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きなこトースト
ＥＭ牛乳

火

3

胚芽ご飯
鮭の西京焼き

月

2

キッズビビンバ
わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ)

一口チーズ
キャベツ炒め
大根の味噌汁

果物

たかはしもち

金

5 6

木

果物

魚の有馬焼き
小松菜と油揚げの味噌汁人参しりしりー

五目ご飯
鶏の塩こうじ焼

コンソメスープ
大根と胡瓜のサラダ

胚芽ご飯 スパゲティミートソース
ハヤシライス
温野菜サラダ

水

4

胚芽ご飯

土

7

もずく和え

ポンデケージョ ツナみそおにぎり

果物

肉まん

豆苗スープ

ＥＭ牛乳

12 13

カルゲン
ピザポテト

果物
オニオンスープ

果物

14

ゆし豆腐 からし菜炒め コーンスープ ヒジキとモヤシのサラダ

11

ブロッコーリサラダ 松風焼 胡瓜とトマトの和え物
もずく丼 胚芽ご飯 食パン 運動会胚芽ご飯 カレーライス
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キャベツサラダ

果物
一口チーズ きのこの清まし汁 ホワイトシチュー

魚の黄金焼き豚生姜焼き

果物 麩とわかめの味噌汁

豆乳 ＥＭ牛乳ＥＭ牛乳
カルシウムパン ぜんざい

果物 果物

シリアルクッキー おかずパン

胚芽ご飯
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沖縄そば 鶏そぼろご飯

鮭のおにぎり

白和えサラダ 麩チャンプルー

アーサ汁
果物

18

ウインナーのケチャップ煮
とうもろこし 魚のピザ焼き おべんとう 照り焼きチキン
タコライス 胚芽ご飯

一口ゼリー とろろ昆布汁
中華風コーンスープ 大根の鶏肉炒め 春雨サラダ 固形ヨーグルト

果物

お誕生日ケーキ プリン

果物
キャベツの味噌汁

ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 (バナナケーキ） リッツサンド むぎちゃ ココア豆乳
じゃこトースト アガラサー くふぁじゅーしー おいもステック
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オレンジジュース

25
<クリスマスランチ>

27

切干しいりちー 白身魚のみそマヨ焼き 星のハンバーグ 魚のごまダレ焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 ふりかけご飯 胚芽ご飯

23 24

グリーンサラダ

果物 果物

胚芽ご飯 胚芽ご飯
痲婆豆腐 チキンの香り焼き

もずく汁 豆腐の清まし汁
果物 果物

果物 そうめん汁 コーンポタージュスープ かき卵汁
ちむしんじ ひじき炒め ポテトサラダ きんぴら炒め 大根サラダ

ふむふむ スコーン

果物

くずもち☆クリスマスケーキ☆ もずくひらやーちー

31

りんごジュース
豆乳 ＥＭ牛乳 (カップケーキ） ＥＭ牛乳

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。
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年末年始休み

12/29（日）～1/3（金）



2019年 12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 日

2 月
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　絹ごし豆腐　きな粉　一口チーズ　EM牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　食パン　有塩バター 長ねぎ　生姜　にんにく　もやし　人参　小松菜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　えのき

ねぎ　果物 532 24.1 15 361 2.9

3 火
鮭　みそ　ポーク缶　き菜粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　オリーブ油　本みりん　さつまいも　もち

粉　むぎ粉　黒砂糖粉
ｷｬﾍﾞﾂ　人参　西洋南瓜　ピーマン　大根　しめじ　ねぎ　果物

627 25.5 13.6 315 2.2

4 水
牛肩ロース　みそ　　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　サラダ油　マヨネーズ　トマト

ケチャップ　ハヤシルゥ　プリン　ﾘｯﾂｸﾗｯｶｰ　いちごジャム
玉葱　人参　エリンギ　カリーフラワー　ブロッコリー　西洋南瓜　しめじ　パ
セリ 654 30.7 18.5 379 2.4

5 木
鯖　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　本みりん　三温糖　ポンデQミックス 　トウミョウ　しめじ　生姜　にんにく　人参　ピーマン　果物

555 26.9 13.3 383 1.7

6 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾂﾅ缶　　ﾍﾞｰｺﾝ スパゲッティ　無塩バター　オリーブ油　三温糖　精白米 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　大根　胡瓜　果物　焼きのり

560 20.5 10 71 2.7

7 土
鶏ﾓﾓ肉　ﾂﾅ缶　油揚げ　麦味噌 精白米　ごま油　本みりん　炒め油　薄力粉　肉まん　カルゲン 人参　干しひじき　ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　小松菜　胡瓜　もずく　果物

518 22.9 10.7 371 3.1

8 日

9 月
合挽肉　ゆし豆腐　ｽｷﾑﾐﾙｸ　EM牛乳 精白米　サラダ油　じゃがいも　有塩バター　ｻﾗﾀﾞ油　片栗粉　生ｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

三温糖
玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　ブロッコリー　コーン缶　胡瓜　果物

601 21.8 16.5 384 1.8

10 火
沖縄豆腐　卵　ﾂﾅ缶　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　炒め油　おつゆ麩　薄力粉　三温糖　なたね油

金時豆　押し麦　白玉粉
人参　ﾆﾗ　ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　乾燥わかめ　ねぎ　果物

622 24.6 18.4 415 3.2

11 水
鶏ﾓﾓ肉　卵　油揚げ　麦味噌　一口チーズ　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　片栗粉　揚げ油　じゃがいも　油　薄力

粉　無塩バター　カレールゥ　フルーツグラノーラ
生姜　ねぎ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　胡瓜　トマト　乾燥わかめ　コーン缶

669 25.2 24 283 2.1

12 木
豚肩ロース　デリカウインナー　ﾂﾅ缶　普通牛乳　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　片栗粉　三温糖　ごま油　ホット

ケーキ粉
玉葱　生姜　干しひじき　もやし　胡瓜　人参　えのき　しめじ　ねぎ　パセリ
果物 662 25.6 26.5 157 3.8

13 金
ホキ　ピザ用チーズ　鶏モモ肉　普通牛乳　鮭フレーク 胚芽ロール　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　三温糖　じゃがいも　精白

米　サラダ油　シチュールゥ　食パン
キャベツ　胡瓜　人参　にんにく　人参　玉葱　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　クリームコーン缶
コーン缶　青菜ふりかけ 642 19.8 13.7 68 1.5

14 土 運動会 534 19.3 6 298 5.8

15 日

16 月
合挽き肉　プロセスチーズ　卵　シラス　ピザ用チーズ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　本みりん　炒め油　薄力粉　三温糖

食パン　マヨネーズ
とうもろこし　トマト　コーン缶　にんにく　人参　玉葱　ねぎ　ﾆﾗ　果物

652 28.6 18.3 404 3.7

17 火
赤魚　ベーコン　普通牛乳　麩　鶏ﾓﾓ肉　油揚げ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　ちんびんミックス

ピザソース
玉葱　人参　ごぼう　こんにゃく　人参　干椎茸　枝豆　とろろ昆布　ねぎ　果
物 603 28.3 14.8 448 1.8

18 水
卵　普通牛乳 薄力粉　三温糖　無塩バター　幼児オレンジジュース バナナ

601 23.5 13 319 2

19 木
鶏モモ肉　ツナ缶　竹輪　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　ハッシュポテト　本みりん　ピザ用ソース 生姜　ねぎ　緑豆春雨　もやし　胡瓜　人参　キャベツ　パセリ　果物

158 2.7 5.4 29 0.4

20 金
三枚肉　豚ガラ　かまぼこ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ 沖縄そば　本みりん　三温糖　精白米 昆布　玉葱　花人参　ねぎ　胡瓜　小松菜　人参　干椎茸　ｺﾞﾎﾞｳ　人参　ねぎ

542 24 10.5 149 2.2

21 土
鶏挽肉　ポーク缶　デリカウインナー　ココア豆乳 精白米　ごま油　三温糖　油　おいもスティック（さつま芋）　麩 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾆﾗ　ｱｰｻ　ねぎ

539 17.9 19.9 122 3.3

22 日

23 月
豚レバー　豚肩ロース　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　炒り胡麻　片栗粉　麩

じゃがいも　生クリーム
挽きわり納豆　にんにく　人参　玉葱　ねぎ　切り干し大根　干椎茸　こんにゃ
く　ニラ　果物 620 28.3 20.4 455 3.5

24 火
ホキ　油揚げ　卵　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　白ごま　ｻﾗﾀﾞ油　そうめん　薄力粉　三

温糖　無塩バター　マヨネーズ
梅干　干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　しめじ　果物

648 23.9 22.7 354 2.9

25 水
合挽き肉　プロセスチーズ　普通牛乳 精白米　薄力粉　油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞコーンポタージュの素　ホットケーキ

粉　無塩バター　カラースプレー（チョコ）　幼児りんごジュース
人参　胡瓜　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶　玉葱　人参　果物

678 31.1 28.1 417 2.4

26 木
沖縄豆腐　豚挽肉　ツナ缶　きな粉　ＥM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　三温糖　本みりん　いもくず　タピオ

カ粉　黒砂糖粉
人参　長ねぎ　ニラ　生姜　　果物　にんにく　大根　胡瓜　もずく

539 27.1 10.5 378 2.7

27 金
挽きわり納豆　沖縄豆腐　牛肩ﾛｰｽ　麦味噌　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　三温糖　ﾐﾚｰﾋﾞｽｹｯﾄ　鉄ゼリー のり佃煮　ほうれんそう・葉-ゆで　しらたき　白菜　花人参　乾燥わかめ　大根

人参　ねぎ 595 22.1 19.8 141 8.4

28 土
鶏モモ肉　ツナ缶　絹ごし豆腐 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉 にんにく　キャベツ　ブロッコリー　胡瓜　乾燥わかめ　ねぎ　果物

491 10.6 10.9 38 1.2

29 日

30 月

31 火

☆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 12月号 

 

１２月に入り、すっかり寒くなってきた今日この頃ですが、子ども達は運動会 

に向け、練習を頑張っていますよ！寒さから体調を崩しがちになる季節です 

ので、手洗いうがいをしっかり行い、栄養のある食事を心掛けていきましょう。 

 

 

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、食具を使って食

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、食器の持ち方や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！！ 


