
2016年 9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。

ポンデベジタブル

冬瓜と人参の味噌汁

EM牛乳 豆乳 むぎちゃ EM牛乳 EM牛乳
さつまいもソフトクッキー ピザポテト

果物

ごまプリン くずもち

果物 麩とﾓﾔｼの味噌汁 とろろ昆布汁 えのきと青梗菜の清まし汁
はんぺんの清まし汁 ｺｰﾝと胡瓜のｻﾗﾀﾞ ひじき炒め 大根と鶏の炒め煮

果物

納豆ご飯
くーぶいりちー

果物

30

とうもろこし 鮭のタンドリー風 松風焼 鯖の味噌煮
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

26 27 2928

ふむふむ ウインナードック
EM牛乳 EM牛乳 EM牛乳 まめぴよ

もずく蒸しパンたかはしもち

敬老の日 ｼﾒｼﾞとｴﾉｷの味噌汁 コンソメスープ
からし菜炒め 春雨サラダ 秋分の日 イナムドゥチ 胡瓜とわかめの酢の物

炊き込みご飯 ごぼうピラフ
もずく和え ワカメと麩の味噌汁

果物 果物

23

豚肉の生姜焼 魚の甘酢あんかけ
胚芽ご飯 胚芽ご飯

19 20 242221

お団子 やきいも
EM牛乳 むぎちゃ EM牛乳 オレンジジュ-ス むぎちゃ りんごカルゲン

果物

グラノーラクッキー チーズケーキスコ-ン 冷しぜんざい

コーンスープ レタスの味噌汁
豚汁 バンバンジーサラダ カボチャサラダ 固形ヨーグルト 豆腐の清し汁

沖縄そば そぼろご飯
白和えサラダ パパイヤ炒め

果物

16

トマトとおくらの酢醤油和え 麻婆豆腐 鮭のちゃんちゃん焼き
もずく丼 胚芽ご飯 胚芽ご飯 おべんとう

13 17151412

むぎちゃ

プリン
クラッカ-サンドむぎちゃ 豆乳EM牛乳 EM牛乳

じゃこトースト かぼちゃパイ フル-ツ白玉 ちんすこう

果物 果物
オニオンスープ 果物 小松菜と油揚げの味噌汁 豆苗スープ

豆腐ハンバーグ魚のごまダレ焼き
切干大根サラダ

5

胚芽ご飯 カレーライス

果物 拌三絲 とろろ昆布汁 人参しりしりー

7

わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ) 鯖のカレーピカタ グリーンサラダ
キッズビビンバ

10

胚芽ご飯 胚芽ご飯

リッツクラッカ-豆乳 むぎちゃ

8 96

土

3

果物

レーズンパンケーキ わかめおにぎり フルーチェ

かき卵汁
果物

ｷｬﾍﾞﾂの味噌汁ピーマンの細切炒め

きのこご飯
春雨ナムル(もやし)

カラフルサラダ
鶏の塩こうじ焼

胚芽ご飯 食パン
魚の照焼

水 金

1 2

木

ポタージュスープ

火
うるま市役所／つくしんぼ保育園

運動会

月



2016年 9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 木
　赤魚　豚ﾓﾓ肉　卵　普通牛乳　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　じゃがいも　片栗粉　油　三温糖　片栗

粉　ﾎｯﾄｹｰｷ粉　無塩バター
生姜　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　もやし　みつば　ﾚｰｽﾞﾝ

535 28.4 11.6 308 1.9

2 金
鶏ﾓﾓ肉　ﾛｰｽﾊﾑ　普通牛乳　　ｼﾗｽ 食ﾊﾟﾝ　薄力粉　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　有塩バター　精白米  生ｸﾘｰﾑ 胡瓜　人参　ｺｰﾝ　西洋南瓜　玉葱　糸きりわかめ　果物

674 24.7 21.8 180 1.5

3 土
　豚肩ﾛｰｽ　竹輪　みそ　普通牛乳 　精白米　緑豆春雨　ごま油　三温糖　フルーチェ みつ葉　しめじ　まいたけ　人参　干椎茸　もやし　胡瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　果物

359 8.7 2.2 63 1.8

4 日

5 月
　豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ｼﾗｽ　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ＥＭ牛乳 　精白米　油　三温糖　ごま油　食ﾊﾟﾝ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 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　果物 512 23.7 13.1 361 2.7

6 火
鯖　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　国産大豆(ゆで)　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　春雨　胡麻　ごま油　三温糖　片栗粉　油 胡瓜　もやし　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　ﾌﾟﾙｰﾝ　果物

726 21.6 28.8 128 4.1

7 水
豚肩ﾛｰｽ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　じゃがいも　白玉粉 人参　玉葱　レタス　胡瓜　とろろ昆布　バナナ　フルーツカクテル　果物

489 17.7 13.7 150 1.9

8 木
ﾎｷ　卵　油揚げ　味噌　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　白ごま　薄力粉　油 人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　小松菜　西洋南瓜　果物

467 16.6 11.8 101 2.1

9 金
鶏挽肉　沖縄豆腐　普通牛乳　卵　ﾂﾅ缶　ﾍﾞｰｺﾝ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　本みりん　白ごま　三温糖　リッツ

クラッカー　クリームチーズ　苺ジャム
玉葱　切り干し大根　胡瓜　人参　トウミョウ　しめじ

637 28.6 19.3 420 3.1

10 土 運動会 486 18.8 7.5 297 1.1

11 日

12 月
　豚挽肉　卵　ｼﾗｽ　豚肩肉　みそ　ＥＭ牛乳 　精白米　ごま油　三温糖　じゃがいも　食ﾊﾟﾝ もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ﾄﾏﾄ　ｵｸﾗ　胡瓜　ｺﾞﾎﾞｳ　干椎茸　こんにゃく　ね

ぎ　糸きりわかめ 552 25.9 11 337 2.3

13 火
　沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｻｻﾐ　ﾍﾞｰｺﾝ 胚芽米　米粒麦　もちきび　ごま油　三温糖　片栗粉　ねりごま　本みりん　油

片栗粉　金時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦
長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ﾄﾏﾄ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　人参
果物 584 21.2 12.9 189 3.8

14 水
　鮭　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　かつお節　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　三温糖　オリーブ油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　薄力粉

無塩バター　フルーツグラノーラ
ｷｬﾍﾞﾂ　人参　西洋南瓜　胡瓜　ﾚﾀｽ　えのき

579 29.7 18.4 380 2.2

15 木
卵 薄力粉　クリームチーズ　生クリーム

137 3.6 2.2 21 0.5

16 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　みそ 沖縄そば　本みりん　三温糖　精白米　サラダ油　白玉粉 昆布(乾)　玉葱　ねぎ　胡瓜　小松菜　人参　焼きのり

523 22.7 10.2 170 2.5

17 土
　　鶏挽肉　絹ごし豆腐 　精白米　ごま油　三温糖　油　さつまいも　りんごカルゲン 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　根みつば　生姜　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　えのき　ねぎ　果

物 533 19.8 15.4 304 1.6

18 日

19 月 敬老の日

20 火
豚肩ﾛｰｽ　沖縄豆腐　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　油　さつま芋　もちこ　むぎ粉

黒砂糖
生姜　ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　えのき　ねぎ

489 17.6 11.9 127 3.3

21 水
ﾎｷ　ﾂﾅ缶　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　三温糖　春雨　胡麻　じゃがいも

ホットケーキ粉
玉葱　もやし　胡瓜　人参　もずく　ﾊﾟｾﾘ　ﾌﾟﾙｰﾝ

537 21.6 11.9 331 2

22 木 秋分の日

23 金
ツナ缶　豚肩ロース　かまぼこ 精白米 　もずく　人参　ごぼう　こんにゃく　干し椎茸　ねぎ

553 19 13.5 91 3.1

24 土
ベーコン　みそ　シラス　まめぴよ（豆乳） 精白米　ごま油　上白糖　本みりん　おつゆ麩　三温糖　ウインナードック ゴボウ　ピーマン　乾燥ワカメ　ねぎ　胡瓜　トマト　果物

432 15.1 9 304 1.4

25 日

26 月
　合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　普通牛乳　はんぺん　ＥＭ牛乳 　精白米　サラダ油　じゃがいも　有塩バター　薄力粉　上白糖　さつま芋　生

クリーム
玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　しめじ　ねぎ　とうもろこし　果物

597 24 20.6 442 2.8

27 火
豆乳　鮭　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　みそ　卵　ベーコン　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　おつゆ麩　じゃがいも にんにく　ｺｰﾝ　胡瓜　ﾚﾀｽ　人参　カットわかめ　もやし　果物

513 19.2 14.4 101 3.1

28 水
鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　油揚げ　大豆水煮　チキアギｰ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　三温糖　白ごま　本みりん　ねりごま

豆乳入りホイップ　上白糖　黒みつ
玉葱　干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　とろろ昆布　みつ葉
果物 607 24.9 14.6 373 4.4

29 木
　鯖　鶏ﾓﾓ肉　むき枝豆　かつお節　みそ　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ごま油　薄力粉　有塩バター

白ごま　　タピオカ粉　芋くず粉
生姜　大根　人参　こんにゃく　えのき　ﾊﾟｾﾘ　チンゲン菜

627 28.7 21.8 321 2.3

30 金
　挽きわり納豆　豚肩ﾛｰｽ　みそ　ﾂﾅ缶　卵　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　薄力粉　ポンデＱミックス 刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　パセリ　ﾆﾗ　冬瓜　ねぎ　もずく　果物

522 22 14.3 363 2.5

☆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



まだまだ暑さが続き、食欲が落ちてきた子どももいます。水分が多く口当たりの良いスープなど

を先に食べると、食が進むこともあります。体調に合わせて食事の仕方を工夫しましょう。収穫

の秋は、ぶどう、なし、りんご、かきなど果物、さつまいも、さといもなどの野菜がたくさん出回

ります。栄養たっぷりの食材をおいしく食べて、健康な体づくりをしましょう。 

 さて、今月は「運動会」があります。早寝、早起き、朝ごはん！！３つのポイントを意識して運

動会練習が元気いっぱいできるようサポートしていきましょう。 

 

さくら組ホットケーキ作りの様子 
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ひまわり組パン作りの様子 

○十五夜● 

９月といえば十五夜のお月見です。今年は 9月 15日が十五夜にあたっています。 

穀物の収穫に感謝し 14日（金）にお月見団子作りを行います。 

保護者の皆様もご自由にご参加下さい。０、１歳児は安全上の為、お団子を 

食べる事はできませんが、小麦粉粘土で作る体験をしたいと思います！ 

子供たちに人気のメニューを紹介します☆（８月に行われた２，３歳児保育参観で出た給食です！！） 

もずく丼のレシピ（一人分） 

材料＊ご飯４２ｇ、もずく１５ｇ、豚挽肉１５ｇ、ピーマン１０ｇ、コーン１０ｇ、人参７ｇ、ごま油２ｇ、 片

栗粉２ｇ、醤油０．５ｇ、生姜０．７ｇ、だし汁 

作り方＊１．豚挽肉、人参、ピーマン、コーンを順に炒める。２．１にもずくをいれる。３、醤油、生姜、だ

し汁をいれる。４．とろみづけに片栗粉、風味づけにごま油をいれる。５．ご飯にかけてできあがり！ 

 ９月２3 日（金）に敬老会を行います 

来る 9 月２１日は敬老の日です。当園では９月２3 日（金）に祖父母の皆様をご招待して「敬老会」

を行います。子ども達の遊戯をご覧になった後には、お孫さんと一緒に給食試食会も 

予定しています。お孫さんの日頃食べている給食お楽しみに！！多数のご参加お待ち 

しています。（０歳児はありません。） 
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