
 ★表示義務食品・表示推奨食品あわせて、以下の２７品目を表示しています。 

   卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・ 

   くるみ・さば・さけ・キウイ・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・まつたけ・もも・やまいも・ 

   りんご・セラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ  

 ※もずく・アーサ・しらすは、収穫の際えび・かに混入の可能性があるためアレルギー表示対象としています。 

 

  

 ★食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で 

  生産されている別の製品のアレルギー物質が微量混入してしまうことがあります。 

  これらについては記載しておりません。詳細については給食センターまでお問い合わせください。 

   

   うるま市立津堅学校調理場  TEL 978-2141  FAX 978-1005    

● アレルギー表示について 

平成２７年 



献　立　名

五穀米

冬瓜汁

サバの生姜焼き

きんぴら

牛乳

一食当たりの栄養価(小） エネルギー 603 Kcal たんぱく質 26.1 ｇ 脂　質 19.8 ｇ 炭水化物 80.1 ｇ

一食当たりの栄養価(中） エネルギー 723 Kcal たんぱく質 32.4 ｇ 脂　質 23.8 ｇ 炭水化物 94.8 ｇ

もちきびご飯

五目スープ

ヘチマの中華煮

中華風ハリハリサラダ

ミルクくずもち

牛乳

一食当たりの栄養価(小） エネルギー 714 Kcal たんぱく質 23.0 ｇ 脂　質 22.0 ｇ 炭水化物 106.0 ｇ

一食当たりの栄養価(中） エネルギー 893 Kcal たんぱく質 27.6 ｇ 脂　質 24.9 ｇ 炭水化物 139.6 ｇ

トマトリゾット

チキンのバジル焼き

かぼちゃサラダ

パインゼリー

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 599 Kcal たんぱく質 25 ｇ 脂　質 20.9 ｇ 炭水化物 77.7 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 807 Kcal たんぱく質 32.7 ｇ 脂　質 24 ｇ 炭水化物 115.1 ｇ

七夕ソーメン

じゃことオクラのかき揚げ

ほうれん草のウサチ

冬瓜ポンチ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 588 Kcal たんぱく質 26.2 ｇ 脂　質 11.3 ｇ 炭水化物 95.4 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 679 Kcal たんぱく質 30 ｇ 脂　質 12 ｇ 炭水化物 112.8 ｇ

ごはん

へちまのみそ汁

もずくの卵焼き

ヌンク小

オレンジ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 566 Kcal たんぱく質 21.4 ｇ 脂　質 20.4 ｇ 炭水化物 74.2 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 720 Kcal たんぱく質 25.4 ｇ 脂　質 23.2 ｇ 炭水化物 102.4 ｇ

牛乳

豚バラ肉　こんにゃく 三温糖　ごま　サラダ油
ごぼう　れんこん　人参　絹さ
や

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
ぬちまーす　唐辛子

精白米　もちきび

鶏肉　錦糸卵(卵） ごま油（ごま）　でん粉
人参　玉ねぎ　白菜　チンゲン
菜　長ネギ

しょうゆ(小麦・大豆)　酒　ぬち
まーす　花かつお　鶏ガラ

牛乳　きな粉(大豆) でん粉　粉黒糖　グラニュー糖

みりん
キムチの素(りんご・大豆・えび)

ごま油(ごま)　 三温糖
きゅうり　人参　　千切り大根
生姜

精白米

木綿豆腐(大豆)　みそ(大豆) ヘチマ　山東菜　人参 花かつお

ハーリー大会の為振替休日

精白米　サラダ油(大豆)
マーガリン(乳・大豆・豚肉)

人参　玉ねぎ　グリンピース
マッシュルーム

小麦粉　でん粉　サラダ油(大豆) ぬちまーす

牛乳

もずく(えび・かに)　たまご
紅麹ハム(鶏・豚・大豆)

サラダ油(大豆) 人参　ニラ ぬちまーす　こしょう

豚肉　ちきあぎ　油揚げ(大豆)
こんにゃく

サラダ油(大豆) 大根　人参　パクチョイ
ぬちまーす　こしょう　みりん
しょうゆ(小麦・大豆)　花かつお

その他調味料等

鶏肉　油揚げ(大豆) 手延べそうめん(小麦）
きゅうり　人参　ほうれん草
しいたけ

グラニュー糖　月型・星型ゼ
リーミックス（りんご）

みかん缶　パイン　黄桃缶　冬
瓜

花かつお　みつかん酢
しょうゆ(小麦・大豆)

豚バラ　木綿豆腐　みそ(大豆)
ごま油(ごま)　サラダ油(大豆)
でん粉

ヘチマ　人参　玉ねぎ　ニラ
おろしにんにく

牛乳

みそ(大豆) 三温糖 ほうれん草　もやし みつかん酢(小麦・大豆)　みりん

シークヮーサー果汁

みりん　しょうゆ(小麦・大豆)
花かつお

大豆　しらす(えび・かに)

赤の食品
体の組織をつくる

たんぱく質・無機質

鶏肉

マヨネーズ(卵・大豆・りんご)
かぼちゃ　かぼちゃペースト
玉ねぎ　人参　きゅうり　コー
ン

こしょう

かんてん 三温糖 パイン

紅麹ハム（鶏・豚・大豆)　牛乳

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類

豚肉　昆布　みそ(大豆)

さば 三温糖

冬瓜　人参　ねぎ

しょうが しょうゆ(小麦・大豆)　みりん　酒

牛乳

１
(水)

ぬちまーす　こしょう　ケチャップ
チキンコンソメ（乳・小麦・鶏肉・
大豆・牛肉）　デミグラスソース
(乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚
肉)

鶏肉　チーズ(乳)

2
(木)

8
(水)

7
(火)

６
(月)

３
(金)

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
花かつお　豚骨

牛乳

オリーブ油　サラダ油(大豆)
グラニュー糖

にんにく バジル粉　ぬちまーす

オレンジ



献　立　名

紅芋パン

白いんげんのポタージュスープ

魚のピザソース焼き

アスパラサラダ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 769 Kcal たんぱく質 37 ｇ 脂　質 31.4 ｇ 炭水化物 84.6 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 902 Kcal たんぱく質 44.9 ｇ 脂　質 36.4 ｇ 炭水化物 98.7 ｇ

ごはん

アーサのゆし豆腐汁

ゴーヤーのかき揚げ

タマナーチャンプルー

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 655 Kcal たんぱく質 27.7 ｇ 脂　質 29.1 ｇ 炭水化物 70.6 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 803 Kcal たんぱく質 27.7 ｇ 脂　質 31.7 ｇ 炭水化物 101.7 ｇ

麦ごはん

親子丼

もずくのみそ汁

ほうれん草とコーンの和え物

バナナ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 698 Kcal たんぱく質 30.5 ｇ 脂　質 19.8 ｇ 炭水化物 99.5 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 865 Kcal たんぱく質 36.1 ｇ 脂　質 22.3 ｇ 炭水化物 130.0 ｇ

コーントースト

ラビオリスープ

じゃがいものソテー

プルーン

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 706 Kcal たんぱく質 26.4 ｇ 脂　質 27.7 ｇ 炭水化物 87.8 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 810 Kcal たんぱく質 30.1 ｇ 脂　質 31.4 ｇ 炭水化物 101.8 ｇ

もちきびごはん

サンラータン

マーボーなす

わかめサラダ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 553 Kcal たんぱく質 21.3 ｇ 脂　質 14.9 ｇ 炭水化物 83.4 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 702 Kcal たんぱく質 25.5 ｇ 脂　質 16.6 ｇ 炭水化物 112.7 ｇ

15
(水)

精白米　もちきび

鶏肉　たまご でん粉　サラダ油(大豆) 玉ねぎ　人参　しいたけ　ねぎ

酒　ぬちまーす　しょうゆ(小麦・大
豆)　こしょう　みつかん酢(小麦・
大豆)　　豆板醤(小麦・大豆)　鶏ガ
ラ

豚肉　豚レバー　大豆　みそ(大
豆)

ごま油(ごま)　でん粉
なす　玉ねぎ　人参　竹の子
ニラ　にんにく　しょうが

豆板醤(小麦・大豆)　木戸中華(小
麦・乳・大豆・牛・豚・鶏)　しょう
ゆ(小麦・大豆)

わかめ 三温糖　ごま油(ごま) きゅうり　人参　コーン
ぬちまーす　しょうゆ(小麦・大豆)
みつかん酢(小麦・大豆)

牛乳

14
(火)

チーズ(乳)　ツナ
食パン(小麦・乳・大豆)
マヨネーズ(卵・大豆・りんご)

玉ねぎ　コーン

鶏肉
オリーブ油
ラビオリ(小麦・鶏肉・豚肉・大
豆)

人参　玉ねぎ　セロリー　いん
げん　トマトホール缶

鶏ガラ　ぬちまーす
チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大
豆・牛肉)

じゃがいも　サラダ油(大豆)
エリンギ　いんげん　えのき
赤ピーマン　コーン

チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大
豆・牛肉)　うっちん粉　チリパウ
ダー　ぬちまーす　こしょう

プルーン

牛乳

13
(月)

精白米　麦

たまご　鶏肉　ちくわ 三温糖 玉ねぎ　人参　豆苗　しいたけ
花かつお　しょうゆ(小麦・大豆)
みりん　ぬちまーす　こしょう

もずく(えび・かに)　みそ(大豆) 長ねぎ しょうゆ(小麦・大豆)　花かつお

糸けずり マヨネーズ(乳・大豆・りんご) ほうれん草　コーン しょうゆ(小麦・大豆)　みりん

バナナ

牛乳

10
(金)
(小学校
欠食）

精白米

ゆし豆腐(大豆)
アーサ(えび・かに)　みそ(大豆)

しょうゆ(小麦・大豆)　花かつお

ゆで大豆　たまご　ひじき 小麦粉　サラダ油(大豆) 人参　玉ねぎ　にがうり ぬちまーす

豚肉 サラダ油(大豆) もやし　キャベツ　ニラ　人参
しょうゆ(小麦・大豆)　　　ぬち
まーす　こしょう

牛乳

赤の食品
体の組織をつくる

たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

9
(木)
(小5～

6年欠
食)

紅芋パン(小麦・乳・大豆)

白いんげん　白花豆＆大福豆
ペースト　無塩せきベーコン
（豚・大豆)　生クリーム(乳)

じゃがいも　サラダ油(大豆) 人参　玉ねぎ　パセリ
ホワイトルウ(小麦・乳・大豆・鶏
肉・牛肉)　こしょう　ぬちまーす
鶏ガラ

ホキ　チーズ(乳) ピーマン　しめじ　玉ねぎ ピザソース(りんご・大豆)

ミックスビーンズ
マヨネーズ(卵・大豆・りんご)
コールスロー(乳・大豆)

アスパラ　きゅうり　人参
コーン

牛乳



献　立　名

クーブジューシー

沖縄風みそ汁

きびなごのから揚げ

みかんゼリー

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 531 Kcal たんぱく質 21.9 ｇ 脂　質 18.5 ｇ 炭水化物 69.2 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 679 Kcal たんぱく質 26 ｇ 脂　質 20.6 ｇ 炭水化物 97.4 ｇ

ジャージャー麺

かき玉汁

ショーロンポー

シークヮーサーソルベ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 650 Kcal たんぱく質 29.1 ｇ 脂　質 14.5 ｇ 炭水化物 100.8 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 726 Kcal たんぱく質 32.8 ｇ 脂　質 15.7 ｇ 炭水化物 113.4 ｇ

17
(金)

豚肉　鶏レバー　みそ
中華めん(小麦)　三温糖
ごま油(ごま)　でん粉

しいたけ　竹の子　木くらげ
長ねぎ　もやし　大根　人参
きゅうり　にんにく

しょうゆ(小麦・大豆)　木戸中華(小
麦・乳・大豆・牛・豚・鶏)　唐辛子

たまご　みそ(大豆) ニラ　玉ねぎ しょうゆ(小麦・大豆)　花かつお

ショーロンポー(小麦・大豆・鶏
肉・豚肉)

シークヮーサーソルベ

牛乳

赤の食品
体の組織をつくる

たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類

その他
調味料等

16
(木)

細切昆布　豚肉　カステラかま
ぼこ

精白米　サラダ油(大豆) 人参　ごぼう　しいたけ　ニラ
しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
みりん　酒　花かつお

沖縄豆腐(大豆)　豚肉　みそ　 もやし　冬瓜　山東菜 花かつお　ぬちまーす

きびなご　 でん粉　サラダ油(大豆) ぬちまーす　こしょう

かんてん 三温糖 みかん缶

牛乳

・学校給食に関する展示          

・地場産物の展示    

・栄養相談 

・食育に関する展示 

・試食  

・スタンプラリー（豆運び・食育クイズ）  

 

日時 ： 平成２7年７月１1日（土）  

          10：00～17：00  
場所 ： イオン具志川 セントラルホール 

食と子どもの健康展 
 織姫と彦星、そして天の川。 

私たちに夢をあたえてくれる行事ですね。 

 農家などでは、「初物」といって、その季節に初めてと

れた野菜や果物を神様にお供えして、豊作を祝う習慣があ

ります。  

 また昔は、1月15日の〝お粥″、3月3日の〝草餅″、

5月5日の″ちまき″と同じように悪いことが起きないよ

うにという願いを込めて、7月7日には、“さくべい”と

いう食べ物を作り、食べました。さくべいは、小麦粉と米

の粉を練って細かくひものようにしたものを2本、縄のよ

うに合わせて作ったお菓子です。「麦なわ」とも呼ばれ、

うどんの原形といわれています。 

   七夕にそうめんを食べたり、贈ったりするのは、  

 この習慣からきています。 

 7月は、沖縄県産品推奨月間です。 

県産のものを積極的に活用し、沖縄を元気にしよう！という運動の一つです。 

学校給食でも県産品を使用した献立を取り入れるので何が、沖縄で採れた物

か探してみましょう！ 

  

http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust4087_thumb.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13d65310t/EXP=1435637190;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGsxRkJtUnBJN0dQeTBOWEZhRnVHekM4ejRmRE5UaGFaZ0R2Mm5DX3NBVzJPLWV4bGZXTElqOEtFMjd3BHADNVlhczU1T2M0NEtrNDRPcDQ0SzU0NE9JBHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/3.bp.blogspot.com/-fF1M9V5_YIY/UZ2VPJX7y5I/AAAAAAAATxg/UejTMbXiJSI/s800/tougan.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13n970kc4/EXP=1435637242;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU1NqcFJUQ0wyMW5CMXYtUmJLNmJmVU43bHdEaVlHT0FHaHhkdzNJOG9abmFIOHNIZ0FiU2p2Y3VzBHADNDRLMDQ0Tzg0NE9rNDRDQTQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/3.bp.blogspot.com/-Nt4dKawuffo/UkJM4H6t95I/AAAAAAAAYVA/2FzIfUH5CAo/s800/goya_bittergourd.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13i7nd2bs/EXP=1435637458;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTVla1AzM29uaHJKcVFWQTA3YWJTZDh0eVkxY294c252TkQ2RFJsODJTejVYOXNJQXlUUFRaR2NXaARwAzQ0S3E0NEt2NDRPcElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/2.bp.blogspot.com/-Jrc7UcwCJxE/UkJNBNbusSI/AAAAAAAAYXU/Ln8CiGLRibk/s800/okura_gombo.png
http://2.bp.blogspot.com/-0yLbnxQU0Ws/UgSMTeUiRyI/AAAAAAAAXA4/T3KvqtUp_2w/s800/fruit_pineapple.png
http://1.bp.blogspot.com/-Y9BxAfFSP2w/VSufvbcFIQI/AAAAAAAAtBc/4wR778rQfFQ/s800/vegetable_hechima.png

