
2017年 7月
土

うるま市役所/つくしんぼ保育園予定献立表
月 火 水 木 金

ごぼうピラフ
春雨ナムル

コーンスープ
果物

やきいも
まめぴよ

もずく丼 胚芽ご飯 カレーライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 つくしんぼまつり
豚汁 鯖の味噌煮 コーンと胡瓜のサラダ お魚ハンバーグ 星のミートローフ

ﾄﾏﾄとｵｸﾗの酢醤油和え ゴーヤーサラダ かき玉汁 キャベツサラダ コロコロソテー
果物 わかめのすまし汁 一口チーズ じゃがいもの味噌汁 星の麸清し汁

固形ヨーグルト 一口ゼリー

シリアルクッキー 冷しぜんざい プリン ココア蒸しパン ソーメンタシヤー
豆乳 むぎちゃ ｸﾗｯｶｰサンド EM牛乳 むぎちゃ

むぎちゃ

キッズビビンバ 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 ミートスパゲティー 豚生姜焼き丼
わかめスープ 松風焼 魚のごまダレ焼き タンドリーチキン ヒジキとモヤシのサラダ 豆腐の清し汁

果物 パパイヤサラダ 五目きんぴら炒め マセドアンサラダ ﾆﾗとｺｰﾝのｽｰﾌﾟ 切干大根サラダ
青梗菜とエノキの味噌汁 ワンタンスープ 豆苗の味噌汁 果物 果物

固形ヨーグルト 果物

もずくひらやーちー たかはしもち 人参蒸しパン さつまいもソフトクッキー わかめおにぎり ハッシュポテト
EM牛乳 EM牛乳 EM牛乳 豆乳 むぎちゃ 豆乳

胚芽ご飯 おべんとう おくらかけご飯 沖縄そば 五目ご飯
麻婆豆腐 魚の西京焼き 白和えサラダ 豆腐ちゃんぷるー

海の日 胡瓜とわかめの酢の物 カボチャサラダ 固形ヨーグルト 青菜と玉葱の味噌汁
麩とｴﾉｷの清し汁 冬瓜の味噌汁 果物

果物

フルーツ白玉 ヨ-グルトケーキ アガラサー 鮭おにぎり ピザポテト
りんごジュース EM牛乳 むぎちゃ カルゲン

タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 昆布ご飯 食パン 大豆ごはん
とうもろこし 魚の甘酢あんかけ 鶏のさっぱり煮 炒り豆腐 鮭のムニエル ｵｸﾗのおかか和え

きのこの清まし汁 ウンチェーの中華炒め ゴーヤーチャンプルー もやしの味噌汁 グリーンサラダ とうがんスープ
果物 アーサ汁 中華風コーンスープ 果物 ポタージュスープ 果物

給食用アイスクリーム

ふむふむ フルーチェ くずもち ポンデケージョ おにぎり（ツナみそ） スコ-ン
豆乳 リッツクラッカ- むぎちゃ EM牛乳 むぎちゃ まめぴよ

納豆ご飯

きなこトースト

ちむしんじ
春雨サラダ

果物

EM牛乳

※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。
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2017年 7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
ﾍﾞｰｺﾝ　まめぴよ（豆乳） 精白米　油　おつゆ麩　三温糖　焼き芋 人参　ピーマン　ゴボウ　とろろ昆布　ねぎ　りんご　胡瓜　ﾚｰｽﾞﾝ　ﾚﾓﾝ汁

果物

2 日

3 月
豚挽肉　卵　豚肩肉　みそ　シラス　豆乳 精白米　ごま油　三温糖　無塩バター　薄力粉 もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　大根　生姜　ねぎ　ﾄﾏﾄ　ｵｸﾗ　　果物　フルーツグラノー

ラ

4 火
鯖　絹ごし豆腐　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ごま油　金時豆　黒砂糖　白玉

粉　押麦
生姜　ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾟｲﾝ缶　人参　玉葱　乾燥わかめ　ねぎ　果物

5 水
豚ﾓﾓ肉　卵　一口チーズ　きな粉　EM牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　油　じゃがいも　薄力粉　有塩バター　オリーブ油

片栗粉　さつまいも　麦粉　もち粉　黒砂糖粉
人参　玉葱　ﾍﾁﾏ　茄子　南瓜　ｺｰﾝ　胡瓜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　ｷｬﾍﾞﾂ　ねぎ　　ﾐｶﾝ

6 木
鱈　沖縄豆腐　麩　みそ　卵　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　オリーブ油　薄力

粉　ココア粉
玉葱　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　南瓜　ねぎ　ｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ

7 金
合挽き肉　卵　ﾂﾅ缶　鶏ﾓﾓ肉　はんぺん　星型の麩 精白米　無塩バター　じゃがいも　油 オクラ　玉葱　人参　しめじ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｱｰｻ(乾)

8 土 つくしんぼまつり

9 日

10 月
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ﾂﾅ缶　卵　EM牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　薄力粉 長ねぎ　生姜　にんにく　もやし　人参　ニラ　小松菜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　え

のき　ねぎ　パプリカ（赤）　ﾋﾟｰﾏﾝ　コーン缶　果物

11 火
豚挽肉　沖縄豆腐　卵　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　片栗粉　胡麻　プリン　ﾙｳﾞｧﾝ ｸﾗｼｶﾙ ｸ

ﾗｯｶｰ　パン粉
玉葱　人参　　にんにく　生姜　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　胡瓜　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　えのき

12 水
ﾎｷ　豚ﾓﾓ肉　豚挽肉　国産大豆　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　すり胡麻　ごま油　ワンタンの

皮　ホットケーキ粉
ｺﾞﾎﾞｳ　こんにゃく　人参　干椎茸　もやし　玉葱

13 木
鶏ﾓﾓ肉　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　みそ　卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　さつま芋　無塩バター

三温糖　薄力粉
にんにく　胡瓜　人参　ｺｰﾝ　トウミョウ　しめじ　えのき　果物

14 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾂﾅ缶　卵　ｼﾗｽ スパゲッティ(乾)　オリーブ油　三温糖　ごま油　片栗粉　精白米 　人参　玉葱　にんにく　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　干しひじき　もやし　胡瓜　ﾆﾗ　ｺｰﾝ　果物

15 土
豚肩ﾛｰｽ　絹ごし豆腐　みそ　ﾂﾅ缶 精白米　本みりん　油　片栗粉　白ごま　三温糖　ハッシュポテト 玉葱　生姜　みず菜　ねぎ　切り干し大根　胡瓜　人参　果物

16 日

17 月 海の日

18 火
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｼﾗｽ　麩 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　上白糖 長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　胡瓜　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　ねぎ　えのき　ﾊﾞ

ﾅﾅ　ﾐｶﾝ　ﾊﾟｲﾝ　黄桃

19 水
ヨーグルト　ゼラチン　生クリーム 三温糖　　幼児りんごジュース みかん缶

20 木
鮭　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　普通牛乳　EM牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　三温糖　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ちんびんミックス ｵｸﾗ　のり佃煮　生姜　南瓜　胡瓜　冬瓜　ｳﾝﾁｪｰ　果物

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

22 土
鮭　ｼﾗｽ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　みそ　ベーコン　ピザ用チーズ 精白米　油　カルゲン　ハッシュポテト　ピザソース ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　小松菜　ヒジキ　パセリ　コーン缶　果物

23 日

24 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　普通牛乳　麩　ｽｷﾑﾐﾙｸ　豆乳 精白米　油　　有塩バター　三温糖 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　えのき　しめじ　ねぎ　とうもろこし　　果物

25 火
赤魚　牛肩肉　絹ごし豆腐　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　春雨　ごま油　フ

ルーチェ　ﾙｳﾞｧﾝ ｸﾗｼｶﾙ ｸﾗｯｶｰ
玉葱　ｳﾝﾁｪｰ　人参　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ　にんにく　長ねぎ　干椎茸　ｱｰｻ(乾)　ねぎ

26 水
手羽元　卵　かつお節　アイスクリーム　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　片栗粉　芋くず粉　タピオカ粉　黒砂

糖粉
にんにく　生姜　ｺﾞｰﾔｰ　玉葱　人参　もやし　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ねぎ　果物

27 木
　沖縄豆腐　鶏挽肉　卵　みそ　普通牛乳　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　EM牛乳 精白米　ごま油　三温糖　油　本みりん　おつゆ麩　ポンデQミックス粉　無塩

バター
人参　ｺﾞﾎﾞｳ　根みつば　生姜　干椎茸　こんにゃく　玉葱　もやし　ねぎ　昆布
果物

28 金
鮭　ﾂﾅ缶　普通牛乳　みそ 食パン　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　じゃがいも　精白米　三温糖

生ｸﾘｰﾑ
ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　胡瓜　玉葱　焼きのり

29 土
国産大豆　削り節　鶏ﾓﾓ肉　卵　まめぴよ(豆乳） 精白米　片栗粉　ごま油　薄力粉　無塩バター　三温糖 干しひじき　にんじん　ｵｸﾗ　冬瓜　人参　ねぎ　果物

30 日

31 月
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩肉　みそ　ﾂﾅ缶　きな粉　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　春雨　三温糖　白ごま　食パン　有塩

バター
にんにく　人参　玉葱　ねぎ　もやし　胡瓜　もずく　果物

☆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



野菜の収穫をしました。ゆり組さんは収穫したサラダ菜を、給食

のとうがん汁に入れて、おいしくいただきました！

食育便り
梅雨が明けた途端、暑～い毎日が続いていますね！

暑くなってくると食欲が低下して水分ばかり摂りがちです。でも水分ばかりを摂取している

と、夏バテになってしまいます。３度の食事をしっかり摂り、野菜・魚・肉をバランスの良い食

生活を心がけていきましょう！

発行：平良

ひまわり組さんが味噌汁作りをしました。かつお節を削ったり、ワカメを切ったりと

みんな真剣な表情で、味噌汁作りに取り組んでいました。削ったかつお節をその

まま食べて、かつお節本来の味も経験しましたよ！
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