白ごま　三温糖　食ﾊﾟﾝ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ こんにゃく　人参　干椎茸　ねぎ　切り干し大根　胡瓜　果物

25 火
　鶏挽肉　木綿豆腐　卵　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　みそ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ポンデＱミック

ス
玉葱　にんにく　生姜　胡瓜　人参　ｺｰﾝ　しめじ　えのき　ねぎ

26 水
　ホキ　みそ　豚ﾓﾓ肉　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　三温糖　ごま油　おつゆ麩

ホットケーキ粉
ｺﾞﾎﾞｳ　こんにゃく　人参　干椎茸　ねぎ　もずく　果物

27 木
　豚肩ﾛｰｽ　ﾍﾞｰｺﾝ　きな粉　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　片栗粉　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　ｻﾂﾏｲﾓ

澱粉　黒砂糖粉
玉葱　生姜　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　西洋南瓜　トウミョウ　しめじ

28 金
赤魚　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　沖縄豆腐　卵　ﾂﾅ缶 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　炒り胡麻　ごま油　片栗粉　薄力粉　油 生姜　小松菜　もやし　人参　みつ葉　もずく　ﾆﾗ

29 土

30 日

☆保育所の行事、材料等の都合により献立を変更することがあります。また、月齢に応じて食材、調理形態を変更することがあります。

日付 曜
材料と体内での主なはたらき



発行：平良

入園、進級おめでとうございます！新年度がスタートしました。新しいクラス、

環境にドキドキワクワクの子ども達。お部屋からは毎日にぎやかな声が響いて

いますよ！今年度も食育便りを通して、子ども達の給食の様子、菜園活動の様

子などを伝えていきますので、宜しくお願いします。

✿お願い✿

朝ごはんは１日の始まりに欠かせな

い大事なエネルギー源です！子ども

達が元気いっぱい活動できるよう、

朝ごはんをしっかり食べて登園しま

しょう！また、朝ごはんの持ち込み

は、ご遠慮下さい。

アレルギーを持っている子もいます

ので、ご理解、ご協力宜しくお願いし

ます。

本園、分園それぞれ、毎日の給食を展示していま

す。

給食に使われた野菜も一緒に展示していますので、

降園の際にでも目を通して下さいね！

分園では離乳食と乳児食。本園では幼児食を展示

しています。

幼児食は３歳以上児の定量となっています。

食育活動が始まります！

日頃の保育の中で、様々な食育活動

を取り入れ、食材への興味や食べる

意欲を育んでいきたいと思います。

苗や種を植えて収穫までの野菜を育

てる体験、収穫した野菜を使っての

クッキング体験。行事などを通して

の関わりなど色々な形で活動してい

きたいと思います。

クッキングは保護者の皆様も、ご自

由にご参加ください。

お休みの連絡について。

保育園をお休みする際は、

朝９時までにご連絡下さい。

連絡がないと給食申請に支障

をきたしますので、よろしくお

願いします。

特にアレルギーを持っている

お子様は必ず連絡をお願いし

ます！


	4献立表
	カレンダー型

	4献立材料
	リスト型

	4食育だより
	Sheet1




