
2016年 11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 豆乳

果物

ちんすこうじゃこトースト くずもち

はんぺんと青梗菜の清し汁 味噌汁(ﾅﾒｺ･豆腐)
果物

果物 カボチャサラダ ひじき炒め
わかめスープ 鶏の塩こうじ焼 鯖のカレーピカタ

キッズビビンバ 胚芽ご飯 胚芽ご飯

28 29 30

鮭おにぎり 肉まん
EM牛乳 EM牛乳 ＥＭ牛乳 むぎちゃ 豆乳

果物

スイートポテトきなこトースト たこ焼き風

果物 根菜の白みそ煮 そうめん汁
豆苗スープ ほうれん草のおかか和え 勤労感謝の日 からし菜炒め オニオンスープ パパイヤ炒め

スパゲティーミートソース そぼろご飯
白菜サラダ じゃが芋とにらの味噌汁

果物

25

とうもろこし 魚の有馬焼き 松風焼
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯

21 22 262423

おにぎり（ツナみそ） ハッシュポテト
EM牛乳 EM牛乳 EM牛乳 飲むヨーグルト むぎちゃ カルゲン

シリアルクッキー リンゴケーキさつまいもソフトクッキー もずく蒸しパン

果物 コーンスープ ほうれん草の味噌汁 アーサ汁
青菜のゴマサラダ ピーマンの細切炒め くーぶいりちー ひじきとモヤシのサラダ 固形ヨーグルト 甘酢モズク

沖縄そば きのこご飯
白和えサラダ 豆腐の清し汁

果物

18

ゆし豆腐(ねぎ） ハンバーグ 魚の香り焼 すきやき風煮つけ
もずく丼 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯
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たかはしもち とうもろこし・一口チーズ ペッタンコご飯 サンドイッチ
むぎちゃ

かき卵汁 果物

EM牛乳 豆乳EM牛乳 むぎちゃ
ふむふむ ぜんざい（金時豆）

果物 果物

鶏のﾚﾓﾝ風味焼
コールスローサラダ 麩チャンプルー

果物 果物
なめこと豆腐の味噌汁 豆乳スープ ｷﾉｺの味噌汁

カレーライス 胚芽ご飯
鮭のピカタ

大根サラダ キャベツサラダ 春雨ナムル

9

麻婆豆腐 麩とｴﾉｷの清し汁 わかさぎのフライ
胚芽ご飯

7 12
秋の遠足（お弁当）

食パン 胚芽ご飯

まめぴよEM牛乳

10 118

土

5

人参蒸しパン やきいも

文化の日
果物

胚芽ご飯
秋刀魚のかばやき

りんごサラダ

焼きそば
とろろ昆布汁

ごぼうとコーンのサラダ
鮭のちゃんちゃん焼き

胚芽ご飯

木

ポンデ・ベジタブル
EM牛乳

水

2

ぽーぽー

もずく和え
冬瓜カレー汁

金

3 4

ちむしんじ

なすの味噌汁
切干大根サラダ

果物

EM牛乳

火

1

納豆ご飯

うるま市役所/つくしんぼ保育園
月



2016年 11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 火
　挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　味噌　ﾂﾅ缶　卵　普通牛乳 　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　白ごま　三温糖　ﾎｯﾄｹｰｷ粉　薄力粉

黒砂糖粉　油
にんにく　人参　玉葱　ねぎ　切り干し大根　胡瓜　果物

521 18.3 13.3 131 4.1

2 水
　秋刀魚　鶏ﾓﾓ肉　かつお節　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　本みりん　三温糖　ポンデＱミックス 生姜　もずく　胡瓜　ﾚﾓﾝ汁　冬瓜　人参　しめじ　ﾊﾟｾﾘ

622 26.2 21.7 312 2.1

3 木 文化の日

4 金
　鮭　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　沖縄豆腐　　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　オリーブ油　本みりん　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　胡麻　片

栗粉　ホットケーキ粉
ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　ｺｰﾝ　さやいんげん　ﾆﾗ　梨

648 27.2 15.5 378 3

5 土
　豚ﾓﾓ肉　まめぴよ（豆乳） ゆで中華麺　油　おつゆ麩　三温糖　焼き芋 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　青のり　とろろ昆布　ねぎ　りんご　胡瓜　ﾚｰｽﾞﾝ

ﾚﾓﾝ汁 486 18.9 8 319 1.4

6 日

7 月
　沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　卵　麩　生ｸﾘｰﾑ  ｽｷﾑﾐﾙｸ　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　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 長ねぎ　ﾆﾗ　生姜　にんにく　大根　胡瓜　人参　みつば　果物

583 26.2 18.7 409 2.8

8 火
　豚肩ﾛｰｽ　麩　型抜きチーズ 胚芽米　米粒麦　もちきび　じゃがいも　油　薄力粉　有塩バター　オリーブ油

三温糖　金時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦
人参　西洋南瓜　玉葱　りんご　グリーンﾋﾟｰｽ　ねぎ　えのき　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　ｾﾛ
ﾘｰ　果物 643 17.7 16.2 189 3.1

9 水
わかさぎ　沖縄豆腐　卵　きな粉　ＥＭ牛乳 薄力粉　三温糖　油　さつま芋　もち粉　むぎ粉　黒砂糖粉 春雨　人参　モヤシ　胡瓜　ねぎ　果物

479 27.1 12.2 387 2.3

10 木
豆乳　　一口チーズ 秋の遠足 とうもろこし

571 20.5 22 152 5

11 金
　鮭　卵　ﾍﾞｰｺﾝ　調製豆乳　ｼﾗｽ 食パン　薄力粉　オリーブ油　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉　精白米　むき胡麻　ご

ま油
ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　人参　西洋南瓜　玉葱　しめじ　ﾊﾟｾﾘ　みかん　べったら漬　大葉
焼きのり 731 28.1 17.1 338 2.4

12 土
　鶏ﾓﾓ肉　麩　みそ　ツナ缶 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　食パン ﾚﾓﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　えのき　乾燥わかめ　果物

499 25.7 13.3 73 3.2

13 日

14 月
　豚挽肉　卵　ゆし豆腐　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ 精白米　ごま油　三温糖　白ごま　さつまいも　薄力粉　無塩バター もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ねぎ　小松菜　胡瓜　もやし　果物　ｾﾛﾘｰ

520 21.8 11.9 381 2.7

15 火
　合挽肉　卵　豚ﾓﾓ肉　ﾍﾞｰｺﾝ　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　パン粉(乾)　三温糖　じゃがいも　ホットケーキ

粉
玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　もやし　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ

637 29.6 20.2 114 3.7

16 水
ＥＭ牛乳　ｷﾝｸﾞ　豚ﾓﾓ肉　かまぼこ　油揚げ　麦味噌 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　本みりん　油　薄力粉　三温糖　無塩バ

ター　フルーツグラノーラ
にんにく　刻み昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　ﾎｳﾚﾝ草

537 21.2 12.2 450 2.4

17 木
　沖縄豆腐　牛肩ﾛｰｽ  ﾂﾅ缶　竹輪　卵 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ごま油　油　薄力粉　飲むヨーグルト 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　ごま油　油　レーズン

200 6.8 7.1 66 1.9

18 金
三枚肉　かまぼこ　沖縄豆腐　ﾂﾅ缶　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　みそ 沖縄そば　本みりん　三温糖　精白米　油 玉葱　昆布(乾)　ねぎ　胡瓜　小松菜　人参　焼きのり

560 23.4 10.3 171 2.5

19 土
鶏ﾓﾓ肉　絹ごし豆腐 精白米　本みりん　三温糖　ハッシュポテト　カルゲン しめじ　干椎茸　まいたけ　人参　みつば　えのき　ねぎ　もずく　胡瓜　果物

453 17.6 6.8 293 1.5

20 日
　

21 月
　合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ﾛｰｽﾊﾑ　ﾍﾞｰｺﾝ　ＥＭ牛乳　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　サラダ油　じゃがいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　食パン 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　人参　胡瓜　トウミョウ　しめじ　果物

636 26 17.4 383 1.9

22 火
　鯖　削り節　鶏ﾓﾓ肉　厚揚げ　みそ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　さといも　片栗粉　薄力粉　上白糖

じゃがいも　たこ焼ソース
生姜　にんにく　ﾎｳﾚﾝ草　大根　人参　絹さや　果物　キャベツ　ねぎ

744 28.7 19.6 371 3.9

23 水 勤労感謝の日 　

24 木
　鶏挽肉　木綿豆腐　卵　みそ　麩　ﾂﾅ缶　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　パン粉(乾)　三温糖　白ごま　油　そうめん(乾)　さ

つま芋　無塩バター　生ｸﾘｰﾑ
玉葱　ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　しめじ　みつ葉

577 25.2 13.5 358 2.8

25 金
　合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　かに風味かまぼこ　ﾍﾞｰｺﾝ　国産大豆(ゆで)　鮭フレーク スパゲッティ(乾)　有塩バター　オリーブ油　片栗粉　精白米　油 玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　にんにく　白菜　胡瓜　ﾐｶﾝ缶　ﾊﾟｾﾘ　ｶﾗｼ菜

519 20.6 12.2 97 2.9

26 土
鶏挽肉　みそ　ﾂﾅ缶　豆乳 精白米　ごま油　三温糖　じゃがいも　油　肉まん 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　みつば　生姜　ﾆﾗ　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ千切り　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ　果物

601 18.5 14 294 1.7

27 日

28 月
　豚挽肉　鶏挽肉　ｳｽﾞﾗ卵　ちりめん　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　ＥＭ牛乳 精白米　油　三温糖　ごま油　ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 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 551 25.8 13.7 389 2.8

29 火
　鶏ﾓﾓ肉　ﾛｰｽﾊﾑ　はんぺん　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　ｻﾂﾏｲﾓ

澱粉　三温糖
西洋南瓜　胡瓜　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　果物

720 33.9 19.2 316 3.1

30 水
　鯖　卵　油揚げ　チキアギｰ　沖縄豆腐　みそ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　本みりん　三温糖 干しひじき　むき枝豆　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　しらたき　干椎茸　ﾆﾗ　なめこ　ねぎ　果

物 553 18.7 21.2 121 4.7

☆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



 

１１月１５日は七五三ですね。ちとせあめは江戸時代の元禄の頃、浅草のあめ売りが紅白の棒

状のあめを「千年あめ」「寿命糖」という名で売ったのが始まりという説があります。昔は子どもの

生存率が低かったため、無事に育ち、長生きしてほしいという親の願いが込められていたのです

ね。また、甘い物は貴重品だったので、なによりの贈り物だったそうです。食べきれなかった時に

は、砂糖代わりに煮物や照り焼き、お菓子作りに利用してみましょう。今月も子どもたちがすくす

く成長できるよう一緒に見守っていきましょうね。 

食育だより発行：西平 

本園の畑には、ブロッコリー・キ

ャベツ・セロリの苗植えを９月に

5歳児が行いましたよ。おいしい

野菜に育て～と願いをこめて見

守る子ども達です！！ 

１０月のたのしいクッキング！！２歳児と５歳児合同でマフィン作り。３歳児マフィン作り。４歳児はピザ作り

とマフィン作りをしましたよ～(^^)/ 

3歳児、2歳児がプランターにピーマン、トマト、ねぎ、じゃがいもを

植えましたよ。大きくなあれ、おいしくなーれ、と見守ってます。 


