
うるま市立与那城学校給食センター

TEL:098-978-3528

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

※給食費は期限内に納めましょう。
※材料、その他の都合により、食材や献立を変更することがあります。
◎毎日の献立には（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。

人参　玉葱　ピーマン　白菜
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　大根　カリフラワー
トマト　ほうれん草
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もずくどん（もちきびごはん・もずくどんの具）
きびなごから揚げ　りんごのキムチあえ
ぎゅうにゅう

牛乳　もずく　豚肉　きびなご
米　もちきび　三温糖　米油
でん粉　小麦粉　大豆油

人参　玉葱　コーン　小松菜
青豆　ねぎ　にんにく　白菜
きゅうり　りんご

24
（水）

冬至
と う じ 冬至ジューシー　やさい天ぷら　ゆしどうふ

みかん　ぎゅうにゅう
牛乳　豚肉　ちきあげ　卵
しらすぼし　ゆし豆腐

米　田芋　米油　小麦粉
大豆油

人参　しいたけ　ねぎ　玉葱
かぼちゃ　ささげ　みかん

22
（月）

食育の日
ごはん　キーマカレー　やきじゃがバター
小魚とアーモンドのみつがらめ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　牛肉　鶏レバー
ヨーグルト　カエリ

米　小麦粉　マーガリン　米油
じゃがいも　バター　アーモンド
ごま　三温糖　水あめ

人参　玉葱　かぼちゃ　トマト
ピーマン　セロリ　ほうれん草
にんにく　しょうが

19
（金）

もちきびごはん　キムチ肉じゃが　おからサラダ
鮭ぬちまーすふりかけ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　さけ　おから　ツナ
糸けずり

米　もちきび　じゃがいも　米油
マヨネーズ　三温糖　ごま

玉葱　しいたけ　人参　長ねぎ
絹さや　糸こんにゃく　しょうが
キャベツ　きゅうり　りんご

18
（木）

あげパン　オートミールスープ　チーズ入りサラダ
なし　ぎゅうにゅう

牛乳　きな粉　無添加ベーコン
生クリーム　白いんげん豆
白花豆　チーズ　ツナ

パン　大豆油　アーモンド粉末
黒糖　三温糖　オートミール
米油　オリーブ油

玉葱　人参　セロリ　パセリ
キャベツ　きゅうり　コーン
赤ピーマン　なし

17
（水）

ごはん　魚のにんじんソースやき　ちくぜんに
みそ汁（じゃがいも）　みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　ホキ　みそ　鶏肉　ちくわ
油揚げ　わかめ

米　三温糖　米油　マヨネーズ
じゃがいも

人参　玉葱　ごぼう　レンコン　大根
たけのこ　こんにゃく　絹さや　小松菜
しょうが　えのき茸　ねぎ　みかん

16
（火）

わふうスパゲティ　とり肉のてりやき
ヨーグルトサラダ　ミックスナッツ　ぎゅうにゅう

牛乳　イカ　豚肉　ツナ　のり
鶏肉　ヨーグルト

スパゲティー　米油　三温糖
マヨネーズ　ミックスナッツ

玉葱　人参　チンゲン菜　しめじ
しいたけ　しょうが　キャベツ　コーン
きゅうり　ブロッコリー　ささげ　りんご

15
（月）

チリドッグ（コッペパン・チリビーンズ・ウインナー）
ふわふわスープ　オレンジ　ぎゅうにゅう

牛乳　無添加ウインナー　豚肉
金時豆　無添加ベーコン　卵
チーズ

パン　米油　パン粉
玉葱　人参　ピーマン　セロリ
チンゲン菜　オレンジ

12
（金）

ごはん　みそおでん　やきししゃも
チンゲン菜とキャベツのうめすあえ　ぎゅうにゅう

牛乳　ちくわ　無添加ウインナー
厚揚げ　こんぶ　うずら卵　みそ
ししゃも　ツナ

米　じゃがいも　三温糖　米油
ごま

大根　こんにゃく　チンゲン菜
キャベツ　人参　梅肉

11
（木）

白菜　ほうれん草　人参　長ねぎ
しいたけ　糸こんにゃく　春菊
キャベツ　かき

9
（火）

こんぶごはん　さばのぬちまーすやき　あかだし
フルーツだんご　ぎゅうにゅう

牛乳　こんぶ　豚肉　さば　豆腐
わかめ　あさり　みそ

米　米油　もち
切干大根　人参　しいたけ　ねぎ
絹さや　なす　えのき茸　なし
ミックスフルーツ　みかんｼﾞｭｰｽ

10
（水）

8
（月）

もちきびごはん　すきやき　なっとうあえ　のり
かき　ぎゅうにゅう

牛乳　牛肉　豆腐　なっとう
チーズ　のり

米　もちきび　三温糖　米油

牛乳　鶏肉　油揚げ　イカ
うずら卵　あじ　無添加ハム

米　里芋　三温糖　でん粉
ビーフン　ごま　ごま油
マヨネーズ

ごぼう　人参　たけのこ　小松菜
絹さや　きゅうり　もやし　コーン

5
（金）

ごはん　カレイのからあげ　ふーいりちー
アーサ汁　みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　かれい　卵　豚肉　ツナ
あおさ　豆腐

米　小麦粉　でん粉　大豆油
ふ　米油

人参　キャベツ　玉葱　もやし
えのき茸　ねぎ　みかん

4
（木）

ごはん　よしのに　あじのしおこうじやき
ビーフンサラダ　ぎゅうにゅう

コッペパン　ビーンズシチュー　鮭のバジルソースやき
にんじんとりんごのジャム　ぎゅうにゅう

玉葱　人参　アスパラガス
バジル　りんご　レモン

ごはん　ちぐさやき　みそ汁（白菜）
かぼちゃとじゃがいものそぼろに　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　鶏肉　厚揚げ
油揚げ　わかめ　みそ
千草焼き

米　じゃがいも　三温糖
かぼちゃ　絹さや　玉葱　ねぎ
しいたけ　しめじ　えのき茸
白菜

クファジューシー　うじらどうふ　チムシンジ
みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　こんぶ　ちきあげ
豆腐　すり身　卵　豚レバー
みそ

3
（水）

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日
（曜日） 献 立 名

ごはん　チンジャオニューロース　蒸しとうもろこし
チンゲン菜ともやしのスープ　オレンジ　ぎゅうにゅう

牛乳　牛肉　鶏肉

ごぼう　人参　ねぎ　しいたけ
きくらげ　にら　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ
大根　みかん

2

（木）

米　三温糖　でん粉　米油
春雨　ごま油

ピーマン　赤ピーマン　たけのこ
とうもろこし　チンゲン菜　もやし
人参　長ねぎ　しいたけ　オレンジ

1
（月）

米　麦　米油　三温糖　でん粉
大豆油　じゃがいも（火）

25 セルフオムライス（チキンライス・たまごやき・ケ
チャップ）　冬やさいスープ　ケーキ　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　卵　白いんげん豆
レンズ豆　無添加ベーコン

米　麦　米油　ケーキ

牛乳　鶏肉　ミックスビーンズ
白いんげん豆　生クリーム
さけ

パン　じゃがいも　小麦粉
マーガリン　チーズ　三温糖
米油　でん粉　コーンスターチ
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20

601 25.5 17.7

745 31.3 20.8

632 24.2 20.2

755 28.1 21.6

 

 １２月とは思えないほど暖かく、まだ半そでで過ごす元気な姿がみられますが、
１２月２２日は「冬至」です。沖縄の方言で冬至のことを「トゥンジー」とい
います。冬至は一年を通して最も夜の長い日で、その頃になると沖縄には季節
風が吹き、寒い日が続きます。この寒さを「トゥンジービーサ」と言い、冬至
の日には「トゥンジージューシー」というジューシーを作り、火の神や仏壇に
供え、家族の健康祈願を行います。このジューシーは滋養をつけて、寒さを乗
り切るために、昔から田芋や里芋などの芋類を入れて作られていました。トゥ
ンジージューシーを食べて、寒さに負けず、元気に新年を迎えられるようにし
ましょう。 
 いも類の他にも、体を温めてくれる食べ物があります。そして、体を温める
とこんなよいことがあります。 

 

 年末年始はクリスマスや大みそか、お正月など、ごちそうを食
べる機会がふえると思います。おいしいものはついつい食べすぎ
てしまいがちですが、胃や腸に負担がかかります。そんな胃腸を
いたわる日として制定された記念日が１２月１１日の「胃腸の
日」です。「１２１１で、胃にいい」のごろあわせから、日本大
衆薬工業協会が制定しました。胃腸に負担をかけないために、食
事は腹八分目を心がけて、よくかんで食べましょう。 


