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月

2

かぶとおにぎり(味噌)
手羽元のマーマレード煮

むぎちゃ

茹でとうもろこし
野菜ｽｰﾌﾟ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾗｯｶｰ
給食用ｱｲｽｸﾘｰﾑ(90)

火

3

豆苗スープ
憲法記念日 みどりの日

金

5 6

木水

4

ほうれん草のナムル

さかなそぼろご飯
豆腐とコーンのスープ

ごまじゃこサラダ
豚肉生姜焼き

こどもの日 胚芽ご飯

果物

いもド-ナツ ハッシュポテト

一口ゼリー

10

土

7

りんごカルゲンEM牛乳

12 13 14

胚芽ご飯 スパゲティミートソース 大豆ご飯

胡瓜とわかめの酢の物 じゃがいも炒め ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 野菜炒め

11

麻婆豆腐 赤魚の照り焼き 南瓜のモズクあんかけ
胚芽ご飯

9

胚芽ご飯 たけのこご飯
温野菜サラダ魚のごまダレ焼き もやしの味噌汁
レタススープ 大根のレモン漬け

一口チーズ そうめん汁 果物 果物かき卵汁 小松菜と油揚げの味噌汁

EM牛乳 EM牛乳EM牛乳 EM牛乳
ポンデケージョ アガラサー くずもち きなこトースト おにぎり（みそ） やきいも

むぎちゃ まめぴよ

1816 17 21
おべんとう

19 20

ゆし豆腐(ねぎ） 魚の甘酢あんかけ 鯖のカレーピカタ
もずく丼 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 昆布ごはん

和風ハンバ-グ じゃがいもの味噌汁

しめじとそうめんの味噌汁
おかか和え マセドアンサラダ 拌三絲 ゴーヤーチャンプルー 春雨ナムル(もやし)

もずく蒸しパン ヨーグルトのスフレケーキさつまいもソフトクッキー ぜんざい（金時）

果物 アーサ汁（ちくわ） オニオンスープ
オレンジゼリー果物

ピザポテト カルシウムパン
EM牛乳 むぎちゃ EM牛乳 オレンジジュ-ス EM牛乳 豆乳

2523 24 2826 27

茹でとうもろこし 豆腐の肉味噌あんかけ 魚のチーズ揚げ タンドリーチキン
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 食パン きのこご飯

鮭のムニエル とろろ昆布汁

ホワイトシチュー 付け合せトマト
きのこの清まし汁 ゴーヤーサラダ（パイン） くーぶいりちー 人参しりしりー グリーンサラダ 小松菜の和え物

チーズ蒸しパン スイートポテトスコ-ン たかはしもち

果物 麩とねぎの清まし汁 青梗菜とエノキの味噌汁 わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ)
果物果物

わかめおにぎり シリアルクッキー

果物
EM牛乳 EM牛乳 豆乳 味付けいりこ むぎちゃ カルゲン

EM牛乳

30 31

魚の有馬焼き 松風焼
胚芽ご飯 胚芽ご飯

冬瓜と小松菜の味噌汁 コーンスープ
切干サラダ きんぴら炒め

ふむふむ きなこクッキー

果物 固形ヨーグルト

EM牛乳 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。



2016年 5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 日

2 月
みそ　ﾂﾅ缶　手羽元　大豆水煮 精白米　油　三温糖　本みりん　片栗粉　ｱｲｽｸﾘｰﾑ 焼きのり　胡瓜　ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ(低糖)　ﾄｳﾓﾛｺｼ　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　しめじ

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金
豚肩ﾛｰｽ　ｼﾗｽ　絹ごし豆腐　卵　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　白ごま　ごま油　三温糖

さつま芋　ﾎｯﾄｹｰｷ粉
玉葱　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　胡瓜　トウミョウ　しめじ

7 土
鮭フレーク　絹ごし豆腐　ﾛｰｽﾊﾑ 精白米　ごま油　三温糖　片栗粉　胡麻　　八ッシュポテト　りんごカルゲン 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　　生姜　ｺｰﾝ　玉葱　　ﾎｳﾚﾝ草　もやし　　果物

8 日

9 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｼﾗｽ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　ポンデＱミックス 長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　胡瓜　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　ねぎ

10 火
赤魚　豚肩ﾛｰｽ　油揚げ　味噌　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　じゃがいも　　薄力粉　黒砂糖粉

ちんびんミックス
生姜　人参　にんにく　ﾆﾗ　小松菜

11 水
豚挽肉　大豆水煮　一口チーズ　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　片栗粉　芋くず　タピオカ粉　黒砂糖粉 人参　ゆで筍　ねぎ　西洋南瓜　玉葱　もずく　ﾊﾟｾﾘ　果物

12 木
ﾎｷ　豚ﾓﾓ肉　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　胡麻　そうめん(乾)

食ﾊﾟﾝ　有塩バター
ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　人参　生椎茸　しめじ　ねぎ

13 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾍﾞｰｺﾝ　かつお節　ツナ缶 スパゲッティ(乾)　無塩バター　オリーブ油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　精白米　油 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　西洋南瓜　ﾚﾀｽ　しめじ　ｶﾗｼ菜　果物

14 土
国産大豆　鶏ﾓﾓ肉　みそ　まめぴよ（豆乳） 精白米　おつゆ麩　三温糖　焼き芋 干しひじき　人参　ﾆﾗ　もやし　ねぎ　大根　胡瓜　レモン　レモン汁　果物

15 日

16 月
豚挽肉　卵　ゆし豆腐　みそ　削り節　豆乳　スキムミルク　普通牛乳 精白米　ごま油　三温糖　さつまいも　薄力粉　無塩バター もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ねぎ　大根　胡瓜　キャベツ　果物

17 火
ﾎｷ　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　竹輪 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ

金時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦
玉葱　胡瓜　人参　ｺｰﾝ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　果物

18 水
鯖　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　国産大豆　味付けいりこ　ＥＭ牛乳　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　　油　春雨　胡麻　ごま油　ｈ　三温糖　片栗粉

ホットケーキ粉
胡瓜　もやし　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ

19 木
ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　普通牛乳 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　ﾎｯﾄｹｰｷ粉　幼児オレンジ ﾚﾓﾝ汁

20 金
鶏挽肉　沖縄豆腐　卵　みそ　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　白ごま　ごま油　三温糖

さつま芋　ﾎｯﾄｹｰｷ粉
玉葱　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　胡瓜　トウミョウ　しめじ

21 土
豚ﾓﾓ肉　みそ　豆乳　スキムミルク 精白米　油　じゃがいも　緑豆春雨　ごま油　三温糖　食パン　生クリーム　上

白糖
昆布(乾)　人参　玉葱　みつ葉　もやし　胡瓜　ﾌﾟﾙｰﾝ

22 日

23 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　普通牛乳　卵　ＥＭ牛乳 精白米　油　じゃがいも　薄力粉　無塩バター 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　えのき　しめじ　ねぎ　とうもろこし　果物

24 火
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ごま油　おつゆ麩　さつま芋　もちこ　む

ぎ粉　黒砂糖粉
生姜　長ねぎ　ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾟｲﾝ　人参　玉葱　ねぎ　果物

25 水
ﾒﾙﾙｰｻ　卵　粉ﾁｰｽﾞ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　プロセスチーズ　スキムミルク
普通牛乳　豆乳

胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　パン粉(乾)　本みりん　油　ホットケーキ粉 刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　えのき　果物

26 木
鶏ﾓﾓ肉　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　ごま油　さつま芋　三温糖　無塩バター　生ｸﾘｰ

ﾑ(植物性)
にんにく　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　乾燥わかめ　えのき　ねぎ

27 金
鮭　ﾂﾅ缶　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　豚ﾓﾓ肉 食ﾊﾟﾝ　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　じゃがいも　精白米　本みりん ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　胡瓜　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　乾燥わかめ

28 土
鶏ﾓﾓ肉 　卵　スキムミルク 精白米　本みりん　薄力粉　無塩バター　三温糖　フルーツグラノーラ　りんご

カルゲン
しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　根みつば　とろろ昆布　みつ葉　胡瓜　小松
菜　ﾄﾏﾄ　果物

29 日

30 月
鯖　ﾂﾅ缶　みそ　スキムミルク　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　胡麻　三温糖　生クリーム　上白糖 生姜　にんにく　切り干し大根　胡瓜　人参　冬瓜　小松菜　果物

31 火
鶏挽肉　沖縄豆腐　　ﾍﾞｰｺﾝ　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　きな粉　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　胡麻　片栗粉　薄

力粉　有塩バター　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖
玉葱　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　しらたき　ﾆﾗ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ　ﾌﾟﾙｰﾝ

☆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 ５月 
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つくしんぼ保育園本園の園庭にもこいのぼりが元気に泳ぎはじめました。こいのぼ

りを見上げて大喜びの子供たちは「こいのぼり」の歌を歌ったり、「届くかな」と手

を伸ばしてみたり！！かわいい子供たちです。今月もいっぱい食べて、こいのぼり

のように元気いっぱい過ごしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の園、各クラスの食育目標をお知らせします！ 

園の食育目標 感謝の心を持ち、みんなで食べる事を楽しめる子 

各クラスの食育目標は保育課程に基づいてⅠ期 4月～6月の目標を記載します。 

0歳児 も  も組  一人ひとりの成長、発達に合わせて離乳食を進める。食事に対する意欲が高まる。 

1歳児  ちゅうりっぷ組 
子ども一人一人の食事量、食べ方を把握し、楽しい雰囲気の中で咀嚼する事を

意識し食事する。 

2歳児 たんぽぽ組 
楽しい雰囲気の中でスプーンやフォークを使って自分で食べる。簡単な当番活

動をする。 

3歳児 ゆ  り組  
給食の準備、片付けの仕方を知る。保育者や友達と、楽しい雰囲気の中で適量

を無理せず食べる。 

4歳児 さくら組  野菜の栽培や収穫を通して、食べ物に興味、関心を持つ。 

5歳児 ひまわり組 食事のマナーを守り、時間の見通しをもちながら楽しく食べる。 

 

弁当会での おねがい 

☆２歳児以上のお子様は弁当会で

ランチョンマットを使用しま

す！！準備お願いします。 

☆年齢にあった食べやすい 

大きさ、量を入れてください。 

子どもたちは お弁当が大好きです。

愛情込めた弁当作り                                

ありがとうございます。 
 

畑にひまわり組、さくら組がピーマン、

オクラ、ナス、キュウリの苗を植えま

した。子供たちはお水をあげたり育っ

ていく様子を見て、喜んでいます。 

「端午の節句」に食べるかしわ餅。かし 
わという植物は、新芽が出て大きく育つま

で古い葉が落ちないことから、子孫繁栄（家

系が途切れない）という意味が込められて

います。また、5 月 5 日はこどもの日でも

あり、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸

福をはかるとともに、母に感謝する日」と

して制定されました。親子でかしわ餅を食

べるのもよいですね。 
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