
2017年 11月 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。

ＥＭ牛乳 EM牛乳 豆乳 むぎちゃ
じゃこトースト くずもち

果物

スコーン もずくのひらやーちー

一口チーズ 豚汁 豆腐の味噌汁 冬瓜のｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
麩とえのきの清まし汁 カボチャサラダ ひじき炒め 温野菜サラダ

果物

キャベツサラダ 鶏のさっぱり煮 鯖のみそ煮 タンドリーチキン
カレーライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

27 28 3029

もずく蒸しパン 肉まん
EM牛乳 豆乳 ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 カルゲン

果物

ポンデケージョさつまいもソフトクッキー ココア蒸しパン

果物 中華風コーンスープ そうめん汁
果物

野菜スープ くーぶいりちー 五目きんぴら炒め 勤労感謝の日 オニオンスープ 胡瓜の梅肉和え

スパゲティーミートソース 胚芽ご飯
ブロッコリーサラダ 豚肉の生姜焼き

ほうれん草の味噌汁

24

とうもろこし 白身魚の磯揚げ 松風焼
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯

20 21 2523

オレンジジュース

22

アガラサー ホットケーキ
ＥＭ牛乳 豆乳 （チョコチップマフィン） むぎちゃ ＥＭ牛乳 まめぴよ

果物

お誕生日ケーキ ピザポテトきなこトースト ふむふむ

果物 コーンスープ 果物 大根の味噌汁
さやいんげん炒め 春雨ナムル 青菜のごまサラダ マセドアンサラダ ステック胡瓜

きのこご飯
お弁当 ウインナーのケチヤップ煮

豆腐の清まし汁

17

イナムドゥチ 白身魚のチーズ香りのせ ゆし豆腐 鮭ときのこのホイル焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 もずく丼 胚芽ご飯
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プリン チーズ蒸しパン おにぎり（ツナみそ） サンドイッチ
むぎちゃ むぎちゃ

かき卵汁

リッツサンド 豆乳ＥＭ牛乳 むぎちゃ
ちんすこう ぜんざい（金時豆）

鶏のﾚﾓﾝ風味焼
コールスローサラダ 麩チャンプルー

果物
ほうれん草のすまし汁 ポタージュスープ ｷﾉｺの味噌汁

キッズビビンバ 胚芽ご飯
白身魚の黄金焼き白和えサラダ

大根サラダ 一口ゼリー 大根と鶏肉の炒め煮 固形ヨーグルト

8

麻婆豆腐 わかめスープ 魚の有馬焼き
胚芽ご飯

6 11

沖縄そば 食パン 胚芽ご飯

りんごカルゲン豆乳

9 107

土

4

果物

シリアルクッキー やきいも

アーサ汁

胚芽ご飯
豆腐入りナゲット

からし菜炒めパパイヤ炒め

とりそぼろご飯
じゃが芋とにらの味噌汁

文化の日

胚芽ご飯

木

たかはしもち
EM牛乳

果物

水

1

もずく和え
冬瓜と人参の味噌汁

金

2 3

魚の西京焼き

火
うるま市役所/つくしんぼ保育園

月



2017年 11月

ｴﾈﾙｷﾞｰ タンパク質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄
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 (kcal) (g) (g) (mg) (mg)

1 水
鶏ﾓﾓ肉　鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　きな粉　保育園ミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　さつま芋　もちこ　むぎ粉

黒砂糖粉
玉葱　にんにく　生姜　もずく　胡瓜　ﾚﾓﾝ汁　冬瓜　人参　しめじ　ねぎ

569 22.6 11.2 352 2.9

2 木
鮭　卵　竹輪　味噌　スキムミルク　とうにゅう 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　無塩バター　三温糖　フルーツグラノーラ パパイヤ　玉葱　人参　ピーマン　生姜　ねぎ　アーサ（乾）

223 9.9 3.8 465 3.1

3 金 文化の日

4 土
鶏挽肉　ツナ缶　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　片栗粉　白ごま　ごま油　三温糖

焼き芋　じゃがいも　りんごカルゲン
ゴボウ　人参　ねぎ　ニラ　からし菜　もやし　キャベツ

547 22.8 13.1 328 1.9

5 日

6 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　白ごま　薄力粉　油 長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　大根　胡瓜　人参　ねぎ

514 17.6 17.2 124 2.7

7 火
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　一口ﾁｰｽﾞ 胚芽米　米粒麦　もちきび　　ごま油　焼き肉のたれ　オリーブ油　三温糖　金

時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦
人参　長ねぎ　生姜　もやし　にんにく　小松菜　ミニトマト　　ねぎ　えのき
わかめ（乾） 643 17.7 16.2 189 3.1

8 水
鯖　鶏モモ肉　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　ごま油　プリン　ﾙｳﾞｧﾝ ｸﾗｼｶﾙ ｸﾗｯｶｰ

いちごジャム
生姜　にんにく　大根　人参　枝豆　　　ﾎｳﾚﾝ草　しめじ

533 15.8 19.2 93 2.2

9 木
沖縄豆腐　三枚肉　豚ガラ（だし骨）　ﾂﾅ缶　固形ヨーグルト　　豆乳　かまぼ
こ　クリームチーズ　プロセスチーズ　普通牛乳

沖縄そば麺　油　三温糖　食パン 玉葱　胡瓜　小松菜　人参　ねぎ
632 27.6 22.5 425 4

10 金
ホキ　ピザ用チーズ　有塩バター　ツナ缶　みそ　普通牛乳 食パン　薄力粉　オリーブ油　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉　精白米 ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　人参　じゃがいも　クリームコーン缶　　玉葱　　焼きのり

610 19.9 12.6 93 2.2

11 土
鶏モモ肉　ポーク缶　ウインナー　味噌　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　油 ﾚﾓﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　えのき　乾燥わかめ　ニラ　果物　ピクル

ス 478 22.5 10.1 277 1.8

12 日

13 月
納豆　豚肩ロース　かまぼこ　鶏モモ肉　イナムドゥチみそ　きな粉　ＥＭ牛乳 食パン　無塩バター　精白米　ごま油　三温糖　白ごま さやいんげん　キャベツ　コーン缶　干椎茸　人参　生姜　ねぎ　　果物

515 21.9 11.8 380 2.7

14 火
ホキ　豆乳　ピザ用チーズ　ベーコン　豆乳　麩　スキムミルク　生クリーム 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　オリーブ油　パン粉(乾)　緑豆春雨　ごま

油　三温糖
人参　もやし　胡瓜　ねぎ　クリームコーン缶　コーン缶　玉葱

505 24.7 11.9 201 3.3

15 水
豚挽肉　ゆし豆腐　ロースハム　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　ホットケーキ粉　片栗粉

無塩バター　チョコチップ　幼児オレンジジュース
小松菜　胡瓜　ねぎ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　もやし　ｺｰﾝ缶　もずく　生姜　　果
物 609 29.7 16.7 279 2.1

16 木
鮭　みそ　ピザ用チーズ　プロセスチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　　油　じゃがいも　　ハッシュポテト

ピザソース
玉葱　胡瓜　人参　大根　しめじ　エリンギ えのき　コーン缶　ねぎ　パセリ
果物 610 27.4 17.2 361 2.2

17 金
普通牛乳　ＥＭ牛乳 ちんびんミックス　油

504 20.3 12.1 93 3

18 土
鶏ﾓﾓ肉　絹ごし豆腐　卵　普通牛乳　まめぴよ（豆乳）　ウインナー 精白米　三温糖　ホットケーキ粉 しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　　えのき　ねぎ　胡瓜　　果物

446 17.4 5.5 287 1.6

19 日

20 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ベーコン　スキムミルク　普通牛乳　ＥＭ牛乳 精白米　油　じゃがいも　さつまいも　有塩バター　三温糖 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　人参　果物

564 19.1 14.7 146 2

21 火
ﾎｷ　卵　豚ﾓﾓ肉　かまぼこ　油揚げ　麦味噌　豆乳　卵　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　本みりん　油　ホットケーキ粉　ココア粉

三温糖　無塩バター
青のり　刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　コーン缶　玉葱

541 25.8 12.8 351 2.3

22 水
鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　白ごま　本みりん　胡麻

そうめん　ポンデＱミックス　サラダ油
玉葱　島にんじん　人参　　しめじ　ねぎ 干椎茸

571 24 13.8 352 3.1

23 木

24 金
合挽き肉　普通牛乳　ツナ缶　ベーコン 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　ホットケーキ粉　ケチャップ にんにく　人参　玉葱　ブロッコリー　胡瓜　　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ缶　パセリ　もずく

果物 596 26 14.9 315 3.4

25 土
豚肩ロース　油揚げ　みそ　麩 精白米　ごま油　三温糖　肉まん　カルゲン 玉葱　生姜　胡瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　ホウレン草　果物

603 20 14.1 317 2.3

26 日

27 月
豚肩ロース　　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ＥＭ牛乳　ちりめん　一口チーズ　麩　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　食パン　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　じゃがいも　カレールゥ キャベツ　コーン缶　玉葱　セロリ－　　生姜　にんにく　人参　　ねぎ　えの

き　果物 551 25.8 13.7 389 2.8

28 火
手羽元　ロースハム　豚肩ロース　油揚げ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　ｻﾂﾏｲﾓ

澱粉　三温糖　黒砂糖粉
西洋南瓜　胡瓜　大根　人参　ゴボウ　ねぎ　干椎茸　果物

587 22.4 15 70 2.8

29 水
鯖　卵　油揚げ　チキアギｰ　沖縄豆腐　みそ　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　本みりん　無塩バター　三温糖 干しひじき　むき枝豆　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　しめじ　ねぎ

576 19.2 23.4 117 4.6

30 木
鶏ﾓﾓ肉　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾂﾅ缶　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　薄力粉 にんにく　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ブロッコリー　西洋南瓜　冬瓜　人参　玉葱　ｾﾛﾘｰ　もずく

ﾆﾗ 524 20.5 20 63 1.9

☆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



２３日は『勤労感謝の日』です。昔は収穫した穀物に感謝する『新嘗祭（にいなめさい）』で
した。食べ物がどこからくるのかを知り、それに関わる人たちに感謝することも食育のひとつ
です。収穫の秋、食卓での会話を食材の産地や畑といった話題にしてみてはいかがですか。

ひまわり組・ゆり組はアイシングクッキー作り。

たんぽぽ組は焼きあがったクッキーにアイシン

グ塗りを体験しましたよ！

さくら組はパンプキンタルト作りをしました。
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