
2019年 2月
月 火

固形ヨーグルト

金

1

木水

肉だんご

きのこご飯
ステック胡瓜

オニオンスープ
ブロッコリーサラダ

鬼さんカレー

豆腐とわかめの味噌汁

節分豆

果物

ウインナードック

5

土

2

りんごカルゲン
EM牛乳
ポーポー

7 8 9

胚芽ご飯 沖縄そば お別れ遠足

春雨サラダ きんぴら炒め 大根サラダ 胡瓜とトマトの和え物

6

麻婆豆腐 松風焼 タンドリーチキン
胚芽ご飯

4

胚芽ご飯 胚芽ご飯
白和えサラダ鯖の味噌煮 （お弁当）

固形ヨーグルト
もずく汁 冬瓜の味噌汁

果物 果物 果物 果物
かき卵汁 そうめん汁

ＥＭ牛乳豆乳 ＥＭ牛乳
カルシウムパン ココアポンデ ピザポテト たかはしもち わかめおにぎり

1311 12 1614 15

わかめスープ 魚の西京焼き チキンのごまダレ焼き
キッズビビンバ 胚芽ご飯 胚芽ご飯 スパゲティーミートソース 胚芽ご飯

温野菜サラダ 鶏のﾚﾓﾝ風味焼

果物 とろろ昆布汁
一口チーズ 炒り豆腐 ひじきとモヤシサラダ コンソメスープ ごま和え(小松菜)

ぜんざい シリアルクッキーちんすこう

建国記念の日 なめこの味噌汁 大根の味噌汁
果物 果物 果物

おにぎり（ツナみそ） おいもステック
ＥＭ牛乳 豆乳 カルゲン

2018 19 2321 22

イナムドゥチ 魚の甘酢あんかけ チキンの香り焼き 魚の有馬焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 食パン 胚芽ご飯 カレーライス くふぁじゅーしー

ブロッコリーのおかか和え しめじと豆腐の味噌汁

一口チーズ ウインナーのケチャップ煮
切干しいりちー しめじとチンゲン菜の炒め キャベツサラダ 大根の鶏肉炒め 玉ねぎとえのきの味噌汁 大根の梅肉和え

お誕生日ケーキ もずくひらや―ちーきなこトースト くずもち

果物 アーサ汁（豆腐） ホワイトシチュー コーンスープ
果物 果物 果物果物

おかずパン 肉まん
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 （マフィン） りんごカルゲン EM牛乳 ココア豆乳

ぶどうジュース

2725 26 28

とうもろこし 魚のごまダレ焼き 照り焼きチキン 豚の生姜焼き
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

果物

野菜スープ 野菜チャンプルー ピーマンの細切り炒め グリーンサラダ

ふむふむ スコーンじゃこトースト プリン

一口ゼリー 卵スープ 豆腐とわかめの清し汁 豚汁
果物果物

ＥＭ牛乳 リッツサンド 野菜ジュース ＥＭ牛乳

予定献立表 うるま市役所/つくしんぼ保育園

※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。



2019年 2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
国産大豆　鶏挽肉　ﾍﾞｰｺﾝ　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　油　薄力粉　有塩バター　三温糖　片

栗粉　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　ちんびんミックス　じゃり豆
人参　玉葱　りんご　ﾐﾆﾄﾏﾄ　ﾚｰｽﾞﾝ　ブロッコリー　ｺｰﾝ缶　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾊﾟｾﾘ

614 19.3 17.8 222 2

2 土
鶏ﾓﾓ肉　みそ　ツナ缶　絹ごし豆腐 精白米　本みりん　三温糖　炒り胡麻　ごま油　トマトケチャップ　ウスター

ソース　ウインナードック　りんごカルゲン
しめじ　干椎茸　まいたけ　えのき　人参　乾燥わかめ　ねぎ　果物

489 18.6 8.1 316 2.4

3 日

4 月
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｻｻﾐ　卵　ツナ缶　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　ねりごま　本みりん　食

パン　生クリーム
人参　長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ﾄﾏﾄ　ねぎ　緑豆春雨　もや
し　果物 504 23 17.3 235 2.6

5 火
鶏挽肉　豚モモ肉　木綿豆腐　卵　みそ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　三温糖　白ごま　本みりん　炒り胡麻

そうめん　ポンデＱミックス　ココア粉
玉葱　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　しめじ　干椎茸　こんにゃく　　果物

612 25.9 13.6 360 3.3

6 水
鶏ﾓﾓ肉　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　ﾂﾅ缶　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　胡麻　片栗粉　トマトケチャップ　ハッ

シュポテト　ピザ用ソース
にんにく　大根　胡瓜　ﾄﾏﾄ　おきなわもずく　パセリ　ねぎ　生姜

542 21.4 12 294 3.6

7 木
鮭　みそ　削り節　卵　シラス　ポーク缶　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　オリーブ油　片栗粉　上白糖　薄力粉　油

さつまいも　もち粉　むぎ粉
乾燥わかめ　トマト　人参　　胡瓜　冬瓜　ねぎ　果物

552 23.7 15.5 184 4.4

8 金
三枚肉　ｼﾗｽ　かまぼこ　固形ヨーグルト　ツナ缶 沖縄そば麺　三温糖　油　片栗粉　精白米 胡瓜　玉葱　小松菜　胡瓜　人参　わかめふりかけ

569 17.1 15.2 90 1.1

9 土 お別れ遠足 518 28.7 9.9 429 3.5

10 日

11 月

12 火
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　一口チーズ　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　薄力粉　ｻﾗﾀﾞ油 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 607 26 21.7 422 2.5

13 水
鮭　鶏挽肉　みそ　油揚げ　沖縄豆腐　卵　麦味噌 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　油　金時豆　黒砂糖粉　白玉粉

押麦
生姜　　干椎茸　こんにゃく　人参　　なめこ　ねぎ　果物

492 23.7 13.2 190 3.4

14 木
鶏ﾓﾓ肉　ツナ缶　みそ　卵　豆乳　スキムミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　すり胡麻　ｻﾗﾀﾞ油　薄力粉　無

塩バター　フルーツグラノーラ
干しひじき　もやし　　胡瓜　人参　　ねぎ　大根　果物

555 21.5 9.5 147 4.1

15 金
合挽肉　ﾍﾞｰｺﾝ　ツナ缶 スパゲッティ　三温糖　オリーブ油　サラダ油　精白米　油　マヨネーズ　トマ

トケチャップ
玉葱　人参　　にんにく　ﾊﾟｾﾘ　ねぎ　カリーフラワー　ブロッコリー　西洋南
瓜　セロリ 537 20 12.8 76 2.7

16 土
鶏モモ肉 精白米　本みりん　油　片栗粉　オリーブ油　三温糖　さつまいもステック　カ

ルゲン
玉葱　生姜　人参　とろろ昆布　レモン　ねぎ　果物

562 21.1 16.2 306 1.5

17 日

18 月
挽きわり納豆　豚肩ﾛｰｽ　かまぼこ　イナムドゥチみそ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　本みりん　炒め油　食パン　無塩バ

ター
にんにく　人参　ねぎ　切り干し大根　干椎茸　こんにゃく　ﾆﾗ　果物

596 26.8 15.3 377 3.8

19 火
ﾎｷ　沖縄豆腐　　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　油　三温糖　ごま油　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉

いもくず
玉葱　キャベツ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　人参　しめじ　コーン缶詰　ｱｰｻ　ねぎ

557 25.1 12.4 364 2.7

20 水
鶏モモ肉　卵　普通牛乳　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　サラダ油　三温糖　食パン　じゃがいも

ホットケーキ粉　無塩バター　ぶどうジュース
生姜　にんにく　大根　人参　昆布　日本南瓜　玉葱　ねぎ　果物

562 21.4 21.7 207 2.5

21 木
鯖　鶏モモ肉　ツナ缶　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　本みりん　りんごカルゲン にんにく　大根　人参　おきなわもずく　パセリ　生姜　クリームコーン缶

コーン缶　ニラ　こんにゃく　むき枝豆　玉葱 251 7.9 6.8 54 2.1

22 金
　ﾂﾅ缶　豚ﾓﾓ肉　普通牛乳　みそ　ベーコン　プロセスチーズ　ＥＭ牛乳 精白米　薄力粉　有塩バター　油　三温糖　ごま油　じゃがいも　カレールゥ

サラダ油　ホットケーキ粉
ブロッコリー　胡瓜　人参　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　えのき　乾燥わかめ

639 28 17.4 131 2.6

23 土
ツナ缶　絹ごし豆腐　ウインナー　ココア豆乳 精白米　本みりん　白ごま　トマトケチャップ　肉まん 干椎茸　ｺﾞﾎﾞｳ　人参　ねぎ　しめじ　胡瓜　果物

553 18 10.9 188 4.3

24 日

25 月
合挽き肉　卵　プロセスチーズ　ベーコン　シラス　ピザ用チーズ　ＥＭ牛乳 精白米　本みりん　油　ごま油　三温糖　片栗粉　食パン　マヨネーズ　一口

チーズ
玉葱　レタス　トマト　とうもろこし　キャベツ　人参　パセリ

561 25.1 15.5 447 3

26 火
ホキ　ベーコン　卵　プリン　クリームチーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　すり胡麻　ｻﾗﾀﾞ油　リッツク

ラッカー　いちごジャム
ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱　人参　生椎茸　しめじ　ねぎ　果物

539 23.7 15.3 211 2.9

27 水
鶏モモ肉　豚モモ肉　絹ごし豆腐　麩　スキムミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　本みりん　オイスターソース　生クリー

ム
ピーマン　生姜　人参　細切りたけのこ　乾燥わかめ　ねぎ　野菜ジュース

566 27.4 13.8 350 2.3

28 木
豚肩ロース　ツナ缶　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　薄力粉　無塩バター　三温糖 玉葱　生姜　人参　キャベツ　ブロッコリー　胡瓜　大根　ゴボウ　干椎茸　ね

ぎ 547 17.3 16.4 69 1.7

☆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、月齢に応じて食材、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 2 月号 

 

  
暦の上では春が近づいてきていますが、温かくなったり、寒くなったり気温の差が激

しい今日この頃です。インフルエンザもまだ流行中ですので、栄養のある食事を心が

けていきましょう。また園では、子ども達が節分に向け、鬼たのお面を製作したりと、

鬼は怖いけど、退治する気満々です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/18（金）にムーチー作りを行いました。もち粉をコネコネ、カーサの葉にも自分達

でまいて仕上げました！出来上がったムーチーはおやつでいただいてます！！ 

 

 

 

 
さくら組さんは、野菜がちょっと苦手と言う子もいますが、食欲旺盛の子が多く友達と食事時間を共有し賑

やかな時間を過ごしていますよ！！次回はひまわり組の食事の様子をご紹介しますのでお楽しみに！！ 

 

 

 

☆野菜 1 種類は入れましょう。 
☆食材は食べやすい大きさに

してください。 
☆カップなど使って食材が混

ざらないようにしましょう。 

食材をカップなどで仕切ると

子ども達は食べやすいです

よ！ 
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