
2016年 7月 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。

プレミアムクラッカー

おにぎり（ツナみそ） ウインナードック

グリーンサラダ

EM牛乳 ＥＭ牛乳 黒ごまプリン EM牛乳 むぎちゃ まめぴよ
ふむふむ ポンデケージョ

果物
ハッシュポテト

果物 アーサ汁 マセドアンサラダ 果物
春雨サラダ ウンチェーの中華炒め フラワー蒸し もやしの味噌汁 青菜と玉葱の味噌汁

豆苗の味噌汁

食パン 大豆ごはん
鮭のムニエル ｵｸﾗのおかか和え

ポタージュスープ 果物

29

ちむしんじ 魚の甘酢あんかけ 海苔佃煮 炒り豆腐
納豆ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 さかなそぼろご飯

25 26 302827

きなこトースト スコ-ン
むぎちゃ EM牛乳 りんごジュ-ス EM牛乳 カルゲン

たかはしもち マフィンケーキフルーツ白玉

麩とｴﾉｷの清し汁 冬瓜とｴﾝｻｲの味噌汁 果物
海の日 胡瓜とわかめの酢の物 カボチャサラダ 野菜スープ とろろ昆布汁

おべんとう 鮭じゃこご飯
豆腐ちゃんぷるー

果物

22

麻婆豆腐 魚の西京焼き ひじきともやしのサラダ
胚芽ご飯 おくらかけご飯 ミートスパゲティー

18 19 232120

スイートポテト フルーチェ
豆乳 むぎちゃ EM牛乳 EM牛乳 EM牛乳

果物

ちんすこう ヒラヤーチーシリアルクッキー くずもち

果物 星の子汁 アーサ汁 中華風コーンスープ
固形ヨーグルト 果物

きのこの清まし汁 もずく和え ひじき炒め ゴーヤーチャンプルー わかめのすまし汁 切干大根サラダ

夏野菜ｶﾚｰ ごぼうピラフ
ｺｰﾝと胡瓜のｻﾗﾀﾞ 豆腐の清し汁

一口チーズ 果物

15

とうもろこし 豆腐のカレーあんかけ 魚のごまダレ焼き 鶏のさっぱり煮
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

12 16141311

蒸しパン ソーメンタシヤ― プリン
リッツクラッカー

青梗菜とエノキの味噌汁

EM牛乳 むぎちゃ豆乳 むぎちゃ
さつまいもソフトクッキー 冷しぜんざい

果物 固形ヨーグルト 七夕星のデザート

つくしんぼまつり
キャベツサラダ

もずく汁 星の麩すまし汁 南瓜の味噌汁

胚芽ご飯 炊き込みご飯
お魚ハンバーグ星のミートローフ

果物 パパイヤサラダ ゴーヤーサラダ コロコロソテー

6

わかめスープ 豆腐と海老のｹﾁｬｯﾌﾟ煮 ウィンナー添え
キッズビビンバ

4 9

胚芽ご飯 胚芽ご飯

まめぴよEM牛乳

7 85

土

2

果物

きなこクッキー アガラサー

りんごサラダ

焼きそば
とうがんスープ

マカロニスープ
トマトとおくらの酢醤油和え

もずく丼

木水 金

1

一口チーズ

火
うるま市役所/つくしんぼ保育園

月



2016年 7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 金
豚挽肉　卵　ｼﾗｽ　ﾍﾞｰｺﾝ　一口チーズ　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　三温糖　マカロニ　薄力粉　有塩バター　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ﾄﾏﾄ　ｵｸﾗ　胡瓜　玉葱

553 17.6 17.5 162 1.8

2 土
豚ﾓﾓ肉　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　まめぴよ（豆乳） ゆで中華麺　油　片栗粉　ごま油　三温糖　油　ちんびんＭＩＸ 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　青のり　冬瓜　ねぎ　りんご　胡瓜　ﾚｰｽﾞﾝ　ﾚﾓﾝ汁

オレンジ 500 20.8 7.8 324 1.5

3 日

4 月
豚挽肉　鶏挽肉　ウズラ卵　普通牛乳　豆乳　豆乳 精白米　油　三温糖　ごま油　薄力粉　無塩バター さつまいも 長ネギ　生姜　にんにく　もやし　人参　小松菜　ミニトマト　乾燥ワカメ　え

のき　ネギ　果物 568 21.8 11.1 130 5.2

5 火
豚挽肉　沖縄豆腐　カニ風かまぼこ　味噌 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　片栗粉　胡麻　金時豆　黒砂糖　白玉

粉　押麦
玉葱　人参　　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ　にんにく　生姜　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　胡瓜　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　えのき
果物 521 18.5 9.1 208 4

6 水
　竹輪　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　味噌　普通牛乳　スキムミルク　ウインナー　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ごま油　片栗粉　ホットケーキ

粉　上白糖　カレールゥー
生姜　ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾟｲﾝ　人参　玉葱　じゃがいも　もずく　果物

598 24 18 345 1.7

7 木
合挽肉　卵　ｳｲﾝﾅｰ　はんぺん　星型の麩　ﾂﾅ缶 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　薄力粉　じゃがいも　そうめん(乾) 玉葱　人参　ｵｸﾗ　ｺｰﾝ　しめじ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｱｰｻ(乾)　ｷｬﾍﾞﾂ　ねぎ

519 17.5 13.5 59 2.2

8 金
鱈　沖縄豆腐　麩　味噌　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　オリーブ油　プリ

ン　リッツクラッカー
玉葱　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　日本南瓜　ねぎ

575 24.4 10.9 373 2.8

9 土 440 19.2 9.3 361 2.8

10 日

11 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　普通牛乳　卵　スキムミルク　豆乳 薄力粉　上白糖　無塩バター　フルーツグラノーラ 玉葱　レタス　トマト　えのき　しめじ　ねぎ　茹でとうもろこし　果物

515 16.7 15.2 217 4.5

12 火
沖縄豆腐　豚挽肉　卵　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　片栗粉　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ　炒り胡麻

三温糖　有塩バター
人参　玉葱　しめじ　さやいんげん　もずく　胡瓜　ﾚﾓﾝ汁　ｵｸﾗ　果物

662 25.8 19.3 367 3

13 水
ﾎｷ　油揚げ　むき枝豆　チキアギｰ　木綿豆腐　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　すり胡麻　油　薄力粉 干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　もずく

422 18.4 9.9 208 3.1

14 木
手羽元　卵　かつお節　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　片栗粉　　薄力粉 にんにく　生姜　ｺﾞｰﾔｰ　玉葱　人参　もやし　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ねぎ　ニラ　果物

628 25.2 17 319 2.5

15 金
豚ﾓﾓ肉　絹ごし豆腐　一口チーズ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　油　じゃがいも　薄力粉　有塩バター　オリーブ油

さつま芋　三温糖　無塩バター　生ｸﾘｰﾑ(植物性)
人参　玉葱　ﾍﾁﾏ　茄子　南瓜　コーン　胡瓜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　ｷｬﾍﾞﾂ　乾燥わかめ　ねぎ

623 23.4 18.5 410 2

16 土
ﾍﾞｰｺﾝ　絹ごし豆腐　普通牛乳 精白米　ごま油　上白糖　本みりん　三温糖　いちごフルーチェ ｺﾞﾎﾞｳ　ﾋﾟｰﾏﾝ　えのき　ねぎ　もずく　胡瓜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　果物

407 14.5 8.5 291 1.3

17 日

18 月

19 火
沖縄豆腐　豚挽肉　味噌　ｼﾗｽ　麩 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　上白糖　白玉粉 長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　胡瓜　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　ねぎ　えのき　ﾊﾞ

ﾅﾅ　ﾐｶﾝ　ﾊﾟｲﾝ　黄桃 469 18.1 9.1 138 2.3

20 水
鮭　味噌　ﾛｰｽﾊﾑ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　三温糖　マカロニ　マヨネーズ　タピオカ粉　いも

くず粉　黒砂糖粉
ｵｸﾗ　のり佃煮　生姜　西洋南瓜　胡瓜　冬瓜　ｳﾝﾁｪｰ

494 18.9 11.9 116 1.8

21 木
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾂﾅ缶　ﾍﾞｰｺﾝ　ｼﾗｽ　卵 スパゲッティ(乾)　油　オリーブ油　三温糖　ごま油　片栗粉　精白米　薄力粉

無塩バター　幼児りんごジュース
茄子　人参　玉葱　にんにく　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　干しひじき　もやし　胡瓜　しめじ
果物 289 11.9 10 287 0.9

22 金
きな粉　ＥＭ牛乳 食パン　三温糖　無塩バター

595 18.2 14.5 76 3.4

23 土
鮭　ｼﾗｽ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　卵 精白米　炒め油　おつゆ麩　薄力粉　無塩バター　　カルゲン ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　とろろ昆布　ネギ　果物

487 24 8.1 357 3.8

24 日

25 月
豚レバー　豚肩ロース　納豆　麩　生クリーム　スキムミルク　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　えのき　しめじ　ねぎ　ﾌﾟﾙｰﾝ　果物

594 21.7 15.3 390 1.8

26 火
ﾒﾙﾙｰｻ　牛肩肉 絹ごし豆腐　卵　　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　春雨　ごま油　ポン

デＱミックス
玉葱　ｳﾝﾁｪｰ　人参　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ　にんにく　長ねぎ　干椎茸　ｱｰｻ(乾)　ねぎ

636 29.1 21.3 437 3

27 水
豚挽肉　鶏挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　味噌 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　片栗粉　じゃがいも　マヨネーズ

黒ごまプリン　リッツクラッカー
味付けのり　玉葱　ｺｰﾝ　胡瓜　人参　トウミョウ　しめじ　えのき　果物

603 23.8 16.4 322 2

28 木
鯖　沖縄豆腐　鶏挽肉　卵　味噌　普通牛乳　　EM牛乳 精白米　ごま油　三温糖　油　本みりん　おつゆ麩　ハッシュポテト 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　生姜　干椎茸　こんにゃく　玉葱　もやし　ねぎ　ﾚｰｽﾞﾝ　果物

658 28.1 20.1 368 2.8

29 金
鮭　ﾂﾅ缶　普通牛乳　生ｸﾘｰﾑ　味噌 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　じゃがいも　精白米　三温糖 ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　胡瓜　　玉葱　焼きのり

580 22 18.2 124 1.8

30 土
国産大豆　削り節　米味噌　まめぴよ（豆乳） 精白米　ウインナードッグ 干しひじき　人参　ｵｸﾗ　玉葱　小松菜　ミニトマト　果物

409 15.6 4.5 346 2.3

31 日

☆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



（ゆり組・たんぽぽ組）畑のきゅうり収穫のお手伝い。

その後みんなで試食をしました！！苦手な子も今日

は進んで食べています☆ 

 
 

７月 食 育 だより 
                                  発行：西平 

 
暑い季節がやってきました！！汗をかく毎日には、熱中症にも注意が必要です。1

度にたくさんの量を飲むのではなく、こまめに水分補給をしましょう。 

今月はつくしんぼまつりや子ども達が大好きなプール遊びが待っています。楽しい

夏を乗り切るためにも、規則正しい食生活と十分な睡眠を心がけましょう！！  
                                                       

                    

 

  

（ひまわり組）味噌汁作り！！畑で植えたネギを収穫して、 

自分たちでかつお節を削り１から作りました(^O^)クッキング

を経験することで、調理する楽しさ、大変さを知り、作ってく

れる人への感謝の気持ちも芽生えたでしょう。 

 

畑の様子。花が咲いて、実が

なり、子供たちは「大きいき

ゅうりだ！！なすだ！」と畑

の観察を楽しんでます！！ 

熱中症予防に効く食べ物 

暑い夏場はこまめな水分補給の他、普段から熱中

症予防のための栄養素の摂取を心がけましょう。 

○カリウム（バナナ、ジャガイモ、干しひじき、

ほうれんそうなど）…カリウムが不足すると細胞

内に脱水症状を引き起こします。日常的に摂るこ

とで熱中症にかかったときの回復力を高めるこ

とが可能になります。 

○ビタミンＢ１（豚肉、うなぎ、のり、乾燥大豆

など）…食欲不振解消と倦怠感を少なくする働き

があります。 

○クエン酸（レモン、グレープフルーツ、梅干し、 

食酢など）…疲労回復に効果を発揮します。 
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