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火月 金木

もずく和え

胚芽ご飯
照り焼きチキン

水 土

1

小松菜と油揚げの味噌汁
果物

ホットケーキ

6 7

ココア豆乳

8

ゆし豆腐 温野菜サラダ パパイヤ炒め 大根の鶏肉炒め

5

大根サラダ 鮭の西京焼き 鶏のレモン焼き
もずく丼 胚芽ご飯 スパゲティミートソース 鶏そぼろご飯胚芽ご飯 胚芽ご飯

3 4

豆腐チャンプルー
コンソメスープ アーサ汁

豚汁 豆腐とワカメの清まし汁 果物 果物（オレンジ）

おかか和え魚の照焼き

果物 ﾆﾗと卵のｽｰﾌﾟ

ＥＭ牛乳ＥＭ牛乳 豆乳
きなこトースト ポンデケージョ

果物 果物 果物

ピザポテト たかはしもち

胚芽ご飯

1110 151413

カレーライス 豚生姜焼き丼

おにぎり（ツナみそ） 園内研修

ｷｬﾍﾞﾂサラダ 胡瓜とわかめの酢の物

果物 果物

12

とろろ昆布汁
痲婆豆腐 魚の甘酢あんかけ 鶏の塩こうじ焼き 松風焼
胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

わかめスープ なめこの味噌汁
春雨サラダ ゴーヤーチャンプルー くーぶいりちー ごまじゃこサラダ オニオンスープ

果物 アイスクリーム

シリアルクッキー フルーチェ

果物 果物
じゃが芋の味噌汁 えのきと麩の味噌汁

豆乳 ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 豆乳 りんごカルゲン
カルシウムパン アガラサー おかずパン ウインナードック
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とうもろこし 白身魚のみそマヨネーズ焼き もずく汁
タコライス 胚芽ご飯 おべんとう キッツビビンバ

17 18

ステック胡瓜

沖縄そば きのこご飯
白和えサラダ ウインナーのケチャップ煮

豆腐としめじの味噌汁
果物

一口ゼリー 豆腐の清し汁
野菜スープ きんぴら炒め 一口チーズ 固形ヨーグルト

果物

鮭おにぎり おいもステックお誕生日ケーキ　 プリン
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 （バナナケーキ） リッツサンド むぎちゃ カルシウムカルゲン

じゃこトースト くずもち

オレンジジュース

26 2824 25 2927

ちむしんじ 胡瓜とトマトの和え物 かき卵汁 拌三絲 ブロッコリーサラダ えのきの清まし汁

果物

胚芽ご飯 焼きそば
鶏肉のトマト煮 切干大根サラダ

ｷｬﾍﾞﾂの味噌汁 果物

ひじき炒め 鯖の味噌煮 レタスサラダ 魚の黄金焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 ハヤシライス 胚芽ご飯

ハシュポテトスコーン もずくひらやーち

果物 ほうれん草と油揚げの味噌汁 果物 麩とねぎの清まし汁

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。

野菜ジュース ＥＭ牛乳 豆乳 ＥＭ牛乳 ココア豆乳
フルーツ白玉 ココア蒸しパン

果物果物

ふむふむ



2019年 6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 Sat
鶏ﾓﾓ肉　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　油揚げ　麦味噌　普通牛乳　卵　ココア豆乳 精白米　ごま油　本みりん　炒め油　ホットケーキ粉 人参　干しひじき　ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　小松菜　もずく　胡瓜

2 Sun

3 Mon
ゆし豆腐　豚挽肉　みそ　ツナ缶　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　おつゆ麩　食パン　無塩

バター
長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　ピーマン　大根　胡瓜　ねぎ

4 Tue
鮭　みそ　卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　オリーブ油　緑豆春雨　ごま油　片栗粉　

マヨネーズ　トマトケチャップ　ポンデＱミックス
カリーフラワー　ブロッコリー　西洋南瓜　ﾆﾗ　ｺｰﾝ缶

5 Wed
鶏ﾓﾓ肉　ﾂﾅ缶　豚肩ロース　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　サラダ油　炒め油　ハッシュポテ

ト　ピザ用ソース
　人参　レモン　パパイヤ　玉ねぎ　ピーマン　大根　ごぼう　ねぎ　干椎茸　
果物

6 Thu
赤魚　鶏モモ肉　絹ごし豆腐　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　ｻﾗﾀﾞ油　三温糖　薄力粉　さつまいも　

もち粉　むぎ粉
大根　人参　こんにゃく　むき枝豆　乾燥わかめ　ねぎ　えのき

7 Fri
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　削り節　ﾍﾞｰｺﾝ　かつお節　ﾂﾅ缶 スパゲッティ　無塩バター　オリーブ油　精白米　サラダ油　三温糖　トマトケ

チャップ
玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　ブロッコリー　胡瓜　キャベツ　果物　焼きのり

8 Sat
鶏挽肉　沖縄豆腐　ポーク缶 精白米　ごま油　三温糖　油 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾆﾗ　ｱｰｻ　ねぎ　果物

9 Sun

10 Mon
豚挽肉　沖縄豆腐　みそ　ﾂﾅ缶　スキムミルク　生クリーム　豆乳 精白米　本みりん　油　ごま油　オリーブ油　薄力粉　三温糖　食パン 長ねぎ　ニラ　生姜　にんにく　緑豆春雨　もやし　乾燥ワカメ　えのき　ねぎ

　人参　果物

11 Tue
鯖　ポーク缶　赤味噌　卵　絹ごし豆腐　普通牛乳　アイスクリーム　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　油　ちんびんミックス 生姜　ｺﾞｰﾔｰ　玉葱　もやし　人参　ねぎ　なめこ　果物

12 Wed
鶏ﾓﾓ肉　卵　豚肩ﾛｰｽ　みそ　スキムミルク　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　揚げ油　本みりん　油　じゃがいも　塩麹

　薄力粉　無塩バター　フルーツグラノーラ　三温糖
玉葱　ニンニク　生姜　刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　ねぎ　乾燥
わかめ

13 Thu
鶏挽肉　沖縄豆腐　シラス　卵　みそ　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　本みりん　ごま油　三温糖　おつゆ麩

　いちごフルーチェ
キャベツ　人参　胡瓜　　えのき　ねぎ　果物

14 Fri
豚肩ﾛｰｽ　ベーコン　デリカウインナー　豆乳 じゃがいも　油　有塩バター　三温糖　胡麻　片栗粉　精白米　カレールゥ 人参　玉ねぎ　コーン缶　胡瓜　しめじ　パセリ

15 Sat
豚肩ﾛｰｽ　ｼﾗｽ　絹ごし豆腐 精白米　本みりん　油　片栗粉　三温糖　ウインナードッグ　りんごカルゲン 玉葱　生姜　みず菜　胡瓜　乾燥わかめ　とろろ昆布　ねぎ　果物

16 Sun

17 Mon
合挽肉　ベーコン　シラス　ピザ用チーズ　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　食パン　マヨネーズ 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　人参　レタス

18 Tue
ﾎｷ　豚ﾓﾓ肉　絹ごし豆腐　卵　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　本みりん　三温糖　ごま油　いもくず粉　

タピオカ粉　黒砂糖粉
ｺﾞﾎﾞｳ　しらたき　人参　干椎茸　えのき　しめじ　ねぎ

19 Wed
卵　普通牛乳 薄力粉　三温糖　無塩バター　オレンジジュース バナナ

20 Thu
豚挽肉　鶏挽肉　竹輪　ウズラ卵　一口チーズ　クリームチーズ 精白米　三温糖　焼肉のたれ　ごま油　プリン　リッツクラッカー　いちごジャ

ム
長ねぎ　生姜　にんにく　もやし　もずく　ねぎ　人参　果物

21 Fri
三枚肉　沖縄豆腐　かまぼこ　ツナ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　鮭フレーク　豚だし骨 沖縄そば　本みりん　三温糖　白ごま　ごま油　精白米　油 玉葱　花人参　ねぎ　小松菜　人参　胡瓜　青菜ふりかけ

22 Sat
ツナ缶　デリカウインナー 精白米　本みりん　炒り胡麻　三温糖　ごま油　トマトケチャップ　おいもステ

ック　カルシウムカルゲン
干椎茸　ｺﾞﾎﾞｳ　人参　ねぎ　小松菜　胡瓜

23 Sun

24 Mon
挽きわり納豆　油揚げ　豚レバー　豚肩ロース 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　油　本みりん　三温糖　白玉粉 のり佃煮　玉葱　人参　キャベツ　しらたき　ニラ　バナナ　りんご　みかん缶

　フルーツカクテル　枝豆　干ひじき　干椎茸

25 Tue
鯖　シラス　油揚げ　みそ　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　本みりん　ココア粉 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ﾄﾏﾄ　ﾎｳﾚﾝ草　乾燥ワカメ　野菜ジュース

26 Wed
牛肩ロース　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　三温糖　無塩バター　マヨネーズ　トマト

ケチャップ
玉ねぎ　人参　エリンギ　マッシュムール缶　レタス　胡瓜　ねぎ

27 Thu
ホキ　ピザ用チーズ　ツナ缶　卵　豆乳 精白米　ごま油　おつゆ麩　三温糖　片栗粉　薄力粉　油 もずく　人参　生姜　ねぎ　胡瓜　　果物　コーンクリーム缶　パセリ　もやし

　ニラ

28 Fri
鶏ﾓﾓ肉　ちくわ　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳　　スキムミルク　生クリーム 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ｻﾗﾀﾞ油　片栗粉　オリーブ油 玉葱　人参　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　にんにく　生姜　ブロッコリー　人参　ｺｰﾝ缶　胡瓜　ｷ

ｬﾍﾞﾂ

29 Sat
デリカウインナー　ツナ缶　ココア豆乳　絹ごし豆腐 焼きそば麺　白ごま　三温糖　ハッシュポテト ねぎ　キャベツ　ピーマン　切り干し大根　胡瓜　人参　えのき　果物

30 Sun

☆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、月例に応じて食材、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



 

 食 育 だ よ り 6 月号 

 
 
沖縄は梅雨入りしましたが大雨が降ったかと思うとカラっと夏晴れが続き、子ども

達は元気よく園庭で体を動かしながら遊んでいます。雨の日が続くと湿度が上がり 
ジメジメし過ごしにくくなりますね。食べ物も一緒でこの時期は食品が傷みやすく 
なりますので、食品の衛生管理には気をつけていきましょう。 
 
 
5 月に入り子ども達もすっかり園の生活にも慣れ、各クラスの活動を思う存分楽しんでいる

毎日です。そこで今年も子ども達に野菜の苗植えをお願いし、オクラやきゅうり、プチトマト 

ネギ等を植えてもらいました。日々の水かけや野菜の生長過程を観察し自分達で育てた

野菜でクッキングを楽しむ事をねらいとして取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら組はスイートポテト

作りをしました。 

ひまわり組はかつお節を削

り味噌汁作りをしました。 


