
2016年 10月
月 火 木水 金

鮭じゃこご飯
切干大根サラダ

果物

ハッシュﾎﾟﾃﾄ

土

1

豆腐とえのきの味噌汁

6 7

まめぴよ（豆乳）

8

胚芽ご飯 ふりかけご飯 秋まつり

果物 ごぼうサラダ きのこの清まし汁 大根のレモン漬け
わかめスープ(ｴﾉｷ･ﾜｶﾒ) 松風焼 ヒジキとモヤシのサラダ

5

キッズビビンバ

3 4

一口チーズ 中華風コーンスープ 豆腐とニラの清まし汁

胚芽ご飯 カレーライス
すきやき風煮つけ

マセドアンサラダ

果物

トンカツ

小松菜ときのこの清まし汁
果物

プリン
クラッカーサンドむぎちゃ 豆乳ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳

きなこトースト スコーン

10

ぜんざい たかはしもち

1411 151312

納豆ご飯 胚芽ご飯 なすのミートスパゲティー
体育の日 ちむしんじ サンマのかば焼き キャベツと人参のサラダ

果物
青梗菜の味噌汁 きのこ炒め

胚芽ご飯 胚芽ご飯
わかさぎのチーズフライ 鶏のﾚﾓﾝ風味焼

キャベツの和え物 麩チャンプルー アーサ汁 拌三絲 麩とワカメの清し汁

もずく蒸しパン おにぎり（ツナみそ）

一口チーズ 冬瓜の味噌汁

ぽーぽー

果物 果物

シリアルクッキー やきいも
ＥＭ牛乳 ＥＭ牛乳 むぎちゃ ＥＭ牛乳 りんごカルゲン

2019 222117 18

胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯 おべんとう
麻婆豆腐 魚の有馬焼き 鶏の塩こうじ焼

沖縄そば 鶏そぼろご飯
白和えサラダ 豆腐とコーンのスープ

大根サラダ パパイヤ炒め ひじき炒め 固形ヨーグルト くーぶいりちー

たこ焼き風 ブラウニー

かき玉汁 豆苗スープ ｴﾉｷとﾓﾔｼのｽｰﾌﾟ

(お誕生日ケーキ）
ちんすこう ふむふむ

果物 果物

鮭おにぎり とうもろこし
ＥＭ牛乳 豆乳 ＥＭ牛乳 幼児りんご むぎちゃ まめぴよ（豆乳）

2726 292824 25

もずく丼 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯
ゆし豆腐 鮭と野菜のホイル焼き ハンバーグ 豚肉の生姜焼き

果物
ホワイトシチュー ｼﾒｼﾞとｴﾉｷのｽｰﾌﾟ

食ﾊﾟﾝ 胚芽ご飯
白身魚の黄金焼き ポークソテー

青菜のゴマサラダ じゃがいも炒め キャベツとツナのサラダ 切干しいりちー 温野菜サラダ おかか和え

きなこクッキー ポンデケージョ

つけ合トマト ほうれん草の味噌汁 ミネストローネ なめこと豆腐の味噌汁

さつまいもクッキー くずもち

果物

くふぁじゅーしー ウィンナードック
ＥＭ牛乳 麦茶 ＥＭ牛乳 豆乳 むぎちゃ カルゲン

タコライス

31

豆スープ
とうもろし

果物

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。

ＥＭ牛乳
ハロウィンクッキー



2016年 10月

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 土
鮭フレーク　ｼﾗｽ　ﾂﾅ缶　絹ごし豆腐　みそ　豆乳（まめぴよ） 精白米　白ごま　三温糖　ハッシュﾎﾟﾃﾄ 人参　ねぎ　りんご　胡瓜　切干大根

2 日

3 月
　豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ﾂﾅ缶　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　食パン　無塩バター 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　　果物

4 火
鶏挽肉　ロースハム　絹ごし豆腐　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　　油　薄力粉　無塩バター　三温糖　ごま油 玉葱　人参　ゴボウ　　さやいんげん　えのき　ねぎ　小松菜　果物

5 水
豚もも肉　ツナ缶　一口チーズ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　みつかん酢　じゃが芋　金時

豆　黒砂糖粉　白玉粉　押し麦
玉葱　人参　もやし　えのき　しめじ　ねぎ

6 木
沖縄豆腐　牛肩ﾛｰｽ　卵　きな粉　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　片栗粉　さつま芋　もちこ　むぎ粉　黒

砂糖粉
ほうれんそう　しらたき　白菜　人参　大根　胡瓜　ﾚﾓﾝ　ﾚﾓﾝ汁　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ねぎ
果物

7 金
豚ﾋﾚ肉　卵　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　絹ごし豆腐 精白米　薄力粉　パン粉(乾)　油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　プリン　リッツクラっ

カー　クリームチーズ　いちごジャム
にんにく　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　人参　ｺｰﾝ　えのき　しめじ　ねぎ　ニラ　果物

8 土 つくしんぼまつり

9 日

10 月 体育の日

11 火
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　一口チーズ　卵　普通牛乳　きな粉　Ｅ
Ｍ牛乳

胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　白ごま　三温糖　ちんびんミックス にんにく　人参　玉葱　ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし

12 水
　秋刀魚　麩　豚肩ﾛｰｽ　油揚げ　みそ　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　本みりん　三温糖　ホットケーキ粉 生姜　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾆﾗ　冬瓜　ねぎ　もずく　果物

13 木
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　竹輪　ﾂﾅ缶　みそ スパゲッティ(乾)　油　三温糖　精白米 茄子　人参　玉葱　にんにく　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　ｾﾛﾘｰ　ｱｰｻ(乾)　ねぎ　焼

きのり

14 金
わかさぎ　卵　粉ﾁｰｽﾞ　厚揚げ　みそ　スキムミルク　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　春雨　白ごま　ごま油　三温糖　無塩バ

ター　フルーツグラノーラ
胡瓜　もやし　人参　もずく　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　果物

15 土
鶏ﾓﾓ肉 胚芽米　もちきび　米粒麦　おつゆ麩　有塩バター　りんごカルゲン　さつまいも ﾚﾓﾝ汁　乾燥わかめ　ねぎ　しめじ　まいたけ　人参　玉葱　ｺｰﾝ　にんにく　果

物

16 日

17 月
　沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　卵　かに風味かまぼこ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　白ごま　薄力粉 長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　大根　胡瓜　ねぎ　果物

18 火
鯖　豚肩ﾛｰｽ　ﾍﾞｰｺﾝ　豆乳　麩　スキムミルク 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　　三温糖 生姜　にんにく　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　玉葱　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　トウミョウ　しめじ　果物

19 水
　鶏ﾓﾓ肉　油揚げ　大豆水煮　チキアギｰ　竹輪　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　本みりん　じゃがいも　たこ焼きソース ﾐﾆﾄﾏﾄ　干しひじき　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　えのき　もやし　ね

ぎ

20 木
卵　クルミ 無塩バター　三温糖　薄力粉　ミルクココア　幼児りんごジュース 果物

21 金
豚肩ロース　かまぼこ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　鮭フレーク 沖縄そば麺　本みりん　三温糖　精白米　油 昆布(乾)　玉葱　人参　ねぎ　胡瓜　小松菜　人参　ｶﾗｼ菜

22 土
鶏挽肉　絹ごし豆腐　豚ﾓﾓ肉　かまぼこ　一口チーズ　まめぴよ（豆乳） 精白米　ごま油　三温糖　片栗粉　本みりん　油 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　根みつば　生姜　ｺｰﾝ　玉葱　みつ葉　刻み昆布　干椎茸　こん

にゃく
ﾆﾗ　果物

23 日

24 月
　豚挽肉　卵　ゆし豆腐　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　スキムミルク　ＥＭ牛乳 　精白米　ごま油　三温糖　白ごま　さつまいも　無塩バター　薄力粉 もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ねぎ　小松菜　もやし　ﾄﾏﾄ

25 火
　鮭　麦味噌　豚肩ﾛｰｽ　きな粉 胚芽米　米粒麦　もちきび　有塩バター　じゃがいも　油　おつゆ麩　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉

ｻﾂﾏｲﾓ澱粉（いもくず）　黒砂糖粉
玉葱　茄子　えのき　しめじ　人参　にんにく　ﾆﾗ　ﾎｳﾚﾝ草　果物

26 水
合挽肉　普通牛乳　卵　ﾂﾅ缶　ﾍﾞｰｺﾝ　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　オリーブ油　じゃがいも

無塩バター　薄力粉
玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ｾﾛﾘｰ　にんにく　ﾄﾏﾄ　ﾊﾟｾﾘ　果物

27 木
豚肩ロース　卵　豚肩ﾛｰｽ　絹ごし豆腐　みそ　豆乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　練り梅　薄力粉　パン粉(乾)　本みりん　油　ポンデ

Ｑミックス
大葉　切り干し大根　人参　干椎茸　こんにゃく　ﾆﾗ　なめこ　ねぎ

28 金
　ﾎｷ　卵　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳　豚ﾓﾓ肉 胚芽ロール　薄力粉　油　緑豆春雨　ごま油　三温糖　じゃがいも　有塩バター

精白米　本みりん
ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ　人参　もやし　玉葱　干椎茸　ｺﾞﾎﾞｳ　ねぎ　カリーフラワー
ブロッコリー　南瓜

29 土
豚肩ﾛｰｽ　削り節 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　有塩バター　ごま油　片栗粉　ｳｲﾝﾅｰ

ドック　カルゲン
生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　もやし　しめじ　えのき　長ねぎ

30 日

31 月
　合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ﾛｰｽﾊﾑ　ﾍﾞｰｺﾝ　スキムミルク　普通牛乳　かつお節 精白米　油　マカロニ　　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　西洋南瓜　胡瓜　人参　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



 

 

 

10月食 育 だ よ り発行：西平  

 
「秋」と言えば、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋！！いろいろと集中できる良い季節ですね。 

よく食べ、よく動き、楽しくすごせるよう見守っていきますね。 

さて！あと 1週間で「まつり」がやってきます！！気温の変化に気をつけながらたのしいまつりが

すごせるよう、支えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第Ⅲ期（10月～12月）の各クラスの食育目標をお知らせします 
0歳児 もも組 ・色々な食べ物を見る、触る、味わう経験を通し進んで食べられる

ようにする。 

・できるだけ、スプーンやフォークを持って食べようとする。        

1歳児ちゅうりっぷ組 ・苦手な物も励まされて、頑張って食べようとする。 

・皿に残った食べ物を集めて残さずに食べようとする。 

2歳児 たんぽぽ組 ・スプーンやフォークを併用しながらお箸の使い方を知る。 

・食事のマナーを知らせ、楽しく食事ができるようにする。 

3歳児 ゆり組 ・食材や献立の名前を知り、関心を持つ。 

・食べ物を作ってくれた人への感謝の気持ちを持つ。 

4歳児 さくら組 ・行事と食との繋がりを知り、興味を持つ。 

5歳児 ひまわり組 ・食べ物と体の関係に関心をもつ。 

・箸の持ち方や姿勢など、食事の仕方が身につく。 

 

 ９月２３日（金）に敬老会がありました◎ 

祖父母の皆様をご招待して「敬老会」を行いました。お孫さんと一緒に給食の試食会も実施し

ましたよ！！多数のご参加ありがとうございました。一緒に食べると美味しいね(^O^) 

９月１６日（金）にお月見団子作りをしました◎ 

０，１歳児クラスは小麦粉粘土を使って団子を作る体験をし、2，3，4 歳児クラスは白玉粉を使ってお

団子を丸める体験、５歳児は自分達で丸めたお団子をお湯でゆでる体験、串に刺す体験をして、みた

らし団子にして食べましたよ。 


