
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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米　でん粉　大豆油　三温糖
米油（火）

26 ごはん　につけ　さけぬちまーすふりかけ
はくさいのごまあえ 　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　こんぶ　厚揚げ
さけ

米　三温糖　米油　ごま

彩橋中
１年

牛乳　豚肉　大豆　チーズ
パン　じゃがいも　三温糖　米油
小麦粉　マーガリン　アーモンド
オリーブ油

親子どん　うどんサラダ
フルーツシークヮーサー　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　卵　ツナ

しょうが　大根　人参　いんげん
ほうれん草　えのき茸　ねぎ

3

（木）

米　三温糖　でん粉　米油
うどん　ごま　オリーブ油

人参　玉葱　みつば　椎茸
にんにく　キャベツ　アスパラ
きゅうり　コーン　大根
フルーツシークヮーサー

2
（月）

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日
（曜日）

献 立 名

平成27年  2月給食予定献立表

彩橋中
１年

玉葱　人参　セロリ　パセリ
キャベツ　きゅうり　りんご
トマト　パイン　黄桃　レーズン

もちきびごはん　魚のにんじんソースやき
やさいと豆のとろみに　アーサじる　ぎゅうにゅう

牛乳　ホキ　みそ　大豆　厚揚げ
鶏肉　あおさ　豆腐

米　もちきび　米油　三温糖
でん粉　マヨネーズ

人参　玉葱　キャベツ　もやし
絹さや　えのき茸　ねぎ

ごはん　いわしのかばやき　大根いため
赤だし　節分豆 　ぎゅうにゅう

牛乳　いわし　ツナ　ちきあげ
豆腐　わかめ　あさり　みそ
大豆

4
（水）

5
（木）

彩橋
なかよし

キムチごはん　さつまいもといかの甘がらめ
大根のそぼろじる　ぎゅうにゅう

彩橋中
１年

コッペパン　ポークビーンズ　さいかサラダ
チーズ 　ぎゅうにゅう

白菜　人参　にら　大根　玉葱
ねぎ　しょうが

6
（金）

ごはん　さけのぬちまーすやき
マーミナチャンプルー　島にんじんのチムシンジ
ぎゅうにゅう

牛乳　さけ　厚揚げ　ツナ
無添加ポーク　豚レバー　豚肉
みそ

米　米油　米油　じゃがいも
もやし　人参　キャベツ　大根
ねぎ　にんにく

たくあんツナサンド
（コッペパン・たくあん入りツナサラダ）
ミネストローネ　フルーツヨーグルト　ぎゅうにゅう

牛乳　ツナ　豚肉　レッドキドニー
ヨーグルト

パン　三温糖　マカロニ　米油
じゃがいも　マヨネーズ

牛乳　豚肉　いか　鶏肉
米　麦　ごま　大豆油　さつま芋
小麦粉　三温糖　水あめ　米油
でん粉

フーチバージューシー　もずくとやさいの天ぷら
ゆしどうふ　みかん 　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　ちきあげ　チリメン
もずく　卵　ゆし豆腐

米　麦　米油　小麦粉　大豆油
いんげん　よもぎ　人参　玉葱
椎茸　かぼちゃ　ねぎ　みかん

12
（木）

スパゲティミートソース　ビーンズサラダ
オートミールチョコチップクッキー　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　ミックスビーンズ
ツナ　卵　牛乳

スパゲティー　米油　マーガリン
三温糖　小麦粉　オートミール
チョコチップ　マヨネーズ

玉葱　人参　ピーマン　エリンギ
セロリ　にんにく　トマト　パセリ
枝豆　キャベツ　ほうれん草
大根　コーン　トマト

13
（金）

ぬちまーすこんぶごはん　さばの三色あんかけ
ごまじる　パイン　ぎゅうにゅう

牛乳　こんぶ　豚肉　ちきあげ
さば　豆腐　みそ

米　麦　米油　三温糖　ゴマ
でん粉

人参　切干大根　赤ピーマン
ねぎ　にんにくの芽　しょうが
ごぼう　もやし　玉葱　しめじ
パイン

16
（月）

ごはん　チキンなんばん（とり肉のから揚げ甘酢
かけ・千切りキャベツ・タルタルソース）
やさいたっぷりみそしる　みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　豆腐　みそ
米　でん粉　大豆油　三温糖
じゃがいも　タルタルソース

キャベツ　きゅうり　白菜　玉葱
大根　なす　人参　だいこん葉
ねぎ　みかん

17
（火）

なかよしパン　パンプキンシチュー　おからサラダ
はちみつ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　白花豆　大福豆
生クリーム　おから　ツナ

パン　じゃがいも　マーガリン
小麦粉　米油　三温糖
マヨネーズ　はちみつ

かぼちゃ　玉葱　アスパラ
しめじ　パセリ　キャベツ
コーン　きゅうり　りんご

18
（水）

旧正月
食育の日

もちきびごはん　魚のこんぶまき　なかみじる
島にんじんの白みそいため 　ぎゅうにゅう

牛乳　ホキ　こんぶ　豚中身
豚肉　ちきあげ　みそ

米　もちきび　三温糖　米油
かんぴょう　しょうが　椎茸
こんにゃく　ねぎ　人参
いんげん　にら

19
（木）

むぎごはん　だいこんカレー
だいずとカエリのゆかりがらめ　オレンジ
ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　大豆　カエリ
米　麦　小麦粉　マーガリン
でん粉　大豆油　アーモンド
米油　ごま　三温糖　水あめ

大根　人参　玉葱　ピーマン
セロリ　かぼちゃ　しょうが
にんにく　ゆかり　オレンジ

20
（金）

うっちんじゅーしー　あげどうふのやさいあんかけ
べにいもしるこ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　かまぼこ　厚揚げ
あずき

米　米油　でん粉　大豆油
三温糖　紅芋　白玉団子

人参　玉葱　ねぎ　なす　にら
しょうが　うこん粉

23
（月）

ごはん　マーボーじゃが　しゅうまい
アーモンドあえ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　みそ　しゅうまい
チーズ

米　じゃがいも　ごま油　みそ
でん粉　米油　アーモンド　ごま
三温糖

人参　玉葱　たけのこ　きくらげ
にら　にんにく　ほうれん草
しょうが　もやし

24
（火）

あみパン　魚のジェノベーゼソースやき
えだまめサラダ　クラムチャウダー　ぎゅうにゅう

牛乳　さわら　ツナ　あさり
生クリーム　白花豆　大福豆

パン　ジェノバペースト　三温糖
オリーブ油　じゃがいも　小麦粉
マーガリン　米油

バジル　赤ピーマン　枝豆
コーン　キャベツ　きゅうり
玉葱　人参　エリンギ　セロリ

25
（水）

たくあん漬　人参　セロリ　玉葱
キャベツ　トマト
ミックスフルーツ　バナナ

10
（火）
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737 31.2 21.9

21.8 21.3

大根　ねぎ　小松菜　人参
オレンジ

米　三温糖　なたね油

799 26.5 26.1

558

806 25.9 25

28.2

いんげん　こんにゃく　人参
大根　ごぼう　しょうが　梅干し
白菜　きゅうり　ごま

803 29

（金）
27 ごはん　ちぐさやき　青菜と大根のにびたし

魚じる　オレンジ 　ぎゅうにゅう
牛乳　赤魚　豆腐　みそ　油揚げ
チリメン　ちぐさやき（卵）

うるま市生涯学習フェスティバル 
                            ～給食センターの取り組み内容～          
日付：平成27年2月7日（土）8（日）          ・市内７調理場の給食実物展示        
会場：うるま市立具志川総合体育館         ・給食の試食（２００食限定） 
                                ・食育体験スタンプラリーなど      

     ２月３日は節分です。節分は「季節を分ける」と書くように、季節の変 

    わり目である「立春・立夏・立秋・立冬」の前日のことを指します。４日 

      は立春で、暦の上ではもうすぐ春ですが、まだ寒い日が続いています。 
     気温が低く、空気が乾燥するこの季節はかぜやインフルエンザ、ノロ 

      ウイルスなどのウイルスが活発になります。手洗いとうがいをして、食 
      事と睡眠をしっかりとり、ウイルスに負けないようにしましょう！ 



         
         


