
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
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26.7 18.7609
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25 牛乳､麦ごはん､㋦ポークカレー､ごぼう
サラダ､カップケーキ

牛乳､豚肉､豚レバー､
蒸し鶏

米､麦､じゃがいも､油､
小麦粉､ゴマ､砂糖､
ケーキ、マヨネーズ、ね
りごま

牛乳、㋦カレーうどん､ゆでたまご､五目
サラダ､シークヮーサーゼリー

牛乳、豚肉､豚レバー､
油揚げ､なると､卵､ひじ
き､ツナ

うどん､油､砂糖､ゴマ､
ゼリー

冬瓜､マッシュルーム､人
参､玉葱､えのき茸､パセリ､
ほうれん草､いんげん､コー
ン

2

☆学校給食費は、期限内に収めましょう。

（木）

米､麦､油､里芋､小麦
粉､でん粉､ゴマ

ごぼう､大根､人参､ね
ぎ､たくあん漬､きゅうり､
白菜

1

牛乳､コッペパン､㋦冬瓜のスープ､野菜
入りスクランブルエッグ､ミートボール､り
んごジャム

牛乳､鶏肉､ウィンナー､
卵､粉チーズ、ミート
ボール

パン､油､でん粉､ジャム

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

平成26年

行事欠食 日
（曜日） 献 立 名

12月給食予定献立表

牛乳､鶏肉､豚肉、厚揚
げ､さば

米､あわ､油､砂糖

牛乳､麦ごはん､㋦根菜汁､さんまのから
あげ､たくあんの和え物

牛乳､豚肉､油揚げ､み
そ､さんま

（火）

4
（木）

（月）

牛乳､あわご飯､㋦大根のそぼろ煮､さば
の塩やき､温州みかん

小松菜､キャベツ､にら､
人参､生姜､バナナ

8
（月）

生姜､大根､人参､椎茸､
小松菜､みかん

牛乳､麦ごはん､㋦もずく入り肉団子
スープ､野菜チャンプルー､アンダンスー

牛乳､もずく､豚肉､厚揚
げ､ちきあぎ､大豆､みそ

米､麦､じゃがいも､でん
粉､油､砂糖､ゴマ

椎茸､ねぎ､人参､生姜､
コーン､キャベツ､竹の
子､いんげん

3
（水）

5
（金）

牛乳､㋦沖縄そば､タロイモのからあげ､
バナナ

牛乳､豚肉､かまぼこ
沖縄そば､油､タロイモ、
砂糖

牛乳､麦ごはん､㋦おでん､さわらの塩焼
き､おかかあえ

牛乳､鶏肉､厚揚げ､ちく
わ､昆布､さわら､茎わか
め、糸けずり

米､麦､油､じゃがいも､こ
んにゃく､砂糖

冬瓜､人参､いんげん､
椎茸､大根､もやし

9
（火）

牛乳､㋦高菜ご飯､チキンのてりやき､白
菜のあえもの､ヨーグルト

牛乳､油揚げ､しらすぼ
し､ちきあぎ､鶏肉､ヨー
グルト

米､ゴマ､油､砂糖
人参､高菜､椎茸､白菜､
きゅうり､大根､ゆず

10
（水）

宮森小
欠食

牛乳､胚芽パン､㋦豆乳スープ､チーズ
ハンバーグ､野菜ソテー

牛乳､鶏肉､豆乳ホイッ
プ､豆乳､チーズハン
バーグ､ウィンナー

パン､油､じゃがいも､小
麦粉

マッシュルーム､玉葱､
人参､パセリ､セロリ､小
松菜､エリンギ

11
（木）

宮森6年
欠食

(修学旅
行)

牛乳､ビビンバ丼（麦ごはん､肉、ナム
ル）、㋦アーサ入りコーンスープ､りんご

牛乳､鶏肉､牛肉､大豆
の華、アーサ

米､麦､油､じゃがいも､
でん粉､砂糖､ゴマ

コーン､人参､玉葱､えのき
茸､にんにく､生姜､赤ピー
マン､黄ピーマン､ぜんま
い､もやし､小松菜､きくら
げ､りんご

12
（金）

石中欠食
(中文連
代休)

牛乳､みそラーメン（めん、㋦スープ）､え
だまめのカップ焼き､中華あえ

牛乳､豚肉､鶏肉､豚レ
バー､みそ､蒸し鶏､大豆
の華

中華めん､油､ゴマ､じゃ
がいも､春雨､砂糖

きくらげ､竹の子､もや
し､にら､にんにく､生姜､
青豆､コーン､人参､きゅ
うり､シークヮーサー

15
（月）

牛乳､麦ごはん､㋦鶏肉と大根の煮物､
アーサ入り厚焼き玉子､ふりかけ

牛乳､鶏肉､昆布､ちきあ
ぎ､厚揚げ､厚焼きたま
ご

米､麦､こんにゃく､じゃ
がいも､砂糖､油

大根､ごぼう､人参､小松
菜､いんげん､椎茸

16
（火）

牛乳､セルフサンド（食パン､照り焼きチ
キンパティ）、㋦ベジタブルトマトスープ､
コールスローサラダ､くだもの

牛乳､鶏肉､照り焼きチ
キンパティ

パン､油､じゃがいも､ペ
ンネ､でん粉､砂糖

人参､玉葱､セロリ､トマ
ト､あおまめ､パセリ､
キャベツ､きゅうり､コー
ン､シークヮーサー､くだ
もの

17
（水）

牛乳､麦ごはん､㋦ワンタンスープ､チン
ジャオロース､ぎょうざ

牛乳､鶏肉､牛肉、ぎょう
ざ

米､麦､ワンタン、油､春
雨､ゴマ､でん粉

小松菜､人参､生姜､椎
茸､にんにく､ピーマン､
赤ピーマン､玉葱､竹の
子

18
（木）

【食育の日：北海道ﾒﾆｭｰ】
牛乳､麦ごはん､石狩汁､わかさぎのから
あげ､松前漬け

牛乳､鮭､豆腐､油揚げ､
みそ､わかさぎ､いか
ソーメン､昆布､めかぶ

米､麦､コンニャク､ねり
ごま､小麦粉､油､砂糖、
でん粉

大根､ほうれん草､ごぼ
う､人参､長ねぎ

19
（金）

【冬至ﾒﾆｭｰ】
牛乳､㋦冬至ジューシー､豚肉の生姜焼
き､ミミガーあえ､ミニフィッシュ

牛乳､豚肉､ちきあぎ､油
揚げ､ミミガー､みそ､ミニ
フィッシュ

米､ちんぬく､油､砂糖､
ねりごま、マヨネーズ

人参､ごぼう､ねぎ､椎
茸､生姜､にんにく､大
根､きゅうり

22
（月）

牛乳､和風スパゲティ､手羽元のハーブ
焼き､フルーツヨーグルト

牛乳､ベーコン､のり､鶏
手羽､ヨーグルト

スパゲティー､油､砂糖

人参､玉葱､ピーマン､小松
菜､しめじ､椎茸､にんにく､
バジル､レモン､みかん､パ
イン缶､もも缶､ベリーミック
ス

24
（水）

エ

ネ

ル

ギ
ー

タ

ン

パ

ク

質

脂
質

栄養価(上小、下中)

817

612 29.8 24.4

19.5513

18.3

420

802 31.9 15.6

17.1 11.8

515 20.2 16.0

20.6

537

700 30.4 14.4

23.5 22.6

658 28.7 27.3

17.3

550

710 25.2 17.2

22.8 17.0

677 27.2 19.9

722 24.1

にんにく､人参､玉葱､
ピーマン､プルーン､ご
ぼう､小松菜､きゅうり

794 35.0

749 30.0

748 36.1

にんにく､人参､玉葱､小
松菜､椎茸､きゅうり､大
根､もやし､シークヮー
サー


