
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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23.2 16.3626

30.3生姜､人参､かんぴょう､椎
茸､いんげん､なめこ､しめ
じ､長ねぎ

3

☆学校給食費は、期限内におさめましょう。

パン､大豆油､麦こがし､
砂糖､粉黒糖､ＡＢＣマカ
ロニ､じゃがいも、ノンエッ
グマヨネーズ

おろしにんにく､人参､玉
葱､セロリ､キャベツ､トマト
カット缶､いんげん､きゅう
り､ブロッコリー

2

牛乳､セルフちらし寿司､赤だし汁､鰆の
照り焼き、ひなあられ

牛乳､鶏ひき肉､大豆の
華､豚肉､木綿豆腐､わか
め､油揚げ､赤みそ､麦み
そ､さわら

米､砂糖､ゴマ､大豆油､は
ちみつ、ひなあられ（火）

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
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3月給食予定献立表

（月）

牛乳､麦ごはん､八宝菜､ミニ肉まん､にん
じんサラダ

牛乳､豚肉､厚揚げ､ツ
ナ、ミニ肉まん

米､麦､大豆油､でん粉､ご
ま油､砂糖

ジョア､あげパン､ＡＢＣスープ､ひじきとひ
よこ豆のサラダ

ジョア、きな粉､鶏肉､無添
加ウィンナー､ひじき､ひよ
こ豆､ちくわ

白菜､人参､玉葱､竹の子､
椎茸､生姜､きゅうり､シィ
クァサー果汁

牛乳､麦ごはん､冬瓜のカレー煮､きのこ
とポテトのカップ焼き､しらすあえ

牛乳､鶏ひき肉､無添加
ポーク､厚揚げ､チーズ､
ひじき､しらすぼし､甘み
そ、無添加ベーコン

米､麦､大豆油､でん粉､
じゃがいも､ゴマ､砂糖

冬瓜､人参､チンゲン菜､椎
茸､玉葱､しめじ､えのき､
きゅうり､小松菜､シィクァ
サー果汁

4
（水）

5
（木）

牛乳､麦ごはん､中身汁､グンボーイリチー､
アンダンスー､うまかっ十 ※中学3年のみ
オードブル（チキン・アメリカンドッグ・紅芋団
子・くだもの）

牛乳､豚肉､中身､ちきあ
ぎ､きざみ大豆､赤みそ、
白みそ

米､麦､こんにゃく､砂糖､
大豆油､ゴマ､うまかっ十

椎茸､ねぎ､生姜､ごぼう､
人参､にら

6
（金）

牛乳､麦ごはん､マーボー豆腐､ふんわり
豆腐シューマイ､バンサンスー

牛乳､木綿豆腐､豚ひき
肉､豚レバー､赤だし､赤
みそ､無添加ハム、ふん
わり豆腐シューマイ

米､麦､ごま油､でん粉､春
雨､砂糖､ゴマ

にんにく､人参､玉葱､に
ら､長ねぎ､生姜､竹の子､
椎茸､きゅうり､もやし

9
（月）

中3高
校入試

牛乳､麦ごはん､あさりのすまし汁､豚肉
の生姜焼き､たくあんあえ､焼きめざし

牛乳､絹ごし豆腐､あさり､
豚肉、アーサ、焼きめざし

米､麦､砂糖､ごま油

大根､人参､長ねぎ､おろし
生姜､おろしにんにく､ほう
れん草､きゅうり､もやし､た
くあん漬

10
（火）

中3高
校入試

牛乳､ぼろぼろじゅーしー､魚のからあげ､
ミミガーあえ､バナナ

牛乳､豚肉､油揚げ､魚､ミ
ミガー､白みそ

米､麦､小麦粉､大豆油､
ねりごま､砂糖、ノンエッ
グマヨネーズ

ほうれん草､人参､大根､
きゅうり､バナナ

11
（水）

牛乳､バーガーパン､キャベツの麦スー
プ､照り焼きチキンパティ､ビーンズサラ
ダ､スライスチーズ

牛乳､鶏肉､無添加ウイン
ナー､照り焼きチキンパ
ティ､白いんげん､ひよこ
豆、スライスチーズ

パン､麦､大豆油､砂糖、ノ
ンエッグマヨネーズ

人参､キャベツ､セロリ､玉
葱､青豆､きゅうり､コーン
缶､赤ピーマン

12
（木）

石中・
伊波中
卒業式

牛乳､スパゲティーミートソース､Caたっぷ
りオムレツ､ごぼうサラダ､くだもの､ブラウ
ニー  （小6のみ）

牛乳､豚ひき肉､牛ひき
肉､豚レバー､蒸し鶏、Ca
たっぷりオムレツ

スパゲティー､ねりごま､
砂糖､ノンエッグマヨネー
ズ、大豆油

人参､玉葱､ピーマン､マッ
シュルーム､トマトカット缶､
ごぼう､小松菜､きゅうり､く
だもの、おろしにんにく、ト
マトピューレ

13
（金）

牛乳､麦ごはん､鶏の照り焼き丼､ぜんざ
い

牛乳､鶏肉､金時豆、きざ
みのり

米､麦､砂糖､ゴマ､大豆
油､でん粉、もち

玉葱､人参､小松菜
16
（月）

牛乳､沖縄そば､豆腐チャンプルー､くだも
の

牛乳､豚肉､かまぼこ､厚
揚げ

沖縄そば､大豆油
ねぎ､生姜､キャベツ､人
参､もやし､竹の子､にら､く
だもの

17
（火）

牛乳､うっちんライス､根菜チップス､マカ
ロニサラダ､ヨーグルト

牛乳､豚肉､あおのり､無
添加ポーク､ヨーグルト

米､こめ油､小麦粉､でん
粉､マカロニ、ノンエッグマ
ヨネーズ

人参､玉葱､しめじ､ピーマ
ン､赤ピーマン､青豆､ごぼ
う､レンコン､きゅうり､キャ
ベツ

18
（水）

幼稚園
卒園式

牛乳､麦ごはん､けんちん汁､魚のごまみ
そカップ焼き､白菜のおかか和え

牛乳､豚肉､木綿豆腐､油
揚げ､白みそ､赤みそホ
キ､しらすぼし、糸けずり

米､麦､イナムドゥチこん
にゃく､すりゴマ､砂糖、ノ
ンエッグマヨネーズ

ごぼう､人参､長ねぎ､大
根､白菜､小松菜､しめじ

19
（木）

牛乳､麦ごはん､カレーライス､ゆでたま
ご､蒸し鶏のサラダ

牛乳､鶏肉､豚レバー､卵､
蒸し鶏

米､麦､じゃがいも､こめ
油､小麦粉､大豆油､砂
糖､ごま油

おろしにんにく､人参､玉
葱､ピーマン､プルーン
ピューレ､大根､きゅうり､も
やし、ソテーオニオン

20
（金）

小学校
卒業式

牛乳､麦ごはん､肉じゃが､チーズはんぺ
んフライ､海藻あえ

牛乳､豚肉､チーズはんぺ
んフライ､海藻ミックス、わ
かめ

米､麦､大豆油､じゃがい
も､糸こんにゃく､砂糖､ご
ま

人参､玉葱､椎茸､ｸﾞﾘｰﾝ
ﾋﾟｰｽ､キャベツ､きゅうり､
コーン缶､シィクァサー果
汁

23
（月）

エ

ネ

ル

ギ
ー

タ

ン

パ

ク

質

脂
質

栄養価(上小、下中)

643

788 73.0 20.4

17.8615

753 29.5 22.6

651

745 27.9 22.2

27.8 21.8

791

674 28.2 26.2

591

705 29.0 26.4

28.1 26.4

738

668 34.8 16.4

659

673 28.8 14.5

21.5 19.8

817

 卒業・進級の季節となりました。うれしいけれど、少しさびしい別れの季節です。長いよ
うで、あっという間の１年間でしたが、みなさんの給食時間の様子を見ていると、残さず
食べられるようになったり、マナーを守って過ごせるようになったりと、この１年で成長し
たことがうかがえます。 
 小学６年生のみなさんは、いよいよ中学生ですね。中学校時代は、心身ともに大きく成
長する大切な時期です。これからも「食べること」を大切にし、健康で充実した中学校生
活を送ってください。 
 中学３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。これからは食事を自分で選んで
食べる機会が増えてきますので、食べ方に悩んだときは、給食を思い出して、バランスを
意識してくださいね。健康は毎日の食生活の積み重ねです。これからのみなさんの人生
が、健康で実り多いものとなりますように、給食センター一同願っています。 

よくかもう 
 

よく噛んで食べると脳
が刺激され、さらに効

果アップ！ 
 

1.全力を出せるように・・・・・・    
  生活リズム・栄養のバランスを整え、体調を整えましょう 
   夜型から朝型の生活に切り替えましょう 
 

2.ストレス解消のために・・・・・ 食事の時間を楽しみましょう 
 

3.頭の働きをよくするために・・適した食品を選び、よくかんで食べましょう 

 
 

受験生のみなさんいよいよラストスパートです！ 

大豆 ナッツ類 

海そう・青魚など 

ごま 

やさい・くだもの 

ごはん・パン・めん 


