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ＥＭ牛乳

火

1

胚芽ご飯

鯖の味噌煮

月

パパイヤ炒め

大根の味噌汁

果物

さつまいもソフトクッキー

果物

金

3 4

木

えのきの清まし汁

魚の西京焼き

小松菜と油揚げの味噌汁胡瓜とワカメの和え物

五目ご飯

豆腐ちゃんぷるー

きんぴら炒め

鶏肉の南蛮漬け

胚芽ご飯 胚芽ご飯

マカロニサラダ

卵スープ

水

2

ハヤシライス

土

5

果物

ココア蒸しパン たかはしもち ホットケーキ

そうめん汁

豆乳 ＥＭ牛乳

10 11

カルシウムカルゲン

ぜんざい

果物

果物

12

切干大根サラダ ひじき炒め かき卵汁 人参しりしりー

9

ゆし豆腐(ねぎ） 魚のごまダレ焼き ステック胡瓜

もずく丼 胚芽ご飯 沖縄そば 生活発表会＆敬老お招き会胚芽ご飯 チキンカレー

7 8

固形ヨーグルト

一口チーズ コンソメスープ

白和サラダ鶏肉の味噌漬け焼き

果物 玉葱の味噌汁

ＥＭ牛乳ＥＭ牛乳

きなこトースト フルーチェ

果物 果物

くずもち ピザポテト

胚芽ご飯

1514 191817

ミートスパゲッティー 焼きそば

じゅーしーおにぎり

キャベツサラダ ステック胡瓜

果物 果物

16

豆腐の清まし汁

肉だんご 白身魚のみそマヨネーズ焼き 鶏肉のトマト煮

胚芽ご飯 胚芽ご飯

体育の日 豆苗スープ

春雨ナムル 五目煮 ポテトサラダ 中華風コーンスープ

果物

お誕生日ケーキ フルーツ白玉

果物 果物

とろろ昆布汁 なめこの味噌汁

ＥＭ牛乳 （チョコチップマフィン） ココア豆乳

ふむふむ わかめおにぎり おいもステック

2624

オレンジジュース

23 25

とうもろこし 温野菜サラダ 魚の照焼き

タコライス 鮭じゃこご飯 胚芽ご飯

21 22

じゃがいもの味噌汁

果物

きのこご飯

もずく和え

果物一口ゼリー 果物 アーサ汁

野菜スープ 即位礼正殿の儀 けんちん汁 ピーマンの細切炒め 秋の遠足

おかずパン ハシュポテトシリアルクッキー もずくひらやーちー

ＥＭ牛乳 豆乳 ＥＭ牛乳 りんごカルゲン

カルシウムパン

3028 29 31

大根サラダ もずく汁 拌三絲 ごまじゃこサラダ

果物 果物

麻婆豆腐 ブロッコリーのおかか和え 松風焼 チキンのごまダレ焼き

胚芽ご飯 中華丼 胚芽ご飯 胚芽ご飯

プリン かぼちゃのポン・デ・ドーナツ

わかめスープ 果物 青梗菜の味噌汁 豆腐とわかめの清まし汁

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。

ＥＭ牛乳 ココア豆乳 リッツサンド ＥＭ牛乳

じゃこトースト アガラサー

果物



2019年 10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 火
鯖　　ツナ缶　みそ　スキムミルク　普通牛乳　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　なたね油　さつまいも　薄力粉

無塩バター
生姜　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　玉葱　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　大根　乾燥わかめ　ねぎ　果物

589 18.3 16.2 109 3.3

2 水
牛肩ロース　ロースハム　卵　ＥＭ牛乳 精白米　片栗粉　サラダ油　炒め油  マカロニ（乾）　金時豆　黒砂糖粉　三温

糖　白玉粉　押し麦
玉葱　人参　エリンギ　マッシュルーム缶　コーン缶　パセリ　果物

566 28.5 12.1 341 2.4

3 木
鮭　ｼﾗｽ　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　胡麻　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　油

ホットケーキ粉　ココア粉　　そうめん（乾）
生姜　胡瓜　トマト　しめじ　ねぎ　乾燥わかめ

619 28.7 17.8 386 2.1

4 金
鶏もも肉　豚もも肉　きな粉　EM牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　油　おつゆ麩　さつまいも　もち粉　むぎ粉　黒砂

糖粉
人参　玉葱　　にんにく　えのき　ねぎ

664 24 18 90 3.7

5 土
ツナ缶　沖縄豆腐　ポーク缶　油揚げ　普通牛乳　卵 精白米　本みりん　ごま油　ホットケーキ粉　カルシウムカルゲン 人参　ねぎ　干ひじき　キャベツ　小松菜　果物

6 日

7 月
豚挽肉　卵　ゆし豆腐　みそ　ﾂﾅ缶　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　白ごま　三温糖　食パン　無塩バター もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ねぎ　切り干し大根　胡瓜　ﾄｳﾓﾛｺｼ

425 17.4 15.4 218 2.4

8 火
ﾎｷ　油揚げ　大豆水煮　みそ　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　三温糖　本みりん　すり胡麻　ｻﾗﾀﾞ油

いちごフルーチェ
干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　しめじ　えのき　ねぎ

524 23.4 15.8 347 2.8

9 水
鶏ﾓﾓ肉　卵　一口チーズ　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　揚げ油　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　胡麻　本みりん　三温

糖　サラダ油　じゃがいも　カレールゥ　いもくず　タピオカ粉　黒砂糖粉
玉葱　胡瓜　　人参　　ねぎ

594 27.5 19 343 1.8

10 木
鯖　卵　ベーコン　ピザチーズ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　サラダ油　ハッ

シュポテト　　　ピザソース
玉葱　人参　ピーマン　キャベツ　セロリ　パセリ

547 24.7 12.9 346 2

11 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ツナ缶　固形ヨーグルト 沖縄そば麺　本みりん　三枚肉　　精白米 人参　玉葱　生姜　胡瓜　小松菜　干椎茸　しめじ　ねぎ　果物

570 18 13.5 86 2.8

12 土 生活発表会 518 22.9 10.7 371 3.1

13 日

14 月 体育の日

15 火
肉だんご　卵　ベーコン　スキムミルク　生クリーム　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　薄力粉　胡麻　油　ト

マトケチャップ
玉葱　緑豆春雨　もやし　胡瓜　豆苗　しめじ　　ねぎ　果物

536 22.7 20.2 172 3.1

16 水
ホキ　鶏モモ肉　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　三温糖　片栗粉　ごま油　ホットケーキ

粉　無塩バター　チョコチップ
ゴボウ　こんにゃく　人参　干椎茸　さやいんげん　とろろ昆布　ねぎ　果物

611 26.6 14.7 285 3.8

17 木
鶏もも肉　プロセスチーズ　油揚げ 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　白玉粉　三温糖　トマトケチャップ 玉葱　人参　生姜　ホールトマト缶　胡瓜　コーン缶　なめこ　乾燥わかめ　ね

ぎ　ばなな　りんご　みかん缶　フルーツカクテル 241 10.1 6.1 275 0.5

18 金
合挽き肉　卵　シラス スパゲッティ(乾）　本みりん　三温糖　精白米 玉葱　にんにく　キャベツ　コーン缶　胡瓜　わかめふりかけ

534 24.8 9.4 150 2.2

19 土
デリカウインナー　絹ごし豆腐　ココア豆乳 中華麺　三温糖　焼きそばソース　おいもステック（さつまいも） キャベツ　人参　玉葱　ピーマン　胡瓜　乾燥わかめ　ねぎ　果物

481 15.1 9.3 293 5.3

20 日

21 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ﾍﾞｰｺﾝ 　スキムミルク　生クリーム　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　食パン　三温糖　一口ゼリー 玉葱　レタス　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　人参

614 26 17.8 349 1.9

22 火

23 水
鮭　シラス　沖縄豆腐　油揚げ　卵　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　ごま油　片栗粉　薄力粉　無塩バター

フルーツグラノーラ
ねぎ　カリーフラワー　ブロッコリー　西洋南瓜　人参　ゴボウ　大根　長ねぎ

474 20.9 9.6 306 1.7

24 木
赤魚　豚ﾓﾓ肉　卵　絹ごし豆腐　ツナ缶　薄力粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　ｻﾗﾀﾞ油　　片栗粉　なたね油　三温糖

薄力粉
生姜　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　もやし　もずく　ねぎ　ニラ　アーサ(乾）

573 26.3 11.5 296 1.9

25 金
　普通牛乳　デリカウインナー　ＥＭ牛乳 ホットケーキ粉 パセリ

643 19.2 15.4 113 1.4

26 土
ツナ缶 精白米　サラダ油　じゃがいも　ハッシュポテト　りんごカルゲン しめじ　干椎茸　まいたけ　ねぎ　人参　玉葱　　胡瓜　　もずく　果物

456 13.6 10.9 89 2.8

27 日

28 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　シラス　ﾋﾟｻﾞ用チーズ　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　本みりん　食パ

ン　ﾏﾖﾈｰｽﾞ
人参　長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　大根　えのき　乾燥わかめ　　胡瓜　　え
のき　ねぎ 580 26.8 20 419 2.7

29 火
豚モモ肉　　うずら卵　普通牛乳　ココア豆乳 精白米　本みりん　三温糖　ｻﾗﾀﾞ油　ちんびんミックス ねぎ　西洋南瓜　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　大根　長ねぎ

619 28.6 16.2 440 2.1

30 水
鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　油揚げ　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　胡麻　春雨　白ごま　ご

ま油　プリン　いちごジャム　リッツクラッカー
玉葱　胡瓜　もやし　人参　もずく　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　果物

562 25.6 16.3 419 2.6

31 木
鶏ﾓﾓ肉　シラス　絹ごし豆腐 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ｻﾗﾀﾞ油　片栗粉　白ごま 玉葱　　生姜　　人参　　胡瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　乾燥わかめ　ねぎ　果物

573 27.4 15.4 294 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 10 月号 

 

まだまだ太陽の日差しが強い今日この頃ですが、朝夕は気持ちよい風が吹くようになり、時折「秋」を 

感じられるようになってきました。秋と言えば「食欲の秋」と言われるように、お魚やキノコなど旬な食材が

美味しく頂ける季節です。沖縄はまだまだ暑いので、旬な食材を沢山食べ栄養をたっぷり取りましょう。 

今月は生活発表会があり、練習を楽しんで取り組んでいる子ども達です。しっかり朝ご飯を食べ登園しま

しょう！ 

 

 

5 月に子ども達が畑に植えたきゅうりやオクラ、ピーマン、ゴーヤーなど子ども達が水掛けなどお世話を 

頑張ったおかげで沢山収穫する事ができました。さてどの位収穫できたでしょうか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 きゅうり 39 本 

    オクラ 250 本 

 ピーマン 9 個 

  

    ごーやー5 個 

2019 年度 園、各クラスの食育目標をお知らせします（10 月～１２月） 

園の食育目標 ・感謝の気持ちを持ち、皆で食べる事を楽しめる子 

各クラスの食育目標は全体的な計画に基づいてⅢ期 10 月～12 月の目標を記載しています。 

5 歳児 ひまわり組 ・正しいマナーを身につける。できるだけ多くの種類の食物をとり楽しんで食事をする。 

4 歳児 さくら組 ・収穫した野菜を使って調理活動を楽しみ、食への関心を深める。 

3 歳児 ゆり組 ・食材、献立の名前を知り食物の働きに関心を持つ ・行事食に興味を持つ。 

2歳児 たんぽぽ組 ・苦手な物も頑張って食べる。 

1 歳児ちゅうりっぷ組 ・苦手な物や皿に残った物も頑張って集めて食べようとする。 

0 歳児 もも組 

（月齢別の食育目

標となっています） 

（６ヵ月～１歳未満）・子どもの状況に合わせて離乳食を進める。家庭で食べたことのある物

から順に慎重に進める。 

（１歳～１歳３ヵ月未満）・手づかみや指でつまんで自分で食べようとする。 

（１歳３ヵ月～２歳未満）・苦手な物でも励まされて少しずつ食べることができるようになる。 

しばらく畑を休ませたのち、冬にかけ子ども達と野菜を育てて行きたいと思います！ 
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