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月 火 金木水

ミニトマト

焼きそば
ステック胡瓜

麩とｴﾉｷの清し汁
果物

やきいも

4

土

1

ココア豆乳
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胚芽ご飯 沖縄そば

竹輪としめじの清し汁 マセドアンサラダ オニオンスープ キャベツ炒め

5

胡瓜とワカメの和え物 魚の甘酢あんかけ 温野菜サラダ
もずく丼

3

胚芽ご飯 ハヤシライス
白和えサラダ白身魚のみそマヨネーズ焼き 生活発表会

固形ヨーグルト
果物 大根の味噌汁

果物 果物
果物 豆腐の清し汁

リッツサンド ＥＭ牛乳豆乳 ＥＭ牛乳
カルシウムパン ピザポテト プリン たかはしもち おにぎり（ツナみそ）

1210 11 1513 14

麻婆豆腐 豚の生姜焼き 魚のピザ焼き 鶏のレモン風味焼き
胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 スパゲティーミートソース きのこご飯

キャベツサラダ 肉じゃが

果物 果物
拌三絲 大根の梅肉和え 人参しりしりー 胡瓜とわかめの和え物 コンソメスープ 豆腐の清まし汁

くずもち もずくのひらや―ちーきなこトースト ぜんざい

かき卵汁 ゆし豆腐 冬瓜のみそ汁 もずく汁
果物 果物果物 果物

ちんすこう ホットケーキ
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 ココア豆乳 野菜ジュース

1917 18 2220 21

とうもろこし 松風焼 魚の照り焼き
タコライス 胚芽ご飯 おべんとう 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

鶏の塩こうじ焼き ポークソテー

そうめん汁 とろろ昆布汁
わかめスープ きんぴら炒め 大根の鶏肉炒め ヒジキとモヤシサラダ 春雨サラダ

お誕生日ケーキ ふむふむスコーン ハシュポテト

一口ゼリー 青梗菜とエノキの味噌汁 玉ねぎの味噌汁
果物 果物 果物果物

アガラサー コーントースト
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 （チーズケーキ） 豆乳 ＥＭ牛乳 カルゲン

りんごジュース

26
≪クリスマスメニュー≫
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ふりかけご飯 ちむしんじ チキンの香り焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯

果物

カレーライス
キャベツサラダ

一口チーズ
鶏肉のマーマ―レード煮 切干しいりちー ブロッコリーサラダ 豆苗スープ 年末年始休み

じゃこトースト シリアルクッキー

振替休日 マッシュポテト・温野菜添え 果物 中華風コーンスープ
クリームシチュー

果物
肉まん

☆クリスマスケーキ☆ ＥＭ牛乳 豆乳 りんごカルゲン
オレンジジュース

30 31

予定献立表

年末年始休み 年末年始休み

うるま市役所/つくしんぼ保育園

※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。



2018年 12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
豚モモ肉　麩　ココア豆乳 中華麺　焼そばソース　三温糖　さつまいも キャベツ　胡瓜　　人参　玉葱　ピーマン　　えのき　ミニトマト　　ねぎ

2 日

3 月
豚肉　シラス　ちくわ　スキムミルク　豆乳 精白米　ごま油　三温糖　　食ﾊﾟﾝ　無塩バター　生クリーム もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　　胡瓜　乾燥わかめ　トマト　しめじ　ねぎ

4 火
赤魚　プロセスチーズ　絹ごし豆腐　ピザ用ﾁｰｽﾞ　沖縄豆腐　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ｻﾗﾀﾞ油　じゃがいも　マヨネーズ　トマトケチャツ

プ　ハシュポテト　ピザ用ソース
玉葱　胡瓜　人参　ねぎ　ﾊﾟｾﾘ　えのき　乾燥わかめ

5 水
牛肩ロース　ベーコン　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　本みりん　オリーブ油　ｻﾗﾀﾞ油　片栗

粉　プリン　ﾘｯﾂｸﾗｯｶー　いちごジャム　トマトケチャップ　マヨネーズ
玉葱　人参　エリンギ　マッシュールーム缶　ﾊﾟｾﾘ　ブロッコリー　カリーフラ
ワー　カボチャ

6 木
ﾎｷ　ベーコン　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　サラダ油　さつま芋　もちこ　むぎ粉

黒砂糖粉
キャベツ　人参　ピーマン　玉葱　大根　乾燥わかめ　ねぎ

7 金
三枚肉　豚だし骨　ツナ缶　固形ヨーグルト 沖縄そば　無塩バター　オリーブ油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 玉葱　人参　胡瓜　小松菜　焼きのり

8 土
ゆし豆腐　豚挽肉　豚ﾓﾓ肉 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　片栗粉　緑豆春雨　なたね油　三温糖　焼

き芋
ｱｰｻ生姜　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　玉葱

9 日

10 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　卵　きな粉　ＥＭ牛乳 食パン　麻婆豆腐の素　無塩バター　三温糖 長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　胡瓜　もやし　春雨　ねぎ

11 火
ゆし豆腐　豚肩ﾛｰｽ　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　三温糖　金時豆　押麦　白玉粉　黒砂糖

粉
玉葱　大根　胡瓜　梅干　ねぎ　果物

12 水
赤魚　卵　ﾋﾟｻﾞ用チーズ　みそ　ベーコン　きな粉　　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　オリーブ油　ｻﾗﾀﾞ油　タピオカ粉　いもく

ず粉　黒砂糖粉　ピザ用ソース
　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ピーマン　冬瓜　ねぎ　玉葱

13 木
鶏ﾓﾓ肉　シラス　卵　ちくわ　ツナ缶　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　薄力粉 玉葱　にんにく　生姜　ニラ　胡瓜　乾燥わかめ　ﾄﾏﾄ　　もずく　ねぎ　レモ

ン　果物

14 金
合挽き肉　ベーコン　ココア豆乳 スパゲッティー麺　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　三温糖　トマトケ

チャップ
ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ缶　人参　ｾﾛﾘｰ　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　ねぎ　果物

15 土
豚ロース　絹ごし豆腐　普通牛乳　卵　ツナ缶 精白米　三枚肉　ホットケーキ粉　野菜ジュース しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　根みつば　玉葱　枝豆　しらたき　えのき

ねぎ　果物

16 日

17 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　卵　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　ごま油　三温糖　無塩バター　薄力粉　一口ゼリー 玉葱　レタス　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　えのき　長ねぎ　人参　とうもろこし　果物

18 火
沖縄豆腐　卵　みそ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　炒り胡麻　薄力粉　ハッシュポテト

パン粉
人参　ﾆﾗ　　ｺﾞﾎﾞｳ　　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　えのき　しらたき　果物

19 水
卵　クリームチーズ 薄力粉　三温糖　バニラエッセンス　りんごジュース レモン汁

20 木
赤魚　鶏モモ肉　麩　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　生クリーム 大根　人参　こんにゃく　むき枝豆　玉葱　ねぎ　えのき

21 金
ﾂﾅ缶　みそ　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　三温糖　薄力粉　油　ちんびんミックス 干ひじき　もやし　しめじ　人参　胡瓜　玉葱　　果物

22 土
豚ロース　おつゆ麩　ツナ缶　ピザ用チーズ 春雨　食パン　油　三温糖　炒り胡麻　ごま油　りんごカルゲン 人参　胡瓜　　ねぎ　もやし　とろろ昆布　コーン缶　コーンクリーム缶　パセ

リ　果物

23 日

24 月

25 火
手羽元　鶏もも肉　普通牛乳　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　ふりかけ　マーマレードジャム　じゃがいも　シ

チュールゥ　ホットケーキ粉　無塩バター　粉糖　カラースプレー（チョコ）オ
レンジジュース

パセリ　カリーフラワー　ブロッコリー　ミニトマト　人参

26 水
豚肩ﾛｰｽ　豚レバー　挽きわり納豆　シラス　ピザ用チーズ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　食パン　マヨネーズ　じゃがいも 玉葱　生姜　人参　ねぎ　干椎茸　こんにゃく　ニラ　切干し大根　果物

27 木
鶏モモ肉　ツナ缶　卵　豆乳　スキムミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　三温糖　油　無塩バター　フルーツグラ

ノーラ
にんにく　ブロッコリー　キャベツ　胡瓜　コーン缶　　玉葱　人参　果物

28 金
豚モモ肉　一口チーズ 精白米　じゃがいも　カレールウ　肉まん　りんごカルゲン 玉葱　人参　キャベツ　コーン缶　トウミョウ　しめじ　果物

29 土

30 日

31 月

☆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



じゃがいもの植え付けました！   

10 月に植え付けした 

じゃがいもの苗がこんな 

に大きくなりました。 

                 子ども達は園庭遊びの際 

                 水掛をしたりし、苗の生長 

                 楽しんでいます。 

                    

 

食 育 だ よ り  １２月号 

 

なんとなく慌ただしい 12 月、沖縄の気候も朝夕と日中の温暖差があり体調を崩しやすく 

なる季節でもあります。手洗い、うがいでの予防も大切ですが、基本は栄養バランスの 

よい食事です。12 月は食生活や生活リズムも乱れやすくなりますので、普段の食事に 

気を配りながら風邪に負けない身体作りをして早めの予防、回復で年末を乗り切りま 

しょう。 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 歳を迎える頃には、よく噛みながら効率よく食事をすることができるようになります。食事

をしながら会話し食事時間を楽しみ、嫌いな物も食べてみようとする気持ちが芽生えます。食

事中は座って、手具を使って食べるなど、マナーを守ることで皆が心地よく食べられることの

大切さを認識します。ゆりぐみでは姿勢に気を付け、食器に手を添えて食べる事を意識させる

ように食育の指導を行っています。次回はさくら組の食事の様子をお知らせします！！ 
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