
2020年 6月

きなこトースト
ＥＭ牛乳

火

2

胚芽ご飯
魚の西京焼き

月

1

キッズビビンバ
アーサ汁

一口チーズ 大根と胡瓜のサラダ
豆腐とわかめの清し汁

果物

ぜんざい

金

4 5

木

果物

魚の有馬焼き
もずく和えゴーヤーサラダ

鶏そぼろご飯
麩チャンプルー

コンソメスープ
温野菜サラダ

胚芽ご飯 スパゲティミートソース
鶏肉の南蛮漬け

小松菜炒め

水

3

胚芽ご飯

土

6

かき卵汁

ハッシュポテト 青菜おにぎり ホットケーキ

ｴﾉｷとﾓﾔｼのｽｰﾌﾟ

11 12

ココア豆乳
ポンデケージョ

ＥＭ牛乳

アイスクリーム
ニラと卵のｽｰﾌﾟ

果物

13

ゆし豆腐 人参しりしりー くーぶいりちー マカロニサラダ

10

春雨サラダ 鯖の味噌煮 チキンのごまダレ焼き
もずく丼 胚芽ご飯 食パン 胚芽ご飯胚芽ご飯 胚芽ご飯

8 9

豚肉の生姜焼き
キャベツサラダ 胡瓜とわかめの酢の物

果物 果物
なめこの味噌汁 そうめん汁 中華風コーンスープ とろろ昆布汁

ハンバーグ魚の照焼き

果物 豆苗スープ

ＥＭ牛乳 リッツサンド豆乳
カルシウムパン ピザポテト

果物 果物 果物

ココア蒸しパン プリン

胚芽ご飯

1615 201918

沖縄そば 焼きそば

おにぎり（ツナみそ） 園内研修

白和えサラダ ごま和え(小松菜)

果物

17

しめじと豆腐の味噌汁
とうもろこし 魚の甘酢あんかけ 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 大根の味噌汁
野菜スープ きんぴら炒め ポテトサラダ 固形ヨーグルト

果物
お誕生日ケーキ

（チーズケーキ） おかずパン

果物
もずく汁

幼児オレンジジュース ＥＭ牛乳 野菜ジュース
フルーツ白玉 くずもち じゅーしーおにぎり おいもスティック

272524 26

ちむしんじ 慰霊の日 松風焼き 白身魚のみそマヨ焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

22 23

ウインナーのケチャップ煮

シークヮーサーゼリー 果物

カレーライス 鮭じゃこご飯
グリーンサラダ 胡瓜スティック

一口チーズ 豆腐とえのきの味噌汁
果物

果物 オニオンスープ 小松菜と油揚げの味噌汁
ひじき炒め ゴーヤーチャンプルー パパイヤ炒め 卵スープ

フルーチェ アメリカンドッグさつまいもソフトクッキー もずくひらやーちー
りんごカルゲン

ふむふむ

29 30

豆乳 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。

ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳
じゃこトースト たかはしもち

果物 果物
わかめスープ 豆腐の清し汁
大根サラダ 野菜炒め
痲婆豆腐 鶏の味噌漬け焼き
胚芽ご飯 胚芽ご飯



2020年 6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 月
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ちくわ　一口チーズ　きな粉 精白米　油　三温糖　ごま油　片栗粉　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　アーサ（乾）　果物

526 20.3 13.9 109 2.8

2 火
鮭　みそ　絹ごし豆腐 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　オリーブ油　金時豆　黒砂糖粉　白玉粉　押

し麦
生姜　大根　胡瓜　人参　乾燥わかめ　ねぎ　果物

509 21.1 10.8 152 1.7

3 水
鶏ﾓﾓ肉　ﾂﾅ缶　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　片栗粉　ポンデケージョ 小松菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　ﾆﾗ　果物

550 29 12.5 329 4.4

4 木
鯖　卵　アイスクリーム 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　ごま油　ハッシュポ

テト
玉葱　人参　ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾟｲﾝ缶　えのき　もやし　ねぎ

536 24.1 12.8 346 2.1

5 金
合挽肉　ベーコン　削り節　ﾂﾅ　みそ　シラス スパゲッティ(乾)　無塩バター　オリーブ油　　精白米　油　三温糖 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　ブロッコリー　キャベツ　ねぎ　　果物

527 18.2 7.7 72 2.9

6 土
鶏挽肉　麩　ポーク缶　卵　普通牛乳　ココア豆乳 精白米　ごま油　三温糖　油　ホットケーキ粉 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾆﾗ　　ねぎ　もずく　胡瓜　果物

558 22.4 18.6 333 2.1

7 日

8 月
豚挽肉　ﾂﾅ　ゆし豆腐　みそ　スキムミルク　豆乳 精白米　ごま油　緑豆春雨　三温糖　薄力粉　油　食パン　生クリーム もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｺｰﾝ　人参　生姜　もやし　胡瓜　ねぎ　果物

565 21.7 16 347 1.9

9 火
鯖　味噌　卵　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　油　　無塩バター　ハッシュポテ

ト　ピザ用ソース
生姜　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　トウミョウ　しめじ　パセリ

592 22.3 20.7 304 2.1

10 水
鶏ﾓﾓ肉　鶏挽肉　絹ごし豆腐　卵　豚肩ﾛｰｽ　みそ　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　本みりん　油　薄力粉 玉葱　ニンニク　生姜　刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　なめこ　人参　ﾆﾗ　ねぎ

乾燥わかめ 563 23.3 17.7 355 2.4

11 木
赤魚　ﾛｰｽﾊﾑ　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　そうめん(乾)

リッツクラッカー　いちごジャム
生姜　胡瓜　玉葱　　人参　果物

550 18.3 8.9 90 2.7

12 金
合挽き肉　ツナ缶　かつお節　卵 パン粉　油　有塩バター　三温糖　胡麻　片栗粉　精白米 にんじん　玉葱　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ　大根　胡瓜　　ｺｰﾝ缶　人参　焼きのり　果物

502 19.3 10.6 96 2.4

13 土
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 玉葱　生姜　　胡瓜　乾燥わかめ　とろろ昆布　ねぎ　果物

477 17.6 13 91 2.6

14 日

15 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ベーコン 精白米　サラダ油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ごま油　白玉　上白糖　一口ゼリー 玉葱　レタス　ﾄﾏﾄ　人参　胡瓜　乾燥わかめ　えのき　ねぎ　ﾊﾞﾅﾅ　ﾐｶﾝ　ﾊﾟｲﾝ

黄桃 500 14.5 12.3 129 1.6

16 火
赤魚　豚肩ロース　ポーク缶　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　本みりん　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖

油　トマトケチャップ　いもくず　タピオカ粉　黒砂糖粉
玉葱　胡瓜　ねぎ　しらたき　ゴボウ　人参　ニラ　大根　果物

601 21.5 21 164 2.9

17 水
クリームチーズ　普通牛乳　卵 薄力粉　三温糖　バニラエッセンス 幼児オレンジジュース　レモン汁

589 24.9 16.6 410 2.2

18 木
鶏モモ肉　プロセスチーズ　ちくわ　普通牛乳　デリカウインナー　ＥＭ牛乳 本みりん　片栗粉　じゃがいも　ホットケーキ粉　マヨネーズ 生姜　人参　胡瓜　コーン缶　もずく　果物

280 11 11.3 272 0.7

19 金
三枚肉　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　油 　玉葱　ねぎ　胡瓜　人参　小松菜　しめじ　干椎茸

515 23.6 9.5 156 2.4

20 土
デリカウインナー　絹ごし豆腐　みそ 中華麺　本みりん　胡麻　三温糖　ごま油　おいもステック（さつまいも）炒り胡

麻　焼きそばソース
キャベツ　ピーマン　人参　ねぎ　小松菜　胡瓜　しめじ

501 20.4 8.7 414 3.1

21 日

22 月
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　ｽｷﾑﾐﾙｸ　油揚げ　麩　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　白ごま　三温糖　生ｸﾘｰﾑ のり佃煮　にんにく　人参　玉葱　ねぎ　胡瓜　干しひじき　ニラ　果物

605 25.9 15.3 389 3.8

23 火

24 水
鶏挽肉　木綿豆腐　味噌　ポーク缶　ベーコン　スキムミルク　普通牛乳　ＥＭ牛
乳　卵

胚芽米　もちきび　米粒麦　パン粉　薄力粉　さつまいも　無塩バター　三温糖
油　片栗粉　白ごま　シークヮーサーゼリー

玉葱　ゴーヤー　人参　しめじ　パセリ
519 25.9 12.8 290 1.8

25 木
ホキ　ツナ缶　卵　油揚げ　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　マヨネーズ　本みりん ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　玉葱　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　小松菜　ニラ　もずく　果物

550 27.5 15.2 366 2

26 金
鶏モモ肉　ツナ缶　一口チーズ　卵　普通牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　オリーブ油　　カレールゥ　いちごフ

ルーチェ
玉葱　人参　キャベツ　ブロッコリー　胡瓜　ねぎ

512 13.8 11.7 64 1.9

27 土
デリカウインナー　鮭フレーク　ｼﾗｽ　絹ごし豆腐　みそ 精白米　三温糖　トマトケチャップ　アメリカンドッグ　りんごカルゲン ねぎ　胡瓜　えのき　果物

480 23.4 8.4 335 1.7

28 日

29 月
豚挽き肉　シラス　沖縄豆腐　　卵　ﾂﾅ缶　かつお節　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ＥＭ牛乳 精白米　片栗粉　油　ごま油　三温糖　食パン　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　白ごま　麻婆豆腐の素 生姜　胡瓜　人参　長ねぎ　大根　ニラ　えのき　ねぎ　乾燥わかめ　果物

601 29.7 18.8 449 4.5

30 火
ポーク缶　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　三温糖　　さつま芋　もちこ　むぎ粉

黒砂糖粉
キャベツ　人参　玉葱　ニラ　ねぎ　乾燥わかめ　果物

555 22.8 14.2 138 4

☆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 
 

  

 
梅雨の時期に入り、雨の日が多くなり、子ども達にとってはなかなか外で遊べない日が続いていま

す。この時期は食中毒が流行る時期でもありますので、食品の衛生管理には気をつけていきたいで

すね。 

 また、全国で相次ぐ新型コロナウィルスの感染拡大でお子さんや、保護者の皆様も心配や不安の 

中で過ごされているかと思います。「手洗い・うがい・睡眠」そして「食事」をしっかりとり、 

免疫を高めてコロナウィルスに感染しない、負けない体を作っていきましょう！ 

 
  
         ☆たまご（たんぱく質・ビタミンＡ・ビタミンＢ12・ 

葉酸・鉄などを含む栄養豊富な食材です。中でも 
ビタミンＡは粘膜を作る栄養素。菌やウィルスと 
最前線で闘う粘膜を丈夫にしてくれます。） 
 

☆緑黄色野菜（たまごと同様にビタミンＡが豊富です。スープ 
や炒め物、お子さんの好きなシチューやカレーなどで食べるのが 
おすすめです。脂溶性ビタミンなので油で調理すると吸収率アップ！） 
 
☆ヨーグルト（ヨーグルトに含まれる「善玉菌」がいい仕事をして 
くれます。善玉菌が腸内で増えると腸内環境が良くなり、免疫細胞が 
活発に働くようになるそうです。はちみつやバナナと一緒に食べると 
効果的です。）（注意：はちみつは１歳未満のお子さんには与えないで 
下さい） 

 
保育園生活も再スタートし、小さな畑ではありますが、子ども 

達の栽培活動もスタートしました！今回はひまわり組さんに 

オクラ・ピーマン・きゅうり・トマト・スイカの苗を植えてもらい 

ました。釜を使い土作りにもチャレンジしたり、お友達と一緒に 

苗植えを楽しんだひまわり組の子ども達でした！ 

☆今回は初めてのスイカにチャレンジです！皆でスイカ割りできる位 

成長しますように！お楽しみに！！ 

 

免疫を高める食材の一部を紹介します！ 
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	カレンダー型

	02
	リスト型
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