
〇食材その他都合により献立を変更することがあります。

〇毎日の献立には、（株）ぬちまーすより寄贈されたぬちまーすを使用

〇学校給食費は、期限内に納めましょう。

 ★表示義務食品・表示推奨食品あわせて、以下の２７品目を表示しています。 

   卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・ 

   くるみ・さば・さけ・キウイ・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・まつたけ・もも・やまいも・ 

   りんご・セラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ  

 ※もずく・アーサ・しらすは、収穫の際えび・かに混入の可能性があるため 

  アレルギー表示対象としています。 

 

 ★食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は  

  同じ製造工場内で生産されている別の製品のアレルギー物質が微量混入してしまうことがあります。  

  これらについては記載しておりません。詳細については給食センターまでお問い合わせください。 

   

   うるま市立津堅学校調理場  TEL 978-2141  FAX 978-1005 

    
 

● アレルギー表示につい

平成２７年 



献　立　名

梅入り炊き込みごはん

豚汁

大根のそぼろ煮

レンコンとあお豆の和え物

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 671 Kcal たんぱく質 28.5 ｇ 脂　質 21.8 ｇ 炭水化物 90.2 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 775 Kcal たんぱく質 32.6 ｇ 脂　質 24.9 ｇ 炭水化物 105.1 ｇ

なすとトマトのスパゲティー

クラムチャウダー

きびなごフライ

ブロッコリーサラダ

バナナ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 752 Kcal たんぱく質 30.1 ｇ 脂　質 34.9 ｇ 炭水化物 79.4 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 873 Kcal たんぱく質 34.9 ｇ 脂　質 40.1 ｇ 炭水化物 93.1 ｇ

くふぁじゅうしい

チムグァーシンジ

クーブイリチー

五色和え

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 603 Kcal たんぱく質 25.4 ｇ 脂　質 19.7 ｇ 炭水化物 81.0 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 696 Kcal たんぱく質 29.4 ｇ 脂　質 22 ｇ 炭水化物 95.1 ｇ

麦ごはん

具だくさん味噌汁

サバのゴマダレ焼き

千草和え

オレンジ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 598 Kcal たんぱく質 25.3 ｇ 脂　質 18 ｇ 炭水化物 83.7 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 786 Kcal たんぱく質 32.7 ｇ 脂　質 21.9 ｇ 炭水化物 114.5 ｇ

あわごはん

中華丼

卵スープ

ナムル

手作り杏仁豆腐

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 602 Kcal たんぱく質 24.9 ｇ 脂　質 17.6 ｇ 炭水化物 86.0 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 757 Kcal たんぱく質 29.5 ｇ 脂　質 19.8 ｇ 炭水化物 115.2 ｇ

8/31
(月)

8/27
(木)

8/26
(水)

さば

じゃがいも 人参　玉ねぎ　にんにく　ねぎ

三温糖　サラダ油(大豆） 千切大根　人参　ニラ

きびなごフライ（小麦） サラダ油(大豆）

ごま　ごま油（ごま）　三温糖

人参　もやし　きゅうり

コールスロードレッシング（卵・大
豆）

ブロッコリー　コーン　きゅう
り

牛乳

ツナ

バナナ

三温糖　ごま油（ごま）
しょうゆ（大豆・小麦）
みつかん酢（小麦）

牛乳

8/24
(月）
始業式

トマトピューレ　トマトソース（大
豆）　ケチャップ　ぬちまーす

あさり　鶏肉　スキムミルク
（乳）　牛乳

じゃがいも
人参　玉ねぎ　いんげん
マッシュルーム

ホワイトルウ(小麦・乳・大豆・鶏肉・
牛肉)　ぬちまーす　こしょう

しょうゆ（大豆・小麦）　みりん
花かつお　ぬちまーす　酒

豚肉　豚レバー　みそ

花かつお　しょうゆ（大豆・小麦）
ぬちまーす

精白米　ペン麦　サラダ油(大豆） 人参　ごぼう　にら　しいたけ

8/25
(火)

無塩せきベーコン(豚・大豆）
ツナ

スパゲティー(小麦粉）　サラダ油
(大豆）　オリーブ油

昆布　豚肉　カステラかまぼこ

豚肉　厚揚げ(大豆） サラダ油(大豆）
大根　人参　玉ねぎ　小松菜
生姜

しょうゆ（大豆・小麦）　みりん
花かつお　ぬちまーす

花かつお　豚骨　ぬちまーす　酒

こんにゃく　カステラかまぼこ　昆布　豚肉

その他調味料等

梅菜めし　しょうゆ（大豆・小麦）
酒　花かつお

花かつお

りんご酢(りんご）
しょうゆ（大豆・小麦）

牛乳

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

しらす（えび・かに）油揚げ(大豆）
ひじき

なす　ピーマン　玉ねぎ　しめ
じ　トマトホール缶　にんにく

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類

豚肉　こんにゃく　油揚げ(大
豆）　みそ(大豆）

じゃがいも

三温糖　ごま油(ごま）

ごぼう　人参　長ねぎ

レンコン　あお豆　コーン

精白米　押し麦　ごま
サラダ油(大豆）

人参　竹の子

鶏肉　みそ(大豆）

オレンジ

精白米　あわ

豚肉　いか　えび ごま油（ごま）　でん粉
人参　玉ねぎ　白菜　竹の子
しいたけ　パクチョイ

木戸中華(小麦・乳・大豆・牛・豚・鶏)
オイスターソース　ぬちまーす　こ
しょう

牛乳　寒天 グラニュー糖 チェリー缶 アーモンドエッセンス

牛乳

花かつお

ちくわ　錦糸卵(卵）

かぼちゃ　大根　人参　ごぼう

たまご サラダ油(大豆）　三温糖
人参　もやし　白菜　ほうれん
草

ぬちまーす　しょうゆ（大豆・小麦）
みつかん酢（小麦）

ごま油（ごま）　三温糖　白ごま
人参　もやし　白菜　ほうれん
草

しょうゆ（大豆・小麦）

たまご でん粉 人参　絹さや　長ねぎ
ぬちまーす　こしょう　鶏ガラ
しょうゆ（大豆・小麦）

酒　ぬちまーす　こしょう
しょうゆ（大豆・小麦）　みりん

牛乳

精白米　ペン麦


