
2016年 12月
月 火

ホワイトシチュー

金

1 2

木水

梅のおかか和えしめじと麩の清まし汁

胚芽ご飯
ポークソテー

キャベツサラダ
鮭のムニエル

もずく丼 食パン
青菜のゴマサラダ

ｼﾒｼﾞとｴﾉｷのｽｰﾌﾟ

人参蒸しパン わかめおにぎり

果物

カルシウムパン

果物
果物

6

土

3

まめぴよ（豆乳）ＥＭ牛乳 むぎちゃ

8 9 10

胚芽ご飯 スパゲティミートソース 生活発表会

豆苗スープ ほうれん草とコーン炒め グリーンサラダ 切干大根サラダ

7

とうもろこし 白身魚のピカタ 麩とえのきの清まし汁
タコライス

5

胚芽ご飯 カレーライス
コールスローサラダ魚の有馬焼き

オニオンスープ
一口チーズ 青梗菜とエノキの味噌汁 果物

果物 果物
果物 大根の味噌汁

むぎちゃ ＥＭ牛乳豆乳 ＥＭ牛乳
ちんすこう スイートポテト ぜんざい（金時豆） シリアルクッキー プリン

リッツサンド

1412 13 1715 16

わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ) 白身魚のチーズ香りのせ 和風ハンバーグ
キッツビビンバ 胚芽ご飯 胚芽ご飯 おべんとう 沖縄そば 五目ご飯

白和えサラダ ゆし豆腐アーサ汁

果物
果物 さやいんげん炒め 白菜サラダ 固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ おかか和え（ほうれん草）

ポンデケージョ とうもろこし・一口チーズＥＭ牛乳 黒糖くずもち

冬瓜のみそ汁 アーサ汁（ちくわ）
果物

じゃこトースト
ペッタンコご飯 ハッシュポテト

ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 豆乳 むぎちゃ カルゲン

2119 20 2422 23

イナムドゥチ 魚の香味焼き 手羽元のマーマレード煮 擬製豆腐
納豆ご飯 胚芽ご飯 ふりかけご飯 胚芽ご飯 そぼろご飯

天皇誕生日 もやしの味噌汁

果物
春雨サラダ ピーマンの細切炒め マセドアンサラダ ひじきともやしサラダ 胡瓜とわかめの酢の物

クリスマスケーキ ピザポテトごまラスク ぽーぽー

果物 そうめん汁 中華風スープ とろろ昆布汁
果物果物

やきいも
ＥＭ牛乳 豆乳 幼児オレンジ ＥＭ牛乳 まめぴよ（豆乳）

2826 27 3129 30

麻婆豆腐 魚の西京焼き 肉じゃが
胚芽ご飯 胚芽ご飯 きのこご飯

かき卵汁 もずくのみそ汁 果物
大根サラダ 白菜と鶏肉炒め 豆腐の清し汁

肉まんふむふむ たかはしもち

果物

ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 むぎちゃ

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。

年末年始休み（12/29～1/3まで）



2016年 12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
豚挽肉　卵　ﾛｰｽﾊﾑ　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　炒り胡麻　おつゆ麩　紅いも　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　油

ホットケーキ粉
もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　小松菜　もやし　しめじ　ねぎ　果物

535 18.3 17 367 2.4

2 金
鮭　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　ｼﾗｽ 食パン　薄力粉　有塩バター　油　オリーブ油　三温糖　じゃがいも　精白米 ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　人参　ｾﾛﾘｰ　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　糸きりわかめ　果物

644 22.6 13.9 120 1.2

3 土
豚肩ﾛｰｽ　削り節　スキムミルク　まめぴよ（豆乳） 食パン　胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　有塩バター　片栗粉　生ク

リーム
生姜　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　胡瓜　もやし　しめじ　えのき　長ねぎ　果物　山海節

471 22.2 11 272 1.6

4 日

合挽き肉5 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ﾍﾞｰｺﾝ　鶏ﾓﾓ肉　豆乳 精白米　油　本みりん　三温糖　食パン　胡麻　有塩バター　薄力粉 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　　しめじ　ﾆﾗ　　果物

537 24 12 150 4.6

6 火
ﾎｷ　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　みそ　　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　さつまいも　生クリーム　三温糖　無

塩バター
ﾎｳﾚﾝ草　ｺｰﾝ　白菜　玉葱　大根　乾燥わかめ　ねぎ　果物

546 18.1 10.6 122 3.6

7 水
豚肩ﾛｰｽ　麩　ﾂﾅ缶　一口チーズ 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　油　　オリーブ油　金時豆　黒砂糖粉

白玉粉　押し麦
人参　西洋南瓜　玉葱　りんご　グリーンピース　ねぎ　えのき　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ　胡瓜 607 22.9 12.5 310 2

8 木
鯖　ﾂﾅ缶　みそ　鶏挽肉　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　白ごま　三温糖　片栗粉　薄力粉

フルーツグラノーラ　無塩バター
生姜　にんにく　切り干し大根　胡瓜　人参　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　えのき　　　果物

627 23.8 22.9 357 2.2

9 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾍﾞｰｺﾝ スパゲッティ(乾)　無塩バター　オリーブ油　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　油　片栗粉　精白

米　本みりん　プリン　リッツクラッカー　イチゴジャム　クリームチーズ
玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　　ﾊﾟｾﾘ　　果物

721 28.4 14.9 318 3

10 土 生活発表会 482 13.4 12.3 99 3.3

11 日

12 月
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ちりめん　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　食パン　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　ねぎ　え

のき　果物 620 26.5 18.6 412 2.8

13 火
ホキ　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　鶏ﾓﾓ肉　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　オリーブ油　パン粉(乾)　油　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　ｻ

ﾂﾏｲﾓ澱粉　黒砂糖粉
さやいんげん　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ｺｰﾝ　冬瓜　しめじ　ねぎ　果物

557 28.7 11 400 2.5

14 水
鶏挽肉　沖縄豆腐　卵　竹輪　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　本みりん　オリーブ油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ポ

ンデＱミックス
玉葱　白菜　胡瓜　人参　ﾐｶﾝ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ

485 16.6 14 105 3

15 木
豆乳 お弁当 とうもろこし

234 10.5 10 272 0.5

16 金
豚肉　かまぼこ　木綿豆腐　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　ｼﾗｽ 沖縄そば　本みりん　三温糖　すり胡麻　精白米　むき胡麻　ごま油 玉葱　人参　昆布(乾)　ねぎ　ﾎｳﾚﾝ草　胡瓜　こんにゃく　干椎茸　人参　べった

ら漬　大葉　焼きのり 532 22.8 10.2 183 2.2

17 土
鶏ﾓﾓ肉　油揚げ　ゆし豆腐　豚挽肉　削り節 精白米　ごま油　本みりん　片栗粉　ハッシュポテト　カルゲン 人参　ゆで筍　ねぎ　ｱｰｻ(乾)　生姜　ﾎｳﾚﾝ草　白菜　えのき　ﾌﾟﾙｰﾝ

463 19 12.4 121 4

18 日

19 月
豚肉　かまぼこ　納豆　ハム　　ＥＭ牛乳 精白米　油　本みりん　三温糖　食パン　胡麻　有塩バター　薄力粉 玉葱　人参　春雨　　ﾆﾗ　　果物

709 26.6 17.8 368 2.4

20 火
鯖　みそ　豚ﾓﾓ肉  卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　緑豆春雨　片栗粉　そうめん(乾)

ﾎｯﾄｹｰｷ粉　薄力粉　黒砂糖粉　油
大葉　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　玉葱　しめじ　みつ葉　果物

623 18.7 19.3 63 2.1

21 水
沖縄豆腐　卵　すり身　　かつお節　みそ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　じゃがいも　ピザソース 人参　胡瓜　もやし　　ﾆﾗ　とろろ昆布　ヒジキ

666 34.5 21 408 3.8

22 木
ﾂﾅ缶　みそ　手羽元　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　卵　かつお節 精白米　油　三温糖　ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ(低糖)　本みりん　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉

ふりかけ　ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ　りんごカルゲン
　胡瓜　人参　ｺｰﾝ　ﾆﾗ　果物

607 24.9 21.3 322 1.7

23 金 天皇誕生日

24 土
鶏挽肉　ｼﾗｽ　みそ　まめぴよ（豆乳） 精白米　おつゆ麩　三温糖　さつまいも ねぎ　もやし　胡瓜　乾燥わかめ　トマト　果物

469 19.7 4.3 295 1.3

25 日

26 月
沖縄豆腐　　かつお節　みそ　豚挽肉　ツナ缶　卵　スキムミルク　麩　　ＥＭ
牛乳

胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　白胡麻　生クリーム　麻
婆豆腐の素

長ねぎ　生姜　にんにく　人参　生姜　大根　胡瓜　ねぎ　　果物
554 25.9 13.7 392 2.8

27 火
ｷﾝｸﾞ　みそ　鶏ﾓﾓ肉　竹輪　味噌　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　油　さつま芋　もちこ　むぎ粉　黒砂糖粉 生姜　白菜　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　人参　干椎茸　もずく　ねぎ

574 28.8 8.1 384 3

28 水
鶏挽肉　豚ロース　絹ごし豆腐　卵 精白米　本みりん　じゃがいも　三温糖　油　肉まん しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　ねぎ　玉葱　グリーンピース　しらたき　え

のき　ねぎ　果物 680 26.8 22.9 409 2.8

29 木 冬休み

30 金 冬休み

31 土 冬休み
☆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



ひまわり組、さくら組が具志川火力発電所のジャガイモ植え付け 

体験イベントに参加しました。あと２回水かけと収穫に行ってじゃがいもの成長を 

見守ります！！おいしく、大きくな～れ(^O^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄にも冬の訪れを少しずつ感じられるようになってきましたね。今年も残り 1ヶ月と

りなりました！！今月は生活発表会やクリスマス会など楽しい行事がありますので、体

調を崩さず栄養満点の食事やビタミンたっぷりの果物などを食べ、楽しく元気に過ごし

ていきましょう！！さて、食べ物には、体を温める食べ物と冷やす食べ物があることを

知っていますか！？温かい食べ物を食べて、身体の芯から温まりましょう！ 

身体を温める食べ物 

冬が旬の野菜 

土の中にできる野菜 生姜、ごぼう、れんこん、にんじん、ねぎ、玉ねぎなど 

寒い地方でとれる果物 りんご、ぶどう、さくらんぼなど 

塩辛い調味料 塩、味噌、しょうゆなど 

赤・黒・オレンジ色の食べ物 赤身のお肉、赤身の魚、黒豆、小豆、黒砂糖、海藻、卵

など身体を冷やす食べ物も「熱を加える」「塩を加える」「塩を加える」「発酵させる」

ことで身体を温める食べ物に変身します！食べ方の工夫で寒い冬を暖かく乗り切りま

しょう。 

12月号 食育だより 
発行：西平 

 

風邪に注意！！寒くなると空気が乾燥し、風邪のウイルスが飛びやすい季節になります。十分な

栄養と睡眠をとって、風邪に負けない身体を作りましょう。 

※良質なたんぱく質をとろう！ウイルスの感染や増殖を防ぐ免疫細胞を作ってくれます。（豚肉、鶏

肉、魚、鶏卵、牛乳、豆腐、大豆など） 

※ビタミンＡをとろう！鼻やのどの気管の粘膜を丈夫に保ってくれます。 

（にんじん、ほうれん草、南瓜、小松菜、ブロッコリーなど） 

※ビタミンＢをとろう！身体のだるさや疲労感を回復してくれます。 

（ブロッコリー、小松菜、豚肉、卵、しめじなど） 

※ビタミンＣをとろう！免疫力を高めてくれます。 

（トマト、さつまいも、じゃがいも、いちご、みかんなど） 

 


