
うるま市立与那城学校給食センター

TEL:098-978-3528

◎献立には(株)ぬちまーす（高安正勝社長）より寄贈された、ぬちまーすを使用しています。

おもに体をつくる おもに熱や力のもとになる 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 ・脂質 ビタミン・無機質

※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。　

切干大根､人参､椎茸､絹さや､
ねぎ､長ねぎ､きゅうり､ごぼう､
しめじ､こんにゃく､みかん
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ごはん　はっぽうさい　しゅうまい　おぐらしらたま
ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､うずら卵､エビ､イカ､
あずき

米､ごま油､でん粉､米油､
白玉団子､黒糖､三温糖

チンゲン菜､白菜､人参､竹の子､
きくらげ､椎茸､ヤングコーン､生
姜

28
（木）

タコライス　きのこのスープ　くだもの　ぎゅうにゅう 牛乳､豚肉､牛肉､チーズ､かに 米､麦､米油
玉葱､ピーマン､にんにく､ねぎ､
キャベツ､トマト､まいたけ､しめ
じ､えのき茸､なす､人参､みかん

27
（水）

スパゲティミートソース　ポテトフライ　ビーンズサラダ
ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､チーズ､チーズ､
ミックスビーンズ､チーズ､
チリメン

スパゲティー､米油､マーガリン､
三温糖､じゃがいも､大豆油

玉葱､人参､ピーマン､エリンギ､
セロリ､にんにく､トマト､パセリ､
青豆､きゅうり､キャベツ､コーン､
はんだま

26
（火）

もちきびごはん　さばのこうみソースかけ
もずくのみそしる　やさいいため　ぎゅうにゅう

牛乳､さば､もずく､卵､絹ごし豆
腐､みそ､豚肉､無添加ポーク

米､もちきび､三温糖､米油

長ねぎ､生姜､しそ葉､レモン､
えのき茸､小松菜､人参､ねぎ､
キャベツ､玉葱､ピーマン､
ようさい､にら､もやし

25
（月）

フーチバージューシー　さけのぬちまーすやき
みそしる　バナナ　ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､ちきあげ､さけ､
油揚げ､わかめ､みそ

米､麦､米油､じゃがいも
よもぎ､人参､玉葱､小松菜､冬
瓜､えのき茸､ねぎ､バナナ

22
（金）

ごはん　マーミナチャンプルー　イナムドゥチ
タピオカあんだぎー ぎゅうにゅう

牛乳､厚揚げ､ツナ､豚肉､
無添加ポーク､
カステラかまぼこ､みそ

米､大豆油､紅芋､でん粉､三温糖
もやし､人参､キャベツ､こんにゃ
く､椎茸､ごま

21
（木）

セルフフィッシュバーガー　かぼちゃスープ
ミニトマト  ぎゅうにゅう

牛乳､ホキ､牛乳､生クリーム
胚芽配合パン､小麦粉､パン粉､
大豆油､じゃがいも､米油､
小麦粉､マーガリン

キャベツ､きゅうり､南瓜､南瓜､
玉葱､セロリ､パセリ､トマト

20
（水）

ごはん　さばのカレーこやき　きのこのみそしる
やさいとまめのとろみに ぎゅうにゅう

牛乳､さば､油揚げ､わかめ､み
そ､大豆､厚揚げ､鶏肉

米､じゃがいも､米油､三温糖､
でん粉

椎茸､しめじ､えのき茸､なめこ､
まいたけ､大根､人参､ねぎ､
キャベツ､もやし､絹さや

19
（火）

彩橋小中
与那城小 　           　日　曜　参　観　振　替　休　日

にち　よう　　さん　　かん　ふり　かえ　きゅう　じつ　　18
（月）

ごはん　につけ　ミミガーあえ　べにいもウムニー
ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､昆布､厚揚げ､
豚耳皮､みそ

米､三温糖､ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ､紅芋
こんにゃく､人参､大根､小松菜､
ごぼう､さやいんげん､生姜､
もやし､きゅうり､レモン

15
（金）

ごはん　わかさぎてんぷら　けんちんじる
こまつなとあさりのにびたし　ぎゅうにゅう

牛乳､わかさぎ､卵､豚肉､油揚
げ､あさり､チリメン

米､小麦粉､大豆油､里芋､
米油､三温糖

こんにゃく､ごぼう､人参､ねぎ､
小松菜､大根

14
（木）

コッペパン　ぶたにくとまめのにこみ
シーザーサラダ　くだもの  ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､金時豆､無添加ハ
ム､チーズ

基本配合パン､じゃがいも､
小麦粉､マーガリン､米油､
三温糖､パン

玉葱､ピーマン､人参､エリンギ､
にんにく､キャベツ､コーン､
ほうれん草､赤ピーマン､みかん

13
（水）

（月）
チーズポテトライス　さかなのにんじんソースやき
トマトとたまごのスープ　グレープフルーツ　ぎゅう
にゅう

牛乳､豚肉､チーズ､ホキ､みそ､
卵､鶏肉

米､じゃがいも､大豆油､米油､
でん粉

人参､コーン､玉葱､ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ､
人参､トマト､えのき茸､ねぎ､
ほうれん草､グレープフルーツ

12
（火）

米､もちきび､ふ､米油､でん粉､
小麦粉､三温糖､大豆油

大根､ねぎ､人参､キャベツ､玉
葱､もやし､にがうり､みかん

むぎごはん　カレー　ゆでたまご　キムタクづけ
ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､卵
米､麦､じゃがいも､小麦粉､
マーガリン､米油

人参､玉葱､ピーマン､セロリ､
南瓜､にんにく､生姜､白菜､
たくあん漬､大根

8
（金）

11

※学校給食費は、期限内に収めましょう。

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日
（曜日）

献 立 名

米､ごま､でん粉､大豆油､三温
糖､ごま油

梅､人参､玉葱､にら､生姜､
ほうれん草､もやし､白菜､
竹の子､えのき茸､ねぎ

1
こどもの
日行事食
彩橋小

与那城小

うめごはん　しいらのやさいあんかけ
ほうれんそうのごまあえ　わかたけじる　かしわもち
ぎゅうにゅう

牛乳､チリメン､しいら､わかめ､
絹ごし豆腐､昆布だし､かしわも
ち

玉葱､人参､ピーマン､セロリ､
大根､ほうれん草､白菜､トマト､
パセリ

7

（金）

（金）

ゴーヤー
の日

もちきびごはん　さかなじる　ふーいりちー
ゴーヤーチップス　くだもの　ぎゅうにゅう

チリドッグ（コッペパン・チリビーンズ・ウインナー）
ベジタブルスープ　ベビーチーズ　ぎゅうにゅう

牛乳､無添加ウインナー､豚肉､
金時豆､ベビーチーズ

基本配合パン､米油

（木）

29 こんぶごはん　レバーのなんばんづけ　さつまじる
くだもの　ぎゅうにゅう

牛乳､昆布､豚肉､ちきあげ､
チリメン､豚レバー､みそ､

米､麦､米油､でん粉､大豆油､
三温糖､さつま芋

牛乳､赤魚､豆腐､みそ､卵､豚肉
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 新学期が始まり、もうすぐ１か月ですね。５月は「五月病」という言葉があるように、新しい環境の中で

たまった疲れが出て、体調を崩しやすくなる時期だと言われています。食べ物の好き嫌いをせずに、

しっかり食べ、毎日の習慣として、「早寝・早起き・朝ごはん」を身につけて、体調を整えましょう。 

 ５月１日は彩橋小学校と与那城小学校の春の遠足です。また、２日からは、
ゴールデンウィークが始まります。旅行や行楽など、お弁当を持って出掛ける
機会も増えると思いますが、これから夏に向けて気温が上がり、食中毒菌が活
発になります。お弁当を作る際にはより一層、衛生管理に注意が必要です。  


