
2020年 3月

カルシウムパン
豆乳 いちごフルーチェ

火

3

ちらし寿司
ローストチキン

月

2

タコライス
とうもろこし
野菜スープ
一口ゼリー

スティック胡瓜
花麩のお吸い物

果物

ひなあられ

金

5 6

木

チキンのごまだれ焼き
スティックセロリ春雨サラダ

胚芽ご飯
豚生姜焼き

固形ヨーグルト
白和サラダ

胚芽ご飯 沖縄そば
魚の甘酢あんかけ

ピーマンの細切炒め

水

4

胚芽ご飯

土

7

とろろ昆布汁

おかずパン じゅーしーおにぎり ホットケーキ

わかめスープ

ＥＭ牛乳

12 13

りんごカルゲン
ポンデケージョ

ＥＭ牛乳

果物
ｷｬﾍﾞﾂの味噌汁

果物

14

切干しいりちー 胡瓜とトマトの和え物 小松菜炒め ひじき炒め

11

ちむしんじ 魚のごまダレ焼き 鶏の塩こうじ焼き
納豆ご飯 胚芽ご飯 食パン 五目ご飯胚芽ご飯 胚芽ご飯

9 10

豆腐ちゃんぷるー
キャベツサラダ もずく和え

果物 果物
なめこの味噌汁 豆腐のすまし汁 ホワイトシチュー 小松菜と油揚げの味噌汁

チキンの香り焼き魚西京焼き

果物 麩の清まし汁

ＥＭ牛乳ＥＭ牛乳
じゃこトースト ぜんざい

果物 果物 果物

ピザポテト たかはしもち

ふりかけご飯

1716

カルゲン

212019

炊き込みご飯

おにぎり（ツナみそ） おいもスティック

ウインナーのケチャップ煮

イナムドゥチ
果物

18

スティック胡瓜
マカロニサラダ ブロッコリーサラダ おべんとう ハンバーグ

もずく丼 スパゲッティ―ミートソース

果物 果物
ゆし豆腐 コンソメスープ 温野菜サラダ 春分の日

お誕生日ケーキ ハッシュポテト

果物
コーンスープ

ＥＭ牛乳 （ブラウニー）
きなこトースト くずもち 園内研修

2826

ぶどうジュース

25 27

麻婆豆腐 鯖の味噌煮 松風焼 グリーンサラダ
胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 カレーライス

23 24

じゃがいもと玉葱の味噌汁

果物

胚芽ご飯 くふぁじゅーしー
白身魚の黄金焼き 切干大根サラダ

豆苗スープ 果物
果物

かき卵汁 豆腐とわかめの味噌汁 そうめん汁 一口チーズ
大根サラダ きんぴら炒め 大根の鶏肉炒め 中華風コーンスープ 拌三絲

ふむふむ アガラサー

果物

もずくひらやーちー 肉まんプリン スコーン

31

豆乳 ＥＭ牛乳 リッツサンド ＥＭ牛乳 ココア豆乳

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。

菓子パン

おべんとう 休　園

新年度準備 新年度準備

30



2020年 3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 日

2 月
合挽肉 ベーコン　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ｽｷﾑﾐﾙｸ　豆乳 精白米　サラダ油　有塩バター　ｻﾗﾀﾞ油　片栗粉　食パン　生ｸﾘｰﾑ　三温糖　一

口ゼリー
玉葱　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　とうもろこし　ねぎ　レタス　果物

601 21.8 16.5 382 1.7

3 火
鶏モモ肉　錦糸卵　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳 精白米　三温糖　本みりん　ｻﾗﾀﾞ油　油　白ごま　ごま油　花麩　ひなあられ

ちらし寿司の素　いちごフルーチェ
干椎茸　大葉　刻み海苔　玉葱　生姜　にんにく　胡瓜　人参　えのき　とろろ
昆布　ねぎ 485 24.4 10.6 87 2.6

4 水
赤魚　鶏ﾓﾓ肉　ちくわ　みそ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　片栗粉　油　トマトケチャップ　オイス

ターソース　ポンデＱミックス
生姜　ねぎ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　細切りたけのこ　果物

641 24.2 23 281 2

5 木
鶏モモ肉　ツナ缶　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　油　ごま油　ホットケーキ粉 人参　もやし　胡瓜　えのき　ねぎ　ﾆﾗ　乾燥わかめ　果物

600 23.5 13.5 389 3.2

6 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ツナ缶 沖縄そば麺　固形ヨーグルト　本みりん　三温糖　精白米 玉ねぎ　人参　ねぎ　胡瓜　干椎茸　　しめじ　小松菜

614 27.1 20.3 240 3.2

7 土
豚肩ﾛｰｽ　絹ごし豆腐　普通牛乳　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　片栗粉　片栗粉　白ごま　三温糖

ホットケーキ粉　りんごカルゲン
玉葱　セロリ　生姜　とろろ昆布　ねぎ　人参

578 23 12.9 329 1.9

8 日

9 月
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　シラス　ピザ用チーズ　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　三温糖　食パン

マヨネーズ
のり佃煮　にんにく　人参　玉葱　ねぎ　切り干し大根　干椎茸　こんにゃく　ﾆ
ﾗ　果物 587 26.8 12 352 3.3

10 火
ホキ　シラス 胚芽米　米粒麦　もちきび　おつゆ麩　三温糖　金時豆　黒砂糖粉　白玉粉　押

し麦
人参　玉葱　トマト　胡瓜　にんにく　えのき　ねぎ　果物

739 26.6 20.6 315 2.3

11 水
鶏ﾓﾓ肉　ﾂﾅ缶　みそ　絹ごし豆腐　ピザ用チーズ 精白米　薄力粉　油　炒め油　塩麹　ハッシュポテト　ピザ用ソース 乾燥わかめ　小松菜　キャベツ　もやし　人参　ねぎ　果物

568 29.3 14.7 366 2.3

12 木
鮭　みそ　絹ごし豆腐　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　本みりん　三温糖　ごま油　さつまいも

もち粉　むぎ粉　黒砂糖粉　ｻﾗﾀﾞ油
干ひじき　むき枝豆　キャベツ　しらたき　人参　干椎茸　えのき　乾燥わかめ
ねぎニラ　果物 600 27.4 16.1 339 2.1

13 金
鶏モモ肉　普通牛乳　デリカウインナー　ツナ缶　みそ 食パン　油　薄力粉　オリーブ油　精白米　サラダ油　三温糖　シチュールゥ

じゃがいも
バジル　胡瓜　コーン缶　玉葱　人参　焼きのり　果物

627 26.2 17.9 196 1.8

14 土
ポーク缶　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　油揚げ　麦味噌 精白米　ごま油　本みりん　炒め油　おいもスティック（さつまいも）カルゲン 人参　干ひじき　ねぎ　キャベツ　玉ねぎ　小松菜　果物

500 23.1 11.7 355 2.9

15 日

16 月
豚挽肉　ゆし豆腐　ロースハム　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　本みりん　ごま油　片栗粉　油　三温糖　マカロニ　マヨネーズ もずく　ピーマン　コーン缶　人参　胡瓜　ねぎ　生姜　果物

583 21.1 18 183 3.4

17 火
合挽き肉　豚レバー　ベーコン　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ｻﾗﾀﾞ油　コンソメ粉　いもくず

タピオカ粉　黒砂糖粉
にんにく　ローリエ　胡瓜　コーン缶　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ　セロリ　果物

623 28.2 11.9 400 4.2

18 水
卵 薄力粉　無塩バター　三温糖　クルミ　バニラエッセンス　幼児ぶどうジュース

542 24.5 15.1 346 3.1

19 木
合挽き肉　卵 精白米　パン粉　トマトケチャップ　ウスターソース　三温糖　マヨネーズ

ハッシュポテト
玉ねぎ　カリーフラワ―　ブロッコリー　西洋南瓜　コーン缶　玉ねぎ　果物

236 9.3 6.7 258 0.5

20 金 春分の日

21 土
ツナ缶　デリカウインナー　豚肩ロース　かまぼこ　イナムドゥチ味噌 精白米　油　三温糖　トマトケチャップ 干椎茸　しめじ　人参　ねぎ　胡瓜　こんにゃく　果物

489 22.5 7.6 324 5.7

22 日

23 月
沖縄豆腐　豚挽肉　ツナ缶　卵　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　炒り胡麻　片栗粉　麩

生クリーム
人参　長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　大根　胡瓜　ねぎ　果物

620 28.3 20.4 455 3.5

24 火
鯖　豚モモ肉　みそ　普通牛乳　絹ごし豆腐　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　なたね油　本みりん　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　胡

麻　ちんびんミックス
ゴボウ　こんにゃく　人参　干椎茸　乾燥わかめ　ねぎ

688 23.9 26.1 345 2.2

25 水
鶏挽肉　木綿豆腐　卵　鶏もも肉　クリームチーズ そうめん（乾）胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　　なたね油　三温糖　プリ

ン　ﾘｯﾂｸﾗｯｶｰ　いちごジャム
玉ねぎ　大根　人参　こんにゃく　むき枝豆　椎茸　しめじ　ねぎ　果物

652 27.2 18.3 357 2

26 木
豚肩ﾛｰｽ　ツナ缶　ＥＭ牛乳　卵　一口チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　三温糖　本みりん　すり胡麻　オリー

ブ油　片栗粉　無塩バター　じゃがいも　カレールゥ
人参　玉ねぎ　キャベツ　ブロッコリー　胡瓜　コーン缶　生姜　果物

500 18.9 5.5 145 3.1

27 金
ホキ 　ベーコン　ピザ用チーズ　ツナ缶　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　薄力粉 コーンクリーム缶　緑豆春雨　胡瓜　もやし　人参　豆苗　しめじ　もずく　ニ

ラ 556 20.8 14.6 74 2.2

28 土
ツナ缶　味噌　ココア豆乳 精白米　本みりん　白ごま　ごま油　じゃがいも　油　三温糖　　肉まん 干椎茸　しめじ　ゴボウ　玉葱　人参　ねぎ　胡瓜　切干大根　　果物

547 19.8 10.2 472 2

29 日

30 月 次年度準備 599 20.9 16.5 371 0.8

31 火 次年度準備 428 17.9 8.8 318 1.9

☆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 3 月号 
さくらの花がきれいに咲き春の訪れを感じる季節になりましたね。今月はひなまつ

り会や卒園式、修了式など１年の中でもイベントが多い時期です。卒園するひまわり

組さんにとっては、小さい頃から食べてきた園の食事も今月で食べ納めです。残り１

カ月園の食事を楽しんでもらいたいものです。また子ども達も苦手だった食材も少

しずつ食べれるようになりました。「感謝の気持ちを持ち、皆で食べる事を楽しめる子」を

園の食育目標とし、栽培活動を行ったり、子ども達の成長と共にクッキングに取り組

んでみたりと、食に関する成長が感じられ嬉しく思います。今年度のお便りは今月号

をもって終了となります１年間ありがとうございました！！ 

             2 月のお弁当会！ 
お別れ遠足の予定でしたが雨の為、0,1 歳児は園でのお弁当、2,3 歳児はみどり町児童館に行き、施設で 

遊んだあとのお弁当！4,5 歳児はカッパを被ってこどもの国に行き、小雨の中動物を見学してお弁当を頂

きました！小さい子はしっかり座ってお弁当が食べれるようになり、幼児クラスは園外で友達と弁当を食

べる楽しさを味わえるようになりました！保護者の皆様、1 年間お弁当作りありがとうございました！！ 

分園の野菜収穫！！ 

分園の畑で、じゃがいもや

人参の収穫の時期を迎え

子ども達がじゃがいもほり

や人参取りにチャレンジ

し、バケツいっぱいじゃが

いもが収穫できました！！ 
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