
2019年 8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。

ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 リッツサンド 豆乳 カルシウムカルゲン
じゃこトースト くずもち

果物果物

ふむふむ ハッシュポテトプリン ぜんざい

一口ゼリー キャベツの味噌汁 もずく汁 大根の味噌汁
野菜スープ 胡瓜とトマトの和え物 パパイヤ炒め ごまじゃこサラダ かき卵汁 もずく和え

果物 果物

ハヤシライス きのこご飯
レタスサラダ ウインナーのケチャップ煮

果物 えのきの清まし汁

とうもろこし 照り焼きチキン 鮭のムニエル 鶏のさっぱり煮
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

26 27 3129

オレンジジュース

28 30

ＥＭ牛乳 （ブラウニー） ＥＭ牛乳 ココア豆乳
カルシウムパン フルーチェ

果物

じゅーしーおにぎり ホットケーキお誕生日ケーキ ポンデケージョ

果物 きのこの清まし汁 そうめん汁
イナムドゥチ 大根の鶏肉炒め ゴーヤーチャンプルー 中華風コーンスープ ごま和え（小松菜）

アイスクリーム

ミートスパゲティ― 胚芽ご飯
温野菜サラダ チキンの香り焼き

果物 豆腐の味噌汁
果物

ブロッコリーサラダ 松風焼 おべんとう 魚の照焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

19 20

豆乳
おかずパン おにぎり（ツナみそ） ピザパン

242221 23

たかはしもち 菓子パン

果物
ねぎときのこの味噌汁

ＥＭ牛乳

大根の梅肉和え くーぶいりちー （ウークイ） 固形ヨーグルト

果物

白和えサラダ 春雨ナムル

果物

14

とろろ昆布汁
麻婆豆腐 魚の甘酢あんかけ おべんとう

　　　　　　胚芽ご飯 胚芽ご飯

振替休日 わかめスープ

1312

ＥＭ牛乳 園内研修

171615

沖縄そば 焼きそば

もずくひらや―ちー
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳

きなこトースト アガラサー

果物 果物 シークワァサーゼリー

シリアルクッキー フルーツ白玉

5 6

肉だんご
卵スープ ブロッコリーのおかか和え

果物
青梗菜とエノキの味噌汁 コンソメスープ 一口チーズ 豆腐の清まし汁

キャベツサラダチキンのごまダレ焼き

果物 アーサ汁

豆乳

10

ゆし豆腐 人参しりしりー マセドアンサラダ ピーマンの細切り炒め

7

春雨サラダ 鮭の西京焼き 豆腐の肉味噌あんかけ
もずく丼 胚芽ご飯 カレーライス 豆ご飯胚芽ご飯 胚芽ご飯

土

3

豆苗スープ

ちんすこう ピザポテト

果物

アメリカンドッグ
ＥＭ牛乳

8 9

りんごカルゲン

ステック胡瓜一口チーズ

胚芽ご飯
麩チャンプル―

胡瓜とわかめの和え物
豚肉の生姜焼

キッズビビンバ 胚芽ご飯

果物

金

1 2

木

きのこと麩のすまし汁

わかめスープ

水
うるま市役所/つくしんぼ保育園

火月



2019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 木
豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　一口チーズ　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　三温糖　薄力粉 にんにく　人参　もやし　生姜　長ねぎ　小松菜　ミニトマト　乾燥わかめ　え

のき　　果物 578 22.1 11.9 367 3.3

2 金
豚肩ﾛｰｽ　シラス　おつゆ麩　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　油　サラダ油　ハッシュポテト

ピザ用ソース
生姜　トマト　胡瓜　玉葱　しめじ　えのき　ねぎ　パセリ　果物

579 24 19.6 313 1.9

3 土
麩　卵　ポーク缶　ベーコン 胚芽米　もちきび　米粒麦　アメリカンドッグ　りんごカルゲン キャベツ　人参　玉ねぎ　胡瓜　豆苗　しめじ　果物

487 22 8.6 324 1.7

4 日

5 月
豚挽肉　ツナ缶　ゆし豆腐　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　食ﾊﾟﾝ　無塩バター もずく　ピーマン　コーン缶　人参　生姜　緑豆春雨　もやし　胡瓜　ねぎ　果

物 565 25.1 14.2 358 3.1

6 火
鮭　卵　絹ごし豆腐　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ちんびんミックス 生姜　人参　ピーマン　玉葱　アーサ（乾）ねぎ　果物

579 22.5 16.2 411 3.1

7 水
沖縄豆腐　豚挽肉　プロセスチーズ　卵　スキムミルク　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　三温糖　無塩バター　フルーツグラノー

ラ　　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　じゃがいも
人参　生姜　長ねぎ　胡瓜　コーン缶　チンゲンサイ　えのき　果物

641 20.8 14.4 82 2.9

8 木
鶏モモ肉　豚モモ肉　ベーコン 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　オイスターソース　白玉粉

シークワァ―サーゼリー
ピーマン　人参　もやし　細切りたけのこ　キャベツ　玉葱　セロリ　バナナ
みかん缶　りんご　フルーツカクテル 638 24.3 18.7 355 1.9

9 金
豚肩ﾛｰｽ　卵　一口チーズ　ツナ缶　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　じゃがいも　薄力粉　カレー

ルゥ
人参　玉葱　キャベツ　コーン缶　胡瓜　もずく　ニラ　ねぎ　　果物

571 30.3 14.5 313 2.2

10 土
ツナ缶　肉だんご　絹ごし豆腐 精白米　ごま油　本みりん　炒め油　トマトケチャップ　ウスターソース むき枝豆　干ひじき　人参　ブロッコリー　キャベツ　乾燥わかめ　ねぎ　果物

544 22.9 10.8 354 6.7

11 日

12 月 振替休日

13 火
沖縄豆腐　豚挽肉　普通牛乳　デリカウインナー　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　白ごま　ｻﾗﾀﾞ油　ホットケーキ粉 人参　長ねぎ　ニラ　生姜　にんにく　大根　胡瓜　山海節（梅）えのき　ねぎ

乾燥わかめ　果物 646 22.9 30.1 185 4

14 水
赤魚　豚肩ロース　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　胡麻　さつまいも　もち粉　むぎ粉

黒砂糖粉　トマトケチャップ
刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ニラ　乾燥わかめ　ねぎ　果物

450 20.9 11.1 79 1.9

15 木 旧盆（おべんとう） 200 9.2 5.3 251 0.4

16 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ツナ缶　固形ヨーグルト 沖縄そば麺　本みりん　サラダ油 生姜　人参　胡瓜　小松菜　焼のり　果物

554 16.8 15.5 132 2.3

17 土
デリカウインナ―　ピザ用チーズ　豆乳 ゆで中華麺　油　三温糖　焼きそばソース　食パン　マヨネーズ　ピザ用ソース 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　もやし　緑豆春雨　とろろ昆布　ねぎ　胡瓜　コー

ン缶　　果物 468 23.1 9.6 324 1.8

18 日

19 月
挽きわり納豆　豚肩ﾛｰｽ　かまぼこ　ｲﾅﾑﾄﾞｩﾁ味噌　ｽｷﾑﾐﾙｸ　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　食パン　生クリーム　三温糖 のり佃煮　こんにゃく　人参　干椎茸　ねぎ　ブロッコリー　コーン缶　キャベ

ツ　ねぎ　果物 472 17.7 14.9 200 2

20 火
鶏挽肉　木綿豆腐　鶏モモ肉　普通牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉　三温糖　胡麻　本みりん　いちごフ

ルーチェ
玉葱　大根　人参　こんにゃく　えのき　しめじ　ねぎ　むき枝豆　果物

565 20.4 13.7 168 3.7

21 水
卵 薄力粉　無塩バター　三温糖　バニラエッセンス　ココア粉　幼児オレンジ

ジュース
クルミ

652 24.3 22.7 278 1.8

22 木
赤魚　卵　ポーク缶　アイスクリーム　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　ｻﾗﾀﾞ油　油　そうめん（乾）ポンデＱ

ミックス
生姜　ｺﾞｰﾔｰ　玉葱　人参　もやし　しめじ　ねぎ

517 24.2 11.3 291 1.8

23 金
合挽き肉　卵　ツナ缶 スパゲティー麺　胚芽米　もちきび　米粒麦　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　トマトケチャップ　ウス

ターソース
人参　玉葱　にんにく　カリーフラワー　ブロッコリー　西洋南瓜　トマト
ピューレ　コーン缶　干椎茸　しめじ　ねぎ 582 28.3 16.9 415 2.8

24 土
鶏モモ肉　絹ごし豆腐　卵　普通牛乳 精白米　本みりん　三温糖　油　ホットケーキ粉　カルシウムカルゲン にんにく　小松菜　人参　もやし　乾燥わかめ　ねぎ　果物

490 21.6 10 305 2.2

25 日

26 月
合挽き肉　プロセスチーズ　ベーコン　シラス　ピザ用チーズ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　一口ゼリー　食パン　マヨネーズ 玉葱　レタス　トマト　キャベツ　人参　パセリ

612 25.2 14.4 421 2.7

27 火
鶏モモ肉　シラス　きな粉　ちくわ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　サラダ油　いもくず粉　タピオカ粉　黒砂

糖粉　三温糖
生姜　胡瓜　トマト　乾燥わかめ　キャベツ　果物

556 20.5 19.1 65 2.1

28 水
鮭　ツナ缶　ちくわ　クリームチーズ 胚芽米　米粒麦　もちきび　無塩バター　胡麻　本みりん　三温糖　サラダ油

リッツｸﾗｯｶｰ　いちごジャム　プリン
パパイヤ千切り　玉葱　人参　ピーマン　もずく　生姜　果物

560 18.8 18.9 176 1.7

29 木
手羽元　シラス　ポーク缶 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ごま油　金時豆　黒砂糖粉　白玉粉　押し

麦
にんにく　生姜　キャベツ　人参　胡瓜　大根　ねぎ　果物

565 27.9 14 304 2.7

30 金
牛肩ロース　卵　麩　スキムミルク　豆乳 オリーブ油　三温糖　油　片栗粉　精白米　ハヤシルゥ　トマトケチャップ　マ

ヨネーズ　生クリーム
玉葱　人参　エリンギ　マシュルーム缶　レタス　胡瓜　ねぎ

569 16.8 15.7 75 1.4

31 土
ツナ缶　デリカウインナー　絹ごし豆腐 精白米　本みりん　油　片栗粉　炒り胡麻　三温糖　トマトケチャップ　ハシュ

ポテト　りんごカルゲン
しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　ねぎ　もずく　胡瓜　えのき　乾燥わかめ
果物 541 26.1 13 362 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



 

     食 育 だ よ り  8 月号 

 
沖縄にも本格的な夏が到来し、陽ざしが強い日々が続いています。熱中症危険

レベルの気温まで上昇する日もあります。園では涼しい午前中に園庭遊びをし

たり、遊びの時間を調整したりと熱中症予防に心掛けています。体力が奪われ

る夏、睡眠はもちろんですが、朝ご飯がとても重要です。しっかり朝ご飯を食

べて登園しましょう。 

 

 
6月に植えた畑の野菜、キュウリ、ピーマン、オクラが収穫の時期を迎えました！キュウリステッ

クにして食べたりと夏野菜の美味しさを味わっている子ども達です。玄関前の野菜収穫表もご覧く

ださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熱中症は、夏の強い陽ざしの下で激しい運動や作業中だけ  

           でなく、室内で起ることもあります。この時期は汗をかく 

           ことを意識して水分を摂るように心がけ 

           ましょう。 

今月より各クラスの食事の様子をお知らせします。第 1 弾はもも組さん！この時期は成長が著しく、多くの

栄養素を必要とします。摂取行動は吸うことから噛みつぶし飲み込むことへと変化し、乳汁から固形物へと

調理形態も変化していく時期です。食べ物に興味や関心を持ち始め、手づかみで食べたりスプーンを持って

みたりと食事を楽しんでいますよ！！ 
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