
うるま市立石川学校給食センター
TEL:098-965-3150

◎材料、その他の都合により献立を変更することがあります。　㋦が付いている献立はぬちまーすを使用しています。

おもに体の組織をつくる おもにエネルギーとなるおもに体の調子を整える
（赤の食品） （黄の食品） （緑の食品）

たんぱく質 ・無機質 炭水化物 ・脂肪 ビタミン

4月給食予定献立表

662 36.5 24.7

639

916 39.5 18.0

22.6

684 32.5 27.8

633

803 25.0 22.4

27.4

694 30.7 19.1

520

630 24.9 21.2

18.1

エ

ネ

ル

ギ
ー

タ

ン

パ

ク

質

脂
質

栄養価(上小、下中)

816

747 34.1 18.4

米､油､ゴマ､砂糖
白菜キムチ､玉葱､人参､ご
ぼう､青豆､きゅうり､パパイ
ヤ､小松菜､くだもの

小松菜､人参､玉葱､青豆､
生姜

牛乳､㋦炊き込みごはん､豚肉の黒糖みそ
焼き､梅肉あえ､くだもの

牛乳､鶏肉､豚ロース､みそ
米､油､こんにゃく､砂糖､黒
糖､ゴマ

人参､ごぼう､青豆､椎茸､
生姜､きゅうり､大根､梅､く
だもの

30
（木）

牛乳､あわご飯､㋦小松菜と豆腐のみそ
汁､㋦ひじき炒め､手づくりふりかけ

牛乳､豚肉､豆腐､みそ､ひ
じき､油揚げ､大豆､ちきあ
ぎ､しらすぼし､あおのり、
糸けずり

米､あわ､油､コンニャク､ゴ
マ

28
（火）

牛乳､㋦ひじきキムチチャーハン､シューマ
イ､ささみサラダ､くだもの

牛乳､豚肉､ひじき､こん
にゃく寒天､蒸し鶏、シュー
マイ

牛乳､ビビンバ丼（麦ごはん､肉、ナムル）、
㋦もずくワンタンスープ､くだもの

牛乳､もずく､牛肉､レバー
米､麦､ごま､砂糖､でん粉､
油、ワンタン

人参､長ねぎ､椎茸､生姜､
にんにく､赤ピーマン､黄
ピーマン､ぜんまい､玉葱､
もやし､小松菜､くだもの

27
（月）

伊波小
欠食

(春の遠
足)

牛乳､とんこつラーメン（めん、㋦スープ）､
レバーの南蛮漬け､くだもの

牛乳､鶏肉､みそ､レバー
中華めん､油､小麦粉､でん
粉､砂糖

にんにく､生姜､人参､キャ
ベツ､きくらげ､椎茸､長ね
ぎ､ピーマン､きゅうり､玉
葱、くだもの

24
（金）

牛乳､㋦山菜ごはん､山芋入り豆腐ハン
バーグ､ごぼうのすりごまあえ､ヨーグルト

牛乳､鶏肉､油揚げ､ヨーグ
ルト、豆腐ハンバーグ

米､油､砂糖､ゴマ
れんこん､ぜんまい､しめ
じ､人参､椎茸､ねぎ､ごぼ
う､小松菜､きゅうり

23
（木）

牛乳､コッペパン､㋦コンソメスープ､チキン
のてりやき､大豆のツナマヨサラダ

牛乳､鶏肉､ウィンナー､大
豆､ツナ

パン､麦､油､砂糖、マヨ
ネーズ

人参､キャベツ､セロリ､玉
葱､きゅうり

22
（水）

【浜下り・シブイの日】
牛乳､麦ごはん､㋦冬瓜のそぼろ煮､和風
肉だんご､三月菓子

牛乳､鶏肉､豚肉､レバー､
厚揚げ、肉だんご

米､麦､油､砂糖､でん粉､三
月菓子

生姜､冬瓜､人参､椎茸､小
松菜､竹の子

21
（火）

牛乳､麦ごはん､㋦チキンカレー､菜の花サ
ラダ､くだもの

牛乳､鶏肉､豚レバー､しら
すぼし､油揚げ

米､麦､じゃがいも､油､小麦
粉

にんにく､人参､玉葱､ピー
マン､プルーン､なばな､大
根､コーン､くだもの

20
（月）

【食育の日（佐賀県）・よい歯】
牛乳､五穀ごはん､㋦だぶ､さばのぬちまー
す焼き､かみかみサラダ､かみかみグミ

牛乳､鶏肉､厚揚げ､さば､
魚ソーメン

米､五穀､油､里芋､コンニャ
ク､でん粉、グミ、マヨネー
ズ

小松菜､人参､レンコン､ご
ぼう､椎茸､生姜､竹の子､
大根､きゅうり､コーン

17
（金）

牛乳､㋦アーサ入焼きそば､春巻き､バンバ
ンジーサラダ､チーズ

牛乳､豚肉､蒸し鶏､みそ､
チーズ

中華めん､油､ごま､砂糖、
春巻き

生姜､にんにく､人参､キャ
ベツ､玉葱､もやし､アーサ､
きくらげ､大根､きゅうり

16
（木）

牛乳､麦ごはん､㋦煮付け､さんまの梅煮､
納豆

牛乳､鶏肉､昆布､ちくわ､さ
んま､納豆

米､麦､油､こんにゃく､砂糖
冬瓜､ごぼう､人参､小松
菜､いんげん､椎茸､生姜

15
（水）

牛乳､きなこあげパン､㋦ミネストローネ
スープ､アスパラとコーンのソテー

牛乳､きな粉､鶏肉､ベーコ
ン､レッドキドニー､豚肉

パン､油､はったい粉､砂
糖､黒糖､じゃがいも

にんにく､人参､玉葱､セロ
リ､キャベツ､トマト､いんげ
ん､アスパラ､コーン､しめ
じ､赤ピーマン

14
（火）

牛乳､麦ごはん､㋦根菜汁､こんにゃくの甘
辛炒め､ミニトマト

牛乳､豚肉､油揚げ､みそ､
牛肉

米､麦､油､里芋､こんにゃ
く､砂糖

ごぼう､大根､人参､ねぎ､玉
葱､いんげん､にんにく､生
姜､トマト

13
（月）

（木）

10
（金）

アーサ､椎茸､ねぎ､人参､
コーン､にんにく､玉葱､ピー
マン､トマト､キャベツ

7
（火）

にんにく､ブロッコリー､玉葱､
人参､赤・黄ﾋﾟｰﾏﾝ､ピーマン､
コーン､しめじ､大根､きゅうり､
小松菜､ｼｰｸﾜｰｻｰ

椎茸､ねぎ､生姜､人参

小１年生
15日まで
補食給

食

牛乳､コッペパン､㋦マカロニのクリーム煮､
ホキの花園焼き､ひじきサラダ､イチゴミッ
クスジャム

牛乳､鶏肉､白花豆ペース
ト､豆乳ホイップ､豆乳､ホ
キ､ひじき､ツナ

パン､じゃがいも､マカロニ､
小麦粉､油､砂糖､ジャム、
マヨネーズ

入学式 8 米､コンニャク､油、ゼリー
（水）

9

☆学校給食費は、期限内におさめましょう。

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

平成27年

行
事

日
（曜日）

献 立 名
米､麦､じゃがいも､でん粉､
砂糖､油

牛乳､赤飯､㋦中身汁､クーブイリチー､ひじ
き入り厚焼き玉子、お祝いゼリー

牛乳､（炊き込み用）赤飯､
豚肉､中身､昆布､ちきあ
ぎ､厚焼きたまご､ひじき

始業式
宮森
のみ

牛乳､タコライス（麦ごはん､ミート、キャベ
ツ、チーズ）、㋦アーサスープ

牛乳､鶏肉､豚肉､牛肉､レ
バー､大豆､チーズ
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