
2020年 2月
火月 金木

小松菜のごま和え

胚芽米
照り焼きチキン

水 土

1

しめじと豆腐の味噌汁
果物

ホットケーキ

6 7

りんごカルゲン

8

中華風コーンスープ ポテトサラダ くーぶいりちー 小松菜炒め

5

春雨サラダ 魚のごまダレ焼き ハンバーグ
鬼さんカレー 胚芽ご飯 スパゲティミートソース 胚芽米胚芽ご飯 胚芽ご飯

3
≪節分の日ランチ≫

4

豚生姜焼き
オニオンスープ スティック胡瓜

果物
ｷｬﾍﾞﾂの味噌汁 そうめん汁 果物 じゃがいもの味噌汁

温野菜サラダ鶏の塩こうじ焼

固形ヨーグルト 大根の味噌汁

EM牛乳 豆乳ぽーぽー
節分豆 たかはしもち

果物 果物 果物

ポンデケージョ おかずパン

胚芽ご飯

1110 151413

胚芽ご飯 胚芽米

鮭おにぎり 園内研修

白身魚のみそマヨネーズ焼き 麩チャンプルー

はんぺんとみつばのすまし汁 アーサ汁
果物 果物

ＥＭ牛乳

12

ウィンナーのケチャップ煮
マカロニサラダ ちむしんじ 手羽元のマーマレード煮

もずく丼 納豆ご飯

果物
ゆし豆腐 建国記念の日 切干しいりちー 胡瓜とトマト和え物 きんぴら炒め

スコーン ピザポテト

果物
果物 きのこスープ

豆乳 EM牛乳 リッツサンド 野菜ジュース
カルシウムパン いちごムース アメリカンドック

222019 21

とうもろこし 鯖の味噌煮 チキンのごまダレ ごまじゃこサラダ
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 ハヤシライス

17 18

とろろ昆布汁

果物

食パン 焼きそば
鮭のムニエル 胡瓜スティック

ホワイトシチュー 果物
果物

一口ゼリー 玉葱の味噌汁 豆苗スープ 果物
野菜スープ 大根サラダ ひじき炒め コーンスープ キャベツサラダ

果物

じゅーしーおにぎり おいもスティックお誕生日ケーキ ふむふむ
EM牛乳 （ココアマフィン） EM牛乳 ココア豆乳

じゃこトースト くずもち

りんごジュース

26 2824 25 2927

振替休日 ブロッコリーサラダ ヒジキとモヤシのサラダ 大根の鶏肉炒め 甘酢もずく

果物

胚芽ご飯 きのこご飯
鮭の西京焼き 肉だんご

麩とわかめの清まし汁 豆腐の清まし汁

麻婆豆腐 タンドリーチキン
胚芽ご飯 ≪お別れ遠足・お弁当≫ 胚芽ご飯

肉まんハッシュポテト アガラサー

かき卵汁 なめこの味噌汁

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 りんごカルゲン EM牛乳 カルゲン
きなこトースト

果物 果物果物

もずくひらやーちー



2020年 2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 土
豚ﾓﾓ肉　絹ごし豆腐　卵　普通牛乳 精白米　本みりん　炒り胡麻　三温糖　ごま油　ホットケーキ粉　りんごカルゲ

ン
　生姜　人参　ねぎ　しめじ　小松菜　胡瓜　果物

474 20.4 9.6 389 2.8

2 日

3 月
国産大豆　じゃり豆　鶏挽肉　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　油　薄力粉　有塩バター　三温糖　片

栗粉　ちんびんミックス　カレー粉　カレールゥ
人参　玉葱　りんご　ﾐﾆﾄﾏﾄ　ﾚｰｽﾞﾝ　胡瓜　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶　ｺｰﾝ缶
ﾊﾟｾﾘ 566 17.6 13.8 150 2.1

4 火
ホキ　みそ　プロセスチーズ　ポーク缶　きな粉 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　さつま芋

もちこ　むぎ粉　黒砂糖粉
ｷｬﾍﾞﾂ　人参　もやし　胡瓜　大根　しめじ　ねぎ

604 26.2 10.7 343 2.8

5 水
鶏ﾓﾓ肉　鶏挽肉　木綿豆腐　卵　チキアギｰ　ちくわ　みそ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　揚げ油　本みりん　油　ポンデQミックス 玉葱　ニンニク　生姜　刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　ｷｬﾍﾞﾂ

616 23.9 18.2 401 2.1

6 木
鶏ﾓﾓ肉　ﾂﾅ缶　デリカウインナー　卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　炒め油　そうめん　ﾎｯﾄｹｰｷ粉 ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　パセリ　果物

622 29.7 15.1 355 2.6

7 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾍﾞｰｺﾝ　鮭フレーク スパゲッティ　無塩バター　オリーブ油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉　精白米　油 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　にんにく　ブロッコリー　かぼちゃ　ﾊﾟｾﾘ　果物　ｶﾗｼ菜

565 18.7 11.1 69 3

8 土
豚肩ﾛｰｽ　ｼﾗｽ　みそ 精白米　本みりん　油　片栗粉　三温糖　じゃがいも 玉葱　生姜　胡瓜　乾燥わかめ　ねぎ

530 21.5 10.9 311 1.8

9 日

10 月
豚挽肉　ゆし豆腐　みそ　ロースハム　スキムミルク　生クリーム　豆乳 精白米　ごま油　オリーブ油　食パン　三温糖　マカロニ（乾）マヨネーズ もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ねぎ　コーン缶　果物

532 18.5 18.7 110 2.2

11 火 建国記念日

12 水
豚レバー　豚肩ロース　豚肩ロース　卵　EM牛乳 精白米　サラダ油　じゃがいも　有塩バター　ごま油　薄力粉　無塩バター　三

温糖
玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　干椎茸　こんにゃく　ニラ　ねぎ　果物

576 20.6 12 339 3.6

13 木
手羽先　シラス　ピザ用チーズ　かつお節 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　オリーブ油　揚げ油　ハッシュポテト

ピザソース　マーマレード
にんにく　　胡瓜　トマト　乾燥わかめ　玉葱　人参　生しいたけ　果物

637 26.3 20.6 146 3.8

14 金
ﾎｷ　みそ　豚モモ肉　はんぺん　クリームチーズ 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　薄力粉　有塩

バター　白ごま　いちごムース　リッツクラッカー　いちごジャム
ｺﾞﾎﾞｳ　こんにゃく　人参　干椎茸　根みつば　ﾊﾟｾﾘ

567 26.1 14.7 316 1.6

15 土
ポーク缶　卵　麩　デリカウインナー　絹ごし豆腐 精白米　ごま油　三温糖　油　トマトケチャップ　アメリカンドッグ 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　根みつば　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾆﾗ　ｱｰｻ　ねぎ　野菜ジュース

592 21.5 16.2 326 5.8

16 日

17 月
合挽き肉　プロセスチーズ　ベーコン　シラス　みそ　ピザ用ﾁｰｽﾞ　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　炒め油　一口ゼリー　食パン　マヨネー

ズ　　トマトケチャップ
玉ねぎ　レタス　トマト　とうもろこし　キャベツ　人参　パセリ

531 25.6 13.1 334 3.3

18 火
鯖　ツナ缶　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　田芋-ゆで　薄力粉　油　いも

くず　タピオカ粉　黒砂糖粉
生姜　大根　胡瓜　人参　玉葱　えのき　ねぎ

601 22.6 16.1 325 2.3

19 水
鶏モモ肉　油揚げ　ベーコン　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　ｻﾗﾀﾞ油　ホット

ケーキ粉　ココア粉　無塩バター　幼児りんごジュース
玉葱　人参　干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　むき枝豆　　豆苗
しめじ　果物 570 24.7 15.3 360 2.9

20 木
牛肩ロース　シラス　卵　生くいーむ　スキムミルク　EM牛乳 精白米　ハヤシルゥ　白ごま　三温糖 玉ねぎ　人参　しめじ　エリンギ　マッシュルーム缶　コーン缶　胡瓜　果物

209 7.5 6.7 55 2

21 金
鮭　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　ﾂﾅ缶　みそ 食パン　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
ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ缶　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　干椎茸　しめじ　ねぎ

645 24.7 14.7 105 1.5

22 土
デリカウインナー　ココア豆乳 ゆで中華麺　油　三温糖　焼きそばソース　おいもスティック（さつまいも） 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　青のり　胡瓜　とろろ昆布　ねぎ　果物

424 21.4 8.6 312 1.6

23 日

24 月 振り替え休日

25 火
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　卵　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　本みりん　痲婆の素　油

食パン　無塩バター
人参　長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　胡瓜　ブロッコリー　コーン缶

652 28.3 23.1 461 3.2

26 水 お別れ遠足（お弁当） 621 30.5 14.1 371 2.3

27 木
鶏モモ肉　プレーンヨーグルト　ツナ缶　絹ごし豆腐　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　ごま油　ちんびんミックス 干しひじき　もやし　胡瓜　人参　玉葱　人参　乾燥わかめ 　果物

709 30.3 23.7 329 2.5

28 金
鯖　ツナ缶　卵 精白米　薄力粉　三温糖　サラダ油　薄力粉 玉葱　人参　大根　干椎茸　ねぎ　ニラ　もずく　むき枝豆

589 16.8 16.9 132 3.5

29 土
ツナ缶　肉だんご　絹ごし豆腐 精白米　ごま油　上白糖　本みりん　三温糖　トマトケチャップ　ウスターソー

ス　肉まん　カルゲン
しめじ　えのき　まいたけ　人参　ねぎ　胡瓜　乾燥わかめ　もずく　果物

494 16 12.9 413 1.5

☆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 
                            2月号 
 
     ２月３日（月）は節分です。子ども達は今からドキドキしているようですが、 

         「泣き虫鬼、おこりんぼう鬼、ヤダヤダ鬼」みんなの中にいるかもしれな 

鬼に豆を投げて追い払いましょう！ 

         鬼を退治したら、豆を自分の歳の数だけ食べると、体が 

         丈夫になって病気になりにくいと言われていますので 

         園でも行いますが、是非ご家庭でも豆まきをして家族 

         皆で、豆や恵方巻を食べ節分を楽しみましょう！！ 

 

 
しばらく畑の野菜栽培をお休みしていましたが１月から再開し、キャベツ、ブロッコリー 

トマトを植えました！ブロッコリーは初挑戦！冬野菜なので、天候が気になるところですが、 

子ども達と栽培活動を楽しんでいきたいと思います！登降園の際に子ども達と畑を覗いて

みて下さいね！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひまわり組は就学に向け、ワンプレートのお皿

ではなく、ご飯茶碗、汁椀、おかず皿とそれぞ

れ分けしっかり皿を持ち正しい姿勢で食べる

事を意識して食事をしています。また、就学す

ると給食時間は２０分とされています。ひまわ

り組も今、２５分を目標に給食時間を設けてい

ます。 
また、当番活動を行う事で人数分に分ける事を

自分で考えながら取り組み、１歩１歩成長して

いる子ども達です！！ 
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