
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。未納があると　食材の高騰や消費税５％→８％の増税もあり　一食小学生２２０円　中学生２５０円での運営は厳しいです。

※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。
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6年生
お楽しみ給食

スパゲティミートソース　ポテトフライ
キャベツとコーンのサラダ　ぎゅうにゅう
チョコカップケーキ（与那城小と彩橋小の６年生）
アーモンド（与那城小と彩橋小中学校の6年生以外）
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与那城小
欠食

ごはん　はっぽうさい　カレイのからあげ
チョコカップケーキ　ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､うずら卵､えび、
いか､カレイ､卵

米､ごま油､でん粉､小麦粉､
大豆油､三温糖､マーガリン、
米油､ココア､チョコレート

チンゲン菜､白菜､たけのこ､
人参､きくらげ､ヤングコーン､
しょうが､椎茸

23
（月）

牛乳､豚肉､チーズ､ツナ、卵

スパゲティー､米油､三温糖､
じゃがいも､大豆油､アーモンド
ココア､チョコレート、マーガリン、
小麦粉、

玉葱､人参､ピーマン､セロリ､
にんにく､パセリ　､キャベツ､
ほうれん草､コーン

20
（金）

食育の日
ごはん　やきししゃも　ごもくに　赤だしゆしどうふ
くだもの　ぎゅうにゅう

牛乳､子持ちししゃも､こんぶ､
大豆､鶏肉､ゆし豆腐､みそ

米､米油､三温糖
こんにゃく､大根､人参､椎茸､
しょうが、三つ葉､いよかん

19
（木）

セルフオムライス（チキンライス、たまごやき、ケ
チャップ）　やさいスープ　くだもの  ぎゅうにゅう

牛乳､鶏肉､卵､無添加ベーコン 米､麦､米油､じゃがいも
玉葱､ピーマン､ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ､
人参､アスパラガス､大根､トマト､
黄ピーマン､黄桃

18
（水）

ごはん　肉じゃが　ひじきのうめすあえ
ごぼうとナッツのみつがらめ  ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､ひじき､チリメン
米､じゃがいも､米油､三温糖､
ごま､小麦粉､大豆油､水あめ、
アーモンド

さやいんげん､玉葱､椎茸､人参､
長ねぎ､糸こんにゃく､しょうが､
チンゲン菜､もやし､梅肉､ごぼう

17
（火）

彩橋小中
欠食

もちきびごはん　さかなじる　やさいいため
なっとうみそ　のり　ぎゅうにゅう

牛乳､赤魚､豆腐､みそ､豚肉､
無添加ポーク､納豆､のり

米､もちきび､米油､三温糖
大根､長ねぎ､キャベツ､人参､
玉葱､ピーマン､にら､もやし､ねぎ

16
（月）

中学３年生
お楽しみ給食

あげパン　ミネストローネ　チーズ入りサラダ
ぎゅうにゅう

牛乳､きな粉､レッドピース､
豚肉､チーズ､ツナ

パン､大豆油､アーモンド粉､
黒糖､三温糖､マカロニ､米油､
じゃがいも､オリーブ油

人参､セロリ､玉葱､キャベツ､
きゅうり､トマト、赤ピーマン、

13
（金）

彩橋小中
欠食

もずくどん　　レバーのなんばんづけ
くだもの　ぎゅうにゅう

牛乳､もずく､豚肉､豚レバー、
米､三温糖､米油､でん粉､
大豆油

人参､玉葱､コーン､小松菜､
ねぎ､にんにく､長ねぎ､きゅうり､
いよかん

12
（木）

ごはん　につけ　さんまのうめに
ビーフンサラダ 　ぎゅうにゅう

牛乳､鶏肉､こんぶ､厚揚げ、
ツナ、さんま

米､三温糖､ビーフン､ごま油、
ごま

こんにゃく､大根､いんげん、
人参､しょうが､キャベツ､きゅう
り、
きくらげ、梅肉

11
（水）

しょうゆラーメン　ミニ肉まん
はくさいとほうれん草のごまあえ　ぎゅうにゅう

牛乳､無添加ハム､チリメン、
肉まん

中華めん､ごま､三温糖
もやし､長ねぎ､きくらげ､コーン､
にんにく､白菜､ほうれん草

10
（火）

ごはん　さばのこうみソースかけ　もずくのみそしる
かぼちゃとじゃがいものそぼろに　ぎゅうにゅう

牛乳､さば､豚肉､厚揚げ､もずく､
卵､みそ

米､三温糖､じゃがいも
長ねぎ､しょうが､しそ葉､レモン､
かぼちゃ、絹さや､えのき茸､
玉葱､小松菜､人参､ねぎ

9
（月）

ごはん　チキンカレー　ゆでたまご
大根ピクルス　ぎゅうにゅう

牛乳､鶏肉､卵
米､じゃがいも､マーガリン､米油､
小麦粉､砂糖

人参､玉葱､ピーマン､セロリ､
かぼちゃ、にんにく､しょうが､
大根､べったら漬､ピクルス

6
（金）

玉葱､ピーマン､人参､にんにく､
アスパラガス､きゅうり､キャベツ､
コーン､レモン､オレンジ

クファジューシー　さけのしおこうじやき
きのこのみそしる　くだもの　ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､だいず､ちきあげ､
こんぶ､さけ､油揚げ､みそ

米､米油
ごぼう､人参､ねぎ､椎茸､しめじ､
えのき茸､なめこ､大根､バナナ

4
（水）

5
（木）

コッペパン　ぶた肉と豆のにこみ
アスパラサラダ　くだもの　ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､金時豆､ツナ
パン､じゃがいも､マーガリン､
小麦粉､米油､オリーブ油､
マヨネーズ、三温糖

ひなまつり 牛乳､卵､のり､いわし､みそ
米､ごま､小麦粉､でん粉､
大豆油､じゃがいも､ひなあられ（火）

べったら漬､絹さや､大根､人参､
小松菜､ねぎ

3

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日
（曜日）

献 立 名

米､米油､ごま

玉葱､ピーマン､キャベツ､人参､
にんにく、ねぎ､ミックスフルー
ツ､
小松菜､バナナ､りんご

ちらしずし　いわしのからあげ　みそしる
ひなあられ　ぎゅうにゅう

タコライス（ごはん・タコスミート・キャベツ・チーズ）
わかめスープ　フルーツヨーグルト　ぎゅうにゅう

牛乳､豚肉､牛肉､チーズ､豆腐、
わかめ､ヨーグルト

2
（月）
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 ６年生と中学３年生の皆さんは、いよいよ卒業ですね。中学、高校時代は

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、健康で充実した生活を送って下さい。 
 ◎１３（金）に中学３年生、２０（金）に小学６年生は、卒業祝いとして、ささ
やかではありますが、お楽しみ給食があります。 


