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ふりかけご飯
豚汁

胡瓜とわかめの酢の物
果物

きなこトースト
EM牛乳 冷しぜんざい

火

2

胚芽ご飯
味付けのり

レタスの味噌汁
魚の香り焼き

カボチャサラダ
豆苗スープ

果物

ピーマンの細切炒め
中華風コーンスープ

果物

金
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木

ココアちんすこう
EM牛乳

固形ヨ-グルト

水
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胚芽ご飯
魚のごまダレ焼き

キャベツサラダゴーヤーサラダ

くふぁじゅーしー
アーサ汁

切干しいりちー
魚のピザ焼

胚芽ご飯 胚芽ご飯
和風ハンバーグ

ポンデケージョ たかはしもち フルーチェ

きのこと麩の味噌汁
果物

9

土

6

リッツクラッカ-豆乳 EM牛乳

11 12 13

胚芽ご飯 もずく丼

果物 オクラのおかか和え 人参しりしりー

10

わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ) 魚のカレー揚げ 豚肉の生姜焼
キッズビビンバ

8

胚芽ご飯 胚芽ご飯
魚の西京焼き スティク胡瓜

ヘチマのチャプスイ ゆし豆腐
ポテトスープ 山の日 アーサ汁 果物冬瓜のみそ汁

EM牛乳EM牛乳 豆乳
シリアルクッキー スイートポテト もずくのひらやーち プリン ツナサンド

クラッカ-サンド むぎちゃ
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麻婆豆腐 もずくの和え物 グリーンサラダ 魚の甘酢あんかけ
胚芽ご飯 三色丼 カレーライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 さかなそぼろご飯

松風焼 豆腐とコーンのスープ

はんぺんと青梗菜の清し汁 果物
トマトとおくらの酢醤油和え 野菜スープ とろろ昆布汁 茄子のそぼろ煮 春雨サラダ きゅうりの土佐酢和え

蒸しパン ゴーヤー入りスコーンさつまいもソフトクッキー フルーツ白玉

ｴﾉｷとﾓﾔｼのｽｰﾌﾟ 一口チーズ 果物 じゃが芋の味噌汁

冷やしそうめん やきいも
EM牛乳 むぎちゃ 豆乳 カルゲン むぎちゃ まめぴよ

2422 23 2725 26

とうもろこし 魚の照焼き ハンバ-グ おべんとう
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 なすのミートスパゲティー 鮭じゃこご飯

コ-ルスロ-サラダ 麩チャンプルー

固形ヨ-グルト 果物
へちまの味噌汁 ゴーヤーチャンプルー ヒジキとモヤシのサラダ 大豆スープ 豆腐の清し汁

野菜てんぷら ヨーグルトケーキきなこクッキー くずもち

果物 もずくのみそ汁 きのこの清まし汁
給食用ｱｲｽｸﾘｰﾑ

鮭おにぎり じゃこトースト
EM牛乳 むぎちゃ EM牛乳 りんごジュース むぎちゃ りんごカルゲン

3129 30

ちむしんじ 豆腐とカニカマのｹﾁｬｯﾌﾟ煮 鯖の梅味噌焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

果物
果物 青梗菜とエノキの味噌汁 もやしの味噌汁

春雨サラダ パパイヤサラダ ひじき炒め

とうもろこしふむふむ もずく蒸しパン
EM牛乳 EM牛乳 一口チーズ

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



2016年 8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　卵　豚肩肉　みそ　削り節　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　じゃがいも　食パン　有塩バター　三温糖 もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ｺﾞﾎﾞｳ　干椎茸　こんにゃく　ねぎ　ｵｸﾗ　果物

600 26.6 13.3 343 2.6

2 火
鯖　ﾛｰｽﾊﾑ　鶏ﾓﾓ肉 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　金時豆　黒砂糖

白玉粉　押麦
味付けのり　にんにく　西洋南瓜　胡瓜　トウミョウ　しめじ　果物

655 20 21.5 82 3.1

3 水
ﾎｷ　豚ﾓﾓ肉　卵　かつお節　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　すり胡麻　じゃがいも　片栗粉

油　片栗粉　ココア
ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　もやし　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　果物

544 31.8 13.5 384 2.3

4 木
鶏挽肉　沖縄豆腐　普通牛乳　卵　みそ　固形ヨーグルト　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　本みりん　ごま油　三温糖　おつゆ

麩　薄力粉　全粒粉　無塩バター　ポンデＱミックス
玉葱　ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾟｲﾝ　人参　しめじ　えのき　ねぎ　ﾊﾞﾅﾅ

603 29 16.9 368 2.6

5 金
ｷﾝｸﾞ　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　豚肩ﾛｰｽ　かつお節　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　オリーブ油　本みりん　さつま芋　も

ちこ　むぎ粉　黒砂糖粉
玉葱　切り干し大根　人参　干椎茸　こんにゃく　ﾆﾗ　ﾚﾀｽ　えのき　果物

669 29.8 13.7 411 3.8

6 土
豚ﾓﾓ肉　ゆし豆腐　豚挽肉　普通牛乳 精白米　本みりん　ごま油　片栗粉　オリーブ油　三温糖　フルーチェ（苺）

リッツクラッカー
干椎茸　干しひじき　人参　ねぎ　ｱｰｻ(乾)　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ﾌﾟﾙｰﾝ

536 21.2 11.3 327 2

7 日

8 月
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　絹ごし豆腐　スキムミルク　卵　　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　フルーツグラノーラ　薄力粉　無塩バター　三温

糖
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　ﾄｳﾓﾛｺｼ　果物 491 24.7 14.9 402 2.4

9 火
ホキ　卵　ｼﾗｽ　鶏ﾓﾓ肉　みそ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　三温糖　さつま芋　無塩バター　生ｸﾘｰ

ﾑ
胡瓜　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　冬瓜　人参　ねぎ

422 18.4 8.6 82 1.6

10 水
豚肩ﾛｰｽ　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　かつお節　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　油　じゃがいも　薄力粉 生姜　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　ねぎ　ニラ

630 25.9 20.7 339 1.7

11 木

12 金
鮭　みそ　沖縄豆腐　卵　竹輪　ﾂﾅ缶　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　ごま油　片栗粉　薄力粉　プリン

リッツクラッカー　苺ジャム　クリームチーズ
生姜　ﾍﾁﾏ　人参　にんにく　長ねぎ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　もずく　ﾆﾗ

544 29.3 16.9 339 2.6

13 土
鶏ﾓﾓ肉　みそ　削り節　ゆし豆腐 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　じゃがいも　胡麻　五穀かりんとう ピーマン　ねぎ　胡瓜　人参　ｺｰﾝ　果物

523 22.6 13.3 114 3.6

14 日

15 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｼﾗｽ　竹輪　スキムミルク　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　薄力粉　無塩バター　さ

つまいも
長ねぎ　人参　ﾆﾗ　生姜　にんにく　ﾄﾏﾄ　ｵｸﾗ　えのき　もやし　糸きりわかめ

508 24.7 11.8 357 2.4

16 火
鶏挽肉　卵　国産大豆(ゆで)　一口チーズ 精白米　本みりん　油　ごま油　三温糖　上白糖　白玉粉 生姜　小松菜　もずく　胡瓜　ﾚﾓﾝ汁　人参　もやし　玉葱　ﾊﾞﾅﾅ　ﾐｶﾝ　ﾊﾟｲﾝ

黄桃 493 20.8 11.6 215 2.8

17 水
ﾂﾅ缶　普通牛乳　スキムミルク　豆乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　薄力粉　油　有塩バター　オリーブ油

ホットケーキ粉　上白糖
人参　西洋南瓜　玉葱　りんご　にんにく　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　胡瓜　とろろ昆布
ねぎ　黄桃 580 16.1 14.6 311 1.9

18 木
ﾎｷ　豚挽肉　みそ　卵　ｽｷﾑﾐﾙｸ 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　本みりん　じゃがい

も　無塩バター　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　生ｸﾘｰﾑ　カルゲン
玉葱　茄子　人参　干椎茸　生姜　ねぎ　乾燥わかめ　ﾊﾞﾅﾅ　ｺﾞｰﾔｰ

199 7.2 6.7 50 1.9

19 金
鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　ﾂﾅ缶　はんぺん 　油　　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　精白米　そうめん 玉葱　もやし　胡瓜　人参　　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　オクラ　トマト　ミカン缶

581 21.2 13.6 133 2.8

20 土
鶏挽肉　絹ごし豆腐　まめぴよ（豆乳） 精白米　ごま油　三温糖　片栗粉　焼き芋 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　ねぎ　生姜　玉葱　ｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ　胡瓜　梅干　果物

520 17.6 10.9 312 1.8

21 日

22 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　普通牛乳　沖縄豆腐　みそ　ﾂﾅ缶　きな粉　卵　とうもろこ
し　ＥＭ牛乳

精白米　油　じゃがいも　薄力粉　無塩バター　三温糖 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　ﾍﾁﾏ　果物　パプリカ（赤）　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｺｰﾝ
636 25 16.3 369 2.5

23 火
赤魚　卵　竹輪　味噌　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　ｱｲｽｸﾘｰﾑ　黒砂糖粉　三温糖　芋くず

粉　タピオカ
生姜　ｺﾞｰﾔｰ　玉葱　人参　もやし　もずく　ねぎ　ﾌﾟﾙｰﾝ

741 28.5 21.7 416 2.2

24 水
合挽肉　卵　ﾂﾅ缶　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　薄力粉　三温糖　ごま油 玉葱　人参　ｵｸﾗ　干しひじき　もやし　胡瓜　えのき　しめじ　ねぎ　ニラ

496 20.7 12.4 295 3.5

25 木
普通牛乳　生クリーム ヨーグルト　砂糖　無塩バター　プレミアムクラッカー　幼児りんごジュース みかん缶

686 27.6 22 361 1.7

26 金
合挽き肉　国産大豆（ゆで） 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　胡麻　春雨　スパゲッティ

マヨネーズ　固形ヨーグルト
玉葱　もやし　茄子　人参　トマト　さやいんげん　キャベツ

447 18.2 9.9 122 2.4

27 土
鮭　ｼﾗｽ　麩　豚肩ﾛｰｽ　絹ごし豆腐　ピザチーズ　豆乳 精白米　油　食パン　マヨネーズ ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　えのき　果物

524 21.9 14.4 297 2.7

28 日

29 月
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　卵　麩　生ｸﾘｰﾑ　スキムミルク　ＥＭ牛
乳

胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　薄力粉　油　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 にんにく　人参　玉葱　ねぎ　西洋南瓜　ﾐﾆﾄﾏﾄ　果物
669 25.9 18.6 343 3.6

30 火
豚挽肉　沖縄豆腐　カニかまぼこ　みそ　卵　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　片栗粉　胡麻　無塩バター　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖

薄力粉　ホットケーキ粉
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
もずく 583 24.6 16.4 416 2.9

31 水
鯖　みそ　油揚げ　むき枝豆　チキアギｰ　一口チーズ　とうもろこし　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　白ごま　油 梅干　干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　もやし　しめじ　ねぎ

果物 552 22.5 21.4 334 3

☆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



（ゆり組クッキング）ヒラヤーチー作り！！ 

混ぜたり、裏返したり楽しみました。 

 

 食 育 だより 発行：西平 

 
 

まだまだ暑い日が続いていますが、食欲は大丈夫でしょうか。夏バテに負けない

体づくりを取り組んでいきましょう。夏バテ防止にはたんぱく質やビタミンを摂取

することが重要！豚肉・レバー・枝豆・豆腐・うなぎなどには多くの栄養が入って

います。多く取り入れていきたいですね。 

８月には、さくら組の体験学習・運動会練習が始まります！！暑さを吹き飛ばし、

元気いっぱい過ごせるよう今月も子ども達の食を支えていきましょう。 

                                                       
第Ⅱ期（7 月～9月）の各クラスの食育目標をお知らせします 

0 歳児 もも組 ・食べ物の種類や量が増えて、薄味や色々な形態に慣れる。  

・自分で食べる意欲を育て、離乳食へと移行できるようにする。          

1 歳児     

ちゅうりっぷ組 
・正しくスプーンやフォークを持ち、姿勢よく食べる事が出来るよ

うにする。 

2 歳児  

たんぽぽ組 

・食欲が減退してくる時期なので、子どもの状況に応じて量を加減

し、食べきった満足感が味わえるようにする。     

・当番活動の幅を広げできる事を楽しむ。 

3 歳児 ゆり組 ・野菜の収穫やクッキングを通し、食物に関心を持つ。 

・野菜や果物の種類や名前を知る。 

4 歳児さくら組 ・栽培物の生長を喜び、収穫して食べる事で関心を広げる。 

5 歳児     

ひまわり組 
・夏野菜を育てて収穫し、味わう中で食への意欲を高める。 

・目標時間内に食べられるよう、見通しを持って食する。 

 

（ひまわり組クッキング）お泊り保育に食べたカレー、アイスクリームを自分たちで作りました。 

前日の仕込みからみんなで取り組み、「はやく食べた～い」と待ちきれない様子の子どもたちでしたよ。 

行事食 

～七夕～ 

８月 
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