
2022年 4月
火月

果物

金

1

木

アーサ汁
小松菜のごま和え

胚芽ご飯
チキンの照り焼き

スティック胡瓜
ウインナーのケチャップ煮

きのこご飯

水 土

2

きのこスープ

紅白蒸しパン

果物

肉まん
りんごジュース

7 8

ココア豆乳

9

イナムドゥチ ピーマンの細切り炒め 卵スープ 春野菜炒め

6

春雨サラダ 松風焼 ブロッコリーサラダ
納豆ご飯 胚芽ご飯 沖縄そば 胚芽ご飯胚芽ご飯 カレーライス

4 5

生姜焼き
固形ヨーグルト マカロニサラダ

果物
果物 油揚げの味噌汁 小松菜と油揚げの味噌汁

白和えサラダ鶏の塩こうじ焼き

果物 麩とわかめの清まし汁

リッツサンド ＥＭ牛乳ＥＭ牛乳
じゃこトースト たかはしもち

果物 果物

プリン スコーン

胚芽ご飯

1211 161514

スパゲティミートソース 炊き込みご飯

じゅーしーおにぎり 園内研修

野菜サラダ 肉だんご

果物 えのきとしめじの味噌汁
果物

13

胡瓜とトマトの和え物
麻婆豆腐 魚の西京焼き タンドリーチキン 魚のみそマヨ焼き
胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ) 豆腐の味噌汁
大根サラダ 大根の鶏肉炒め ひじきとモヤシサラダ 人参しりしりー 中華風コーンスープ

果物 果物

くずもち ココア蒸しパン

果物 果物
豆苗スープ なめこの味噌汁

豆乳 ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 リッツクラッカー りんごカルゲン
ふむふむ ポンデケージョ フルーチェ アメリカンドック

232120 22

とうもろこし 魚の甘酢あんかけ 鶏のみそ漬け焼き
タコライス 胚芽ご飯 おべんとう 胚芽ご飯

18 19

豆腐の清まし汁

果物

食パン 焼きそば
魚の黄金焼き 大根の梅肉和え

クリームシチュー 果物
果物

果物 大根の味噌汁 そうめん汁
野菜スープ くーぶいりちー ブロッコリー炒め キャベツサラダ

果物

おにぎり（ツナみそ） おいもスティックお誕生日ケーキ さつまいもソフトクッキー
ＥＭ牛乳 （バナナケーキ） ＥＭ牛乳 野菜ジュース

きなこトースト もずくひらやーちー

3028

りんごジュース

27 29

ごまじゃこサラダ 魚の有馬焼き チキンのトマト煮 魚のごまダレ焼き
もずく丼 胚芽ご飯 　 胚芽ご飯

25 26

もずく和え

果物 果物

胚芽ご飯
豆腐ちゃんぷるー

とろろ昆布汁果物 麩の清まし汁 コンソメスープ きのこの味噌汁
ゆし豆腐 きんぴら炒め ポテトサラダ ひじき炒め

カルシウムパン ピザポテト

果物果物

ハッシュポテトフルーツポンチ おかずパン
豆乳 ＥＭ牛乳 カルゲン

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。

 

お子さんのご進級・ご入園おめでとうございます。

うるま市役所 子育て世代包括支援センター 栄養士仲地です♪令和４年度、一年間の献立を担当させていただきます。

お子さんの成長を保護者や保育士の方々と一緒に見守ることが出来るようにサポートさせていただきます！

よろしくお願いします。つくしんぼ保育園では、毎月第三水曜日にお弁当の日が設けられています。

早速、２0日にお弁当の日がありますが、お弁当を無理なく継続してお子さんに作ってあげられるように、パッと作ることが出

来るお弁当でOKです。



2022年 4月 公立保育所

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

1 金
ツナ　デリカウィンナー　絹ごし豆腐 精白米　本みりん　三温糖　蒸しパン（ロマンス） しめじ　まいたけ　胡瓜　人参　干椎茸　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　果物

2 土
鶏モモ正肉　ベーコン　ココア豆乳 精白米　本みりん　砂糖　片栗粉　油　肉まん 小松菜　人参　胡瓜　玉ねぎ　しめじ　果物

3 日

4 月
ひきわり納豆　ツナ　豚肩ロース　かまぼこ　シラス　ピザ用チーズ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒粉　三温糖　ごま油　食パン　マヨネーズ のり佃煮　緑等もやし　胡瓜　人参　こんにゃく　干し椎茸　ねぎ　果物

5 火
鶏挽肉　木綿豆腐　豚肩ロース　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　パン粉　片栗粉　おつゆ麩　さつまいも　もち粉

麦粉　黒砂糖粉
玉ねぎ　ピーマン　人参　もやし　たけのこ　えのき　わかめ　ねぎ　果物

6 水
豚肩ロース　プロセスチーズ　卵　クリームチーズ 精白米　三温糖　じゃがいも　プリン　いちごジャム 人参　玉ねぎ　ブロッコリー　コーン　キャベツ　わかめ　果物

7 木
豚肩ロース　ベーコン　油揚げ　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　三温糖　無塩バター キャベツ　ゆでたけのこ　人参　生椎茸　しめじ　わかめ　ねぎ　果物

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

9 土
豚肩ロース　ロースハム　油揚げ 精白米　本みりん　片栗粉　マカロニ　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　胡瓜　果物

10 日

11 月
おきなわ豆腐　豚挽肉　ツナ　スキムミルク　生クリーム　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉 人参　長ネギ　ニラ　生姜　大根　白ごま　わかめ　えのき　果物

12 火
鮭　鶏モモ正肉　絹ごし豆腐　味噌　卵　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　油　ポンデＱミックス 大根　人参　こんにゃく　干し椎茸　わかめ　ねぎ　果物

13 水
鶏モモ正肉　プレーンヨーグルト　ツナ　ベーコン　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　カレー粉　三温糖　いもくず　タピオカ粉　黒砂糖

粉
干しひじき　もやし　人参　豆苗　しめじ　果物

14 木
ホキ　卵　絹ごし豆腐　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　マヨネーズ　本みりん　ホットケーキミックス　コ

コア粉
人参　ピーマン　玉ねぎ　なめこ　わかめ　ねぎ　果物

15 金
合挽き肉　卵　ＥＭ牛乳 スパゲティー（乾）　オリーブオイル　マヨネーズ　片栗粉　イチゴフルーチェ

リッツクラッカー
玉ねぎ　人参　にんにく　ブッロコリー　カリフラワー　コーン　果物

16 土
ツナ　肉団子　シラス 精白米　本みりん　三温糖　アメリカンドッグ　りんごカルゲン 干し椎茸　しめじ　人参　胡瓜　わかめ　トマト　えのき　ねぎ　果物

17 日

18 月
合挽き肉　プロセスチーズ　ベーコン　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　油　食パン　無塩バター　三温糖 玉ねぎ　レタス　トマト　とうもろこし　キャベツ　人参　パセリ　果物

19 火
赤魚　ポーク　ツナ　卵　チキアギ 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　片栗粉　三温糖 刻み昆布　干し椎茸　こんにゃく　人参　ニラ　大根　ねぎ　果物　もずく

20 水
卵　普通牛乳 薄力粉　　無塩バター　三温糖 ﾊﾞﾅﾅ　りんごジュース

21 木
鶏モモ正肉　ベーコン　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒粉　本みりん　三温糖　そうめん　さつまいも ブロッコリー　コーン　しめじ　玉ねぎ　人参　しめじ　ねぎ　果物

22 金
ホキ　ピザ用チーズ　鶏モモ正肉　ツナ　味噌 食パン　オリーブオイル　シチュールー　じゃがいも　三温糖　精白米 ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　パセリ　キャベツ　胡瓜　人参　コーン　玉ねぎ　果物　焼きのり

23 土
デリカウィンナー　絹ごし豆腐 ゆで中華麺　油　三温糖　おいもスティック 人参　キャベツ　玉ねぎ　ピーマン　大根　胡瓜　わかめ　えのき　ねぎ　果物

野菜ジュース

24 日

25 月
豚挽肉　シラス　ゆし豆腐　スキムミルク　生クリーム　豆乳 精白米　ごま油　三温糖　食パン もずく　ピーマン　コーン　人参　生姜　キャベツ　胡瓜　白ごま　ねぎ　果物

26 火
鯖　豚肩ロース　ピザ用チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　三温糖　ハッシュポテト　おつゆ麩 生姜　にんにく　しらたき　ごぼう　人参　ニラ　えのき　わかめ　ねぎ　果物

パセリ

27 水
鶏モモ正肉　プロセスチーズ　ベーコン 胚芽米　もちきび　米粒麦　サラダ油　三温糖　じゃがいも　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　ホールトマト　ニンニク　胡瓜　コーン　キャベツ　セロリ　バ

ナナ　リンゴ　みかん缶　フルーツカクテル缶

28 木
ホキ　油揚げ　普通牛乳　デリカウィンナー　EM牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　ホットケーキミックス 干ヒジキ　キャベツ　人参　ニラ　しらたき　干し椎茸　えのき　しめじ　ねぎ

果物　パセリ

29 金

30 土
沖縄豆腐　ポーク 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ハッシュポテト　カルゲン 人参　キャベツ　玉ねぎ　もずく　胡瓜　とろろ昆布　ねぎ　果物

☆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



 
     離乳食を始めよう❣ 

栄養源となる、母乳（または育児用ミルク）も、 

５～6 か月頃になると物足りなくなってきます。 

以下のような様子が見られたら、離乳食を始めましょう！ 

☆授乳が 4 時間おきになる。 

☆1 回に飲む量が 150ｃｃ～200 ㏄になる。 

☆首が座り、支えると座る。 

大人が食べていると、 

食べたそうなしぐさをする。 

口をモグモグ動かしている。 

 

★離乳食は家庭と園で連携しながら進めていきましょう。 

基本初食材は家庭で試してから、園で提供します。 

その都度、担任に声掛けください。 

朝ごはんをしっかり食べよう❣ 

朝食は 1 日の生活のスタートです‼ 

朝起きた時の身体はエネルギー不足で 

体温も低い状態です。朝ごはんを 

食べることで体温が上がり、眠っていた脳や 

身体にスイッチが入ります。 

朝ご飯を食べないとイライラしたり、ボーっと 

してケガにつながったり、元気に遊ぶことが 

できません。また、1 回の量があまり多くは 

食べられない子どもにとって、朝食は 

大切な栄養源。お友達とたくさん活動できる 

ように、朝ごはんをしっかり食べましょう❣ 

食育だより  4 月 
 

入園、進級おめでとうございます！ 

新年度がスタートし、子ども達は新しい環境の中で不安と緊張もあると思いますが、 

給食に時間になると口を大きく開け、食材を美味しそうに食べています。 

安心して食事をする雰囲気は、「心のよりどころ」となる場です。 

「保育園での食事が待ち遠しい！楽しい！」という気持ちにつながるように食育を 

通して進めていきたいと思います。また、前年度はコロナの影響でクッキング保育が全く行えません

でした。今年はコロナの様子を伺いながら出来る範囲で進めていきたいと思います。 

家庭の方でも食事作りのお手伝いなど親子で楽しんでみて下さいね。 

きっと、お子さんも一緒に作った食事だといつも以上に喜んで食べると思いますよ���� 

 

   ♡おねがい♡ 

・朝ご飯は、しっかり食べて登園しましょう。 

・また、朝ご飯の持ち込みはご遠慮ください。 

食物アレルギーを持っている子もおり、誤飲の 

原因になるので、ご理解ご協力お願いします。 

・お休みの連絡について… 

     保育園をお休みする際には 

      朝 8 時 30 分までにご連絡ください。 

      特にアレルギーを持っている子や 

      離乳食がスタートしたお子様は 

      必ずご連絡お願いします。 

 毎日の給食をキッズノートにて配信しています♪ 
★月の予定献立表、食材もキッズノートで 
確認することが出来ます���� 

（幼児食は、3 歳以上の定量です） 

★保育園での食事の様子や何を食べたのかなど 

 お子さんと会話しながら聞いてみてくださいね❣ 

みんなで食べると 

おいしいね✨ 

だいすき❤給食 
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