
TEL:  FAX:  

牛乳
ごはん

2 もずく丼

(月) かしわ汁

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 12.4 g 炭水化物 79.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 668 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 13.9 g 炭水化物 107 g

1食当たりの栄養価(中学校) 基準値 エネルギー 820　Kcal たんぱく質 30.0 g 脂質 25.0 g

965-3282

うるま市石川学校給食センター

965-3150

炭水化物 120 g

１食当たりの栄養価(小学校) 基準値 エネルギー 640　Kcal たんぱく質 24.0 g 脂質 19.4 g 炭水化物 92.4 g

揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

もずく（エビ・カニ）、
豚肉

でん粉、大豆油
コーン、こまつな、たけ
のこ、たまねぎ、にんじ
ん、しょうが

ぬちまーす、みりん、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏・豚）、花かつお、豆板醤
（大豆）、しょうゆ（小麦・大
豆）、料理酒

鶏肉、結び昆布、豆腐
（大豆）

大豆油
こまつな、しょうが、大
根、にんじん

ぬちまーす、花かつお、料理酒、
しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

米

くだもの

アレルギー表示について
★詳細献立では、食品名の（ ）内にアレルギー源を記入しています。

アレルギーは、表示義務食品・推奨食品 あわせて ２７ 品目を表示しています。

※もずく・アーサ・しらすは収穫の際、えび、かにの混入の可能性があるためアレルギー表示をしています。

★揚げ物に使用する油は、３～４回程度 同一の油を使しています。

★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。

★給食では、「㈱ぬちまーす」さんより寄贈していただいた「ぬちまーす」を使用しています。

★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。

★給食費は、期限内に納めましょう。

表示義務

いくら・キーウイ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま・さば・

さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨

≪ 食と子どもの健康展 ≫
日時：平成30年７月14日（土）

10：00～16：00

場所：サンエー西原シティー

１階エディオン側コート

内容：学校給食に関する展示

学校給食用食材の紹介・試食

地場産物の展示 など

☆中頭地区学校給食研究協議会☆

≪ 第50回大会 ≫

日時：平成30年８月3日（金）

13：30～16：45

場所：うるま市民芸術劇場 響ホール

◎講演会：「健康と塩のかかわり」

高安正勝氏（ぬちまーす代表取締役）

◎うるま市の児童・教諭・保護者の発表

もあります。



揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

牛乳
コッペパン

3 チリコンカン

(火) コーンチャウダー

ゴーヤーのサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 625 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 22 g 炭水化物 75.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 731 kcal たんぱく質 33.6 g 脂質 25.6 g 炭水化物 87.5 g

牛乳
麦ごはん　

4 麻婆ナス

(水) もやしのナムル

紅芋ゴマ団子 揚げ油①

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 671 kcal たんぱく質 22 g 脂質 20.1 g 炭水化物 98.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 835 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 23.7 g 炭水化物 125.6 g

牛乳

クーブジューシー

5 さわらの照り焼き

(木) モーウィとゴーヤーのあえもの

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 18.1 g 炭水化物 74.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 762 kcal たんぱく質 34.2 g 脂質 21.6 g 炭水化物 103.3 g

牛乳
ゆかりごはん

6 七夕汁

(金) 魚の花園焼き

ウンチェーバー炒め

七夕ゼリー
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal たんぱく質 28.8 g 脂質 18.1 g 炭水化物 80.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 772 kcal たんぱく質 35.6 g 脂質 21.5 g 炭水化物 105.1 g

牛乳
麦ごはん　

9 夏野菜カレー

(月) フルーツヨーグルト和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 17.8 g 脂質 12.7 g 炭水化物 95.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 757 kcal たんぱく質 21.9 g 脂質 15.2 g 炭水化物 129.1 g

牛乳

チャーハン

10 魚の中華甘酢あんかけ 揚げ油②

(火) パパイヤの梅肉あえ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 18.1 g 炭水化物 79.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 760 kcal たんぱく質 30.1 g 脂質 21.9 g 炭水化物 106.8 g

牛乳
もちきびごはん

11 里芋のみそ汁

(水) さばの生姜焼き

ひじき入りきんぴらごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 628 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 18.6 g 炭水化物 80.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 804 kcal たんぱく質 37.2 g 脂質 21.8 g 炭水化物 109.2 g

牛乳
コッペパン（小麦・乳・大豆）

ツナ
きゅうり、ゴーヤー、コーン、大
根、にんじん

こしょう、ぬちまーす、ノンエッ
グマヨネーズ（大豆・りんご）

ミックスビーンズ、牛肉、大豆、
大豆たんぱく（大豆）、豚レ
バー、豚肉

大豆油
たまねぎ、にんじん、
ピーマン、にんにく

ウスターソース、こしょう、チリ
パウダー、ケチャップ、トマト
ピューレー、赤ワイン

鶏肉、生クリーム
（乳）、脱脂粉乳、貝柱

大豆油
コーン、たまねぎ、にん
じん、にんにく

こしょう、ぬちまーす、鶏がら、
料理酒、ホワイトルウ（小麦・
乳・大豆・鶏・牛）

厚揚げ（大豆）、赤みそ
（大豆）、大豆たんぱく
（大豆）、豚肉

大豆油、でん粉

なす、きくらげ、たけの
こ、たまねぎ、にら、に
んじん、椎茸、白ねぎ、
にんにく、しょうが

テンメンジャン（大豆・小麦）、
豆板醤（大豆）、オイスターソー
ス、こしょう、しょうゆ（小麦・
大豆）、ぬちまーす、ポークブイ
ヨン（鶏・豚）、料理酒

しらす（エビ・カニ） ごま油、三温糖
きゅうり、こまつな、にんじん、
もやし

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、酢（小麦）

牛乳

米、麦

牛乳

昆布、豚肉、白かまぼこ
（大豆）、油揚げ（大豆）

米、麦、こめ油
あお豆（大豆）、にんじ
ん、椎茸

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、ポークブイヨン（鶏・
豚）、みりん、花かつお、料理酒

紅芋ゴマ団子（ごま）、大豆油

くだもの

さわら 三温糖 しょうが
みりん、しょうゆ（小麦・大豆）
料理酒

ツナ、糸けずり
きゅうり、ゴーヤー、にんじん、
モーウイ

青じそドレッシング（小麦・大
豆・豚・りんご）

魚そうめん、鶏肉、錦糸
卵

しょうが、にんじん、椎茸、青ね
ぎ

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、花かつお

スケソウダラ、チーズ（乳） 黄ピーマン、赤ピーマン
こしょう、ぬちまーす、ノンエッ
グマヨネーズ（大豆・りんご）

牛乳

米 ゆかり粉

牛乳

米、麦

厚揚げ（大豆）、ツナ 大豆油
ウンチェー、たまねぎ、にんじ
ん、にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、料理酒

七夕ゼリー（大豆）

牛乳

豚肉、錦糸卵 こめ油、米

きくらげ、グリンピー
ス、たけのこ、たまね
ぎ、にんじん、椎茸、に
んにく

こしょう、しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、ポークブイヨ
ン（鶏・豚）、料理酒、中華の素
（小麦・乳・大豆・鶏・豚・牛）

豚肉、白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト

こめ油、じゃがいも、小
麦粉、大豆油

セロリ、たまねぎ、トマト、にん
じん、ピーマン、へちま、なす、
かぼちゃ、にんにく、しょうが

ウスターソース、カレールウ（小
麦・大豆・鶏・牛）、ぬちまー
す、豚がら、料理酒、チャツネ
（りんご）、カレー粉

ヨーグルト（乳）
黄桃缶、みかん缶、ナタデ
ココ、パイン缶、バナナ

くだもの

ホキ
小麦粉、でん粉、三温
糖、大豆油

たまねぎ、ピーマン、黄
ピーマン

しょうゆ（小麦・大豆）、ケ
チャップ、みりん、酢（小麦）

わかめ、糸けずり 三温糖
にんじん、パパイヤ、梅肉（大
豆・りんご） ぬちまーす、酢（小麦）

鶏肉、赤みそ（大豆）、白みそ
（大豆）、豆腐（大豆） 里芋、大豆油

こまつな、こんにゃく、
にんじん

花かつお、料理酒

さば 三温糖 しょうが
しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん、料理酒

牛乳

米、もちきび

ちきあぎ（大豆）、ひじ
き、鶏肉

ごま、ごま油、三温糖、
大豆油

ごぼう、にら、にんじ
ん、しょうが

しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん、花かつお、七味唐辛子（ご
ま）、料理酒

七
夕
献
立

セ
ル
フ

チ
リ

ド
ッ
ク



揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

牛乳

麦ごはん　

12 中華コーンスープ

(木) 鶏肉のピリ辛焼き

いんげんの中華炒め

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 19.5 g 炭水化物 76.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 759 kcal たんぱく質 30.5 g 脂質 23.1 g 炭水化物 103.4 g

牛乳

沖縄そば

汁

きびなごのから揚げ 揚げ油③

(金) 黒糖蒸しケーキ （廃油）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 21.5 g 炭水化物 71.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 26.1 g 炭水化物 89.9 g

牛乳

中華めん

汁

レバニラ炒め

(火) うまかってん

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 18.3 g 炭水化物 64.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 21.5 g 炭水化物 82 g

牛乳

あみぱん

18 かぼちゃと麦のポタージュ

(水) ハンバーグのきのこソースかけ

コールスローサラダ（ナッツ入り）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 24.6 g 炭水化物 77.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 791 kcal たんぱく質 30.8 g 脂質 30.9 g 炭水化物 95.6 g

牛乳

もちきびごはん

19 厚揚げと野菜の旨煮

(木) ごま和え

もずくみそ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 13.8 g 炭水化物 91.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 15.8 g 炭水化物 121.8 g

牛乳

麦ごはん　

20 タコミート

ゆでキャベツ

チーズ

アーサと冬瓜のスープ

アイスクリーム

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 702 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 23.6 g 炭水化物 87.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 889 kcal たんぱく質 41.1 g 脂質 27.5 g 炭水化物 116.5 g

牛乳

米、麦

豚肉 ごま油、でん粉、大豆油
インゲン、しめじ、たけ
のこ、たまねぎ、赤ピー
マン

オイスターソース、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまーす、豆板醤
（大豆）、料理酒

沖縄そば（小麦・大豆）

鶏卵、豆腐（大豆）、無添加ハム
（豚・大豆・鶏） でん粉、大豆油

コーン、チンゲンサイ、
にんじん、はくさい

こしょう、ぬちまーす、鶏がら
しょうゆ（小麦・大豆）、料理酒

鶏肉 三温糖 にんにく、しょうが
しょうゆ（小麦・大豆）、豆板醤
（大豆）料理酒

きびなご 小麦粉、でん粉、大豆油 こしょう、ぬちまーす

黒糖蒸しケーキ（小麦・乳）

牛乳

ちきあぎ（大豆）、豚肉 大豆油
きくらげ、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、もやし、
にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、花かつお、七味唐辛子
（ごま）、豚がら、料理酒

豚レバー 大豆油、でん粉
たまねぎ、にら、にんじ
ん、もやし、にんにく、
しょうが

オイスターソース、こしょう、
しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、料理酒

うまかってん（小麦・大豆・ごま）

牛乳

うずらの卵、なると（大
豆）、豚肉

でん粉、ごま油、大豆油

きくらげ、たけのこ、たまねぎ、
チンゲンサイ、にんじん、はくさ
い、椎茸、にんにく、しょうが、
ヤングコーン

オイスターソース、こしょう、
しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、鶏がら、豚がら、料理
酒、中華の素（小麦・乳・大豆・
鶏・豚・牛）

中華めん（小麦・大豆）

鶏肉、生クリーム
（乳）、脱脂粉乳、白花
豆＆白いんげん豆ペース

おし麦、じゃがいも、大
豆油

たまねぎ、パセリ、かぼ
ちゃ、コーン

こしょう、ぬちまーす、ローリ
エ、鶏がら、料理酒、カレー粉、
ホワイトルウ（小麦・乳・大豆・
鶏・牛）

ハンバーグ（小麦・大
豆・鶏・豚）

三温糖、大豆油
えのきたけ、しめじ、
マッシュルーム

ウスターソース、しょうゆ（小
麦・大豆）、デミグラスソース
（小麦・鶏）、ケチャップ

牛乳

あみパン（小麦・乳・大豆）

牛乳

米、もちきび

アーモンド
キャベツ、きゅうり、
コーン、にんじん

こしょう、ぬちまーす、ノ
ンエッグマヨネーズ（大
豆・りんご）、コールス
ロー（卵・大豆）

もずく（エビ・カニ）、糸
けずり、赤みそ（大豆）

三温糖、大豆油 しょうが みりん、料理酒

くだもの

鶏肉、厚揚げ（大豆）
じゃがいも、里芋、三温
糖、大豆油

インゲン、たまねぎ、に
んじん、椎茸、たけのこ

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、みりん、花かつお、料理
酒

ちくわ（大豆） ごま、ごま油、三温糖
キャベツ、きゅうり、に
んじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、酢（小麦）

チーズ（乳）

あおさ（エビ・カニ）、
鶏肉、豆腐（大豆）

大豆油
えのきたけ、とうがん、
にんじん

こしょう、しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、花かつお、料
理酒

牛乳

米、麦
ウスターソース、こしょう、チリ
ソース、チリパウダー、ケチャッ
プ、トマトピューレ、ぬちまー
す、パプリカ粉、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（豚・鶏）、料理酒、クミンパウ
ダー

キャベツ

たまねぎ、にんじん、
ピーマン、にんにく

大豆油
きざみ大豆、牛肉、大豆
たんぱく（大豆）、豚レ
バー、豚肉

シークヮーサーソルベ
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(金)

１
学
期
　
終
業
式

野菜そば

ちゃんぽん

麺

タ
コ
ラ
イ
ス



揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

牛乳

ピザトースト

27 グリーンスープ

(月) 野菜スクランブル

スナックアーモンド

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 841 kcal たんぱく質 37.8 g 脂質 37.9 g 炭水化物 85 g
牛乳

中華めん

　　　　　　　　　　具

タレ

にんにく芽の中華炒め

くだもの

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 645 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 19.3 g 炭水化物 92.5 g
牛乳

ぬちまーすごはん

29 具だくさんみそ汁

(水) 鮭のマヨネーズ焼き

こんにゃくの甘辛いため

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 19.5 g 炭水化物 76 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 784 kcal たんぱく質 36.1 g 脂質 23.3 g 炭水化物 102.7 g

牛乳

ごはん

30 冬瓜のカレー煮込み

(木) ちくわと野菜のあえもの

野菜チップス 揚げ油①

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal たんぱく質 21 g 脂質 18.2 g 炭水化物 81.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 797 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 21.4 g 炭水化物 110.5 g

牛乳

梅入り炊き込みごはん

31 手づくりチキアギ 揚げ油②

(金) 島野菜きんぴら

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 20 g 炭水化物 74.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 731 kcal たんぱく質 33 g 脂質 24 g 炭水化物 93.2 g

じゃがいも、大豆油
たまねぎ、パセリ、にん
にく、グリンピース

料理酒、ホワイトルウ（小麦・
乳・大豆・鶏・牛）、こしょう、
ぬちまーす、鶏がら

牛乳

すいか

無添加ハム（豚・大豆・
鶏）、錦糸卵

ごま油
きくらげ、きゅうり、に
んじん、もやし

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす

豚肉 ごま油、大豆油
にんにく芽、しめじ、たけのこ、
たまねぎ、にんじん、赤ピーマ
ン、にんにく、しょうが

オイスターソース、しょうゆ（小
麦・大豆）、豆板醤（大豆）、料
理酒

ノンエッグマヨネーズ
（大豆・りんご）

豚肉 大豆油
こんにゃく、いんげん、たまね
ぎ、にんじん、しょうが、にんに
く

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、みりん、七味唐辛子（ご
ま）、料理酒

米 ぬちまーす

鶏肉、赤みそ（大豆）、
麦みそ（大豆）

大豆油
ごぼう、大根、にんじ
ん、かぼちゃ、白ねぎ

花かつお、料理酒

冷やし中華たれ（小麦・大豆・ごま）

牛乳

鶏卵、無添加ベーコン
（豚・大豆）

大豆油
こまつな、たまねぎ、に
んじん

こしょう、ぬちまーす、
料理酒

アーモンド

チーズ（乳）、無添加ウ
インナー（豚）

食パン（小麦・乳・大
豆）

コーン、たまねぎ、ピー
マン

ピザソース（大豆・りん
ご）、ケチャップ

鶏肉、生クリーム（乳）、脱脂粉
乳、白花豆＆白いんげん豆ペース
ト

しょうゆ（小麦・大
豆）、酢（小麦）

紅芋、でん粉、大豆油 ごぼう、れんこん こしょう、ぬちまーす

牛乳

米

厚揚げ（大豆）、豚肉、
無添加ポーク（鶏・豚）

でん粉、じゃがいも、大
豆油

とうがん、にんじん、椎
茸、こまつな、にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、ポークブイヨン（鶏・
豚）、料理酒、花かつお、カレー
ルウ（小麦・大豆・鶏・牛）

ちくわ（大豆） ごま油、三温糖、ごま

しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん、花かつお、七味唐辛子（ご
ま）、料理酒

くだもの

牛乳

ひじき、鶏肉、油揚げ
（大豆）

米、麦、ごま、こめ油
たけのこ、にんじん、青ねぎ、カ
リカリ梅、梅肉（大豆・りんご）

しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、花かつ
お、料理酒

魚のすり身（大豆）、ひ
じき、鶏卵

大豆油 ごぼう、にら、にんじん

豚肉、油揚げ（大豆） ごま油、三温糖、大豆油

中華めん（小麦・大豆）

ウンチェー、こんにゃ
く、しめじ、にんじん

こまつな、にんじん、は
くさい、もやし

鮭、チーズ（乳）
たまねぎ、赤ピーマン、
パセリ

牛乳

28

(火)
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