
牛乳

黒米ごはん

1 ゆし豆腐

(木) グルクンのから揚げ

にんじんシリシリー

ふちゃぎ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 794 kcal たんぱく質 34.3 g 脂質 20.5 g 炭水化物 112.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 951 kcal たんぱく質 40.5 g 脂質 23.2 g 炭水化物 138.2 g

牛乳

お楽しみパン

2 パンプキンスープ

(金) チキンソテー

アスパラのサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 776 kcal たんぱく質 30.9 g 脂質 35.6 g 炭水化物 79.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 919 kcal たんぱく質 37.1 g 脂質 42.6 g 炭水化物 92.1 g

オリーブ油 アスパラ,にんじん ぬちまーす

じゃがいも,マーガリン,小麦
粉

牛乳,鶏肉,生クリーム,脱脂粉
乳

セロリ,にんじん,パセリ
こしょう,チキンブイヨン,ぬちまーす,
料理酒

オリーブ油,三温糖 鶏肉 にんにく,パセリ
こしょう　,トマトピューレー,ぬち
まーす

牛乳

グラニュー糖,コッペパン,食
パン,無塩バター

たまご,粉末アーモンド

サラダ油 たまご,ツナ にんじん
こしょう,しょうゆ,ぬちまーす,花かつ
お

もち粉

ゆし豆腐 ねぎ しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

サラダ油,でん粉,小麦粉 グルクン こしょう,ぬちまーす

牛乳

こめ,黒米

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質
日 献立名

黄(き)の食品 赤(あか)の食品 緑(みどり)の食品
その他調味料など

１食当たりの栄養価(小学校) 基準値 エネルギー 650 Kcal たんぱく質 21～33g 脂質 14～22g

　  ★給食では、「㈱ぬちまーす」さんより寄贈していただいた「ぬちまーす」を使用しています。
　  ★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。
　  ★給食費は、期限内に納めましょう。

エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

うるま市津堅学校給食調理場

TEL:　098-978-2141

FAX:　098-978-1005

炭水化物

炭水化物 81～106g

104～135g1食当たりの栄養価(中学校) 基準値 エネルギー 830 Kcal たんぱく質 27～42g 脂質 18～28g

だんだんと秋が深まってきました。10月は暑さがやわらぎ、1年の中でも過ごしやすい気候で

すが、日中と朝晩の気温差が大きく、体調管理には注意が必要です。食事から栄養をしっかり

とって、風邪をひかない体をつくりましょう。

さて、秋といえば、十五夜と十三夜のお月見があります。季節の 野菜や果物、月見団子など

をお供えし、美しい月を鑑賞しながら、農作物の収穫に感謝します。旧暦（昔の暦）で行うた

め、現在では毎年違う日になりますが、昔から秋の行事として親しまれてきました。

近年、小中学生の視力低下が問題となっています。その原因として、ス

マートフォンやゲーム機などの使い過ぎが挙げられますが、今年は特に利

用時間が増えている人が多いのではないでしょうか。10月10日は「目の愛

護デー」です。目の健康について考え、目を労わる１日にしましょう。

目の健康に欠かせないビタミンです。不足すると、暗い所で目が

見えにくくなる夜盲症や、目が乾燥するドライアイを起こし、最

悪の場合は失明することもあります。

青紫の色素成分で、目の疲労回復に効

果があるという研究結果があります。

新型コロナウイルスの

影響で消費が落ち込んで

いる「沖縄県産和牛」を、

学校給食に無償提供して

いただけることになりま

した。県産和牛はとても

高級なお肉です。給食で

登場することは滅多にな

いので、じっくり味わい

たいですね。そして生産

者の方にも感謝していた

だきましょう！

10/13 和牛給食

〇ガーリックラス

〇ミネストローネスープ

〇和牛ハンバーグ

〇マッシュポテト



炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質
日 献立名

黄(き)の食品 赤(あか)の食品 緑(みどり)の食品
その他調味料などエネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

牛乳

あわごはん

5 アーサ汁

(月) さばの味噌マヨ焼き

ごぼうサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 28.8 g 脂質 19.6 g 炭水化物 84 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 782 kcal たんぱく質 36.2 g 脂質 24.1 g 炭水化物 103.8 g

牛乳

麦ごはん

6 けんちん汁

(火) もずく入りたまご焼き

あぶらみそ

のり

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal たんぱく質 21.1 g 脂質 13.4 g 炭水化物 86.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 673 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 14.6 g 炭水化物 107.3 g

牛乳

カラフルピラフ

7 オニオンスープ

(水)
鶏むね肉のカレーチーズ
焼き

ブロッコリーソテー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal たんぱく質 27.1 g 脂質 14.2 g 炭水化物 75.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 710 kcal たんぱく質 34.9 g 脂質 15.9 g 炭水化物 103.4 g

牛乳

麦ごはん

8 親子丼

(木) すまし汁

もずくの酢の物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 626 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 15.4 g 炭水化物 89.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 744 kcal たんぱく質 33.4 g 脂質 16.9 g 炭水化物 110.4 g

牛乳

麦ごはん

9 コーン中華スープ

(金) レバニラ炒め

バンサンスー

ブルーベリーチーズケーキ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 702 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 23.6 g 炭水化物 96.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 839 kcal たんぱく質 27 g 脂質 26.7 g 炭水化物 118 g

牛乳

ごはん

12 みそ汁

(月) いわしのレモン煮

ほうれん草のお浸し

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 18.1 g 炭水化物 78.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 20.4 g 炭水化物 106.8 g

油揚げ
えのき,にんじん,ほうれん
草

しょうゆ,花かつお

ネーブル

わかめ,赤みそ,豆腐,白みそ にんじん 花かつお

いわしのレモン煮

牛乳

こめ

ごま油 きゅうり,にんじん,もやし しょうゆ,りんご酢

グラニュー糖
ゼラチン,ヨーグルト,生ク
リーム

ブルーベリー

でん粉 たまご コーン,にんじん,長ねぎ こしょう,しょうゆ,ぬちまーす,鶏ガラ

こめ油,サラダ油,でん粉,三温
糖

豚レバー
しょうが　,にら,にんじん,
にんにく,もやし

こしょう,しょうゆ,ぬちまーす,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

グラニュー糖 もずく きゅうり ぬちまーす,花かつお

こめ油,三温糖 たまご,鶏肉
しいたけ,とうみょう,にん
じん

こしょう,しょうゆ,ぬちまーす,みり
ん,花かつお,料理酒

わかめ,豆腐 だいこん しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

牛乳

こめ,むぎ

サラダ油
コーン,にんじん,ブロッコ
リー

こしょう,しょうゆ,ぬちまーす

いんげん,にんじん,マッ
シュルーム

チキンコンソメ,鶏ガラ

でん粉,マヨネーズ,小麦粉 パルメザンチーズ,鶏肉 カレー粉

牛乳

こめ,マーガリン
グリンピース,にんじん,
マッシュルーム,黄パプリ
カ,赤パプリカ

チキンコンソメ,チキンブイヨン

こめ油,三温糖 赤みそ,麦みそ こねぎ みりん

焼きのり

ごぼう,こんにゃく,だいこ
ん,にんじん

しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

こめ油 たまご,もずく にら,にんじん こしょう,ぬちまーす

牛乳

こめ,むぎ

ごま,三温糖 きゅうり,ごぼう,にんじん しょうゆ,ぬちまーす,酢

豆腐 とうがん しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

マヨネーズ さば,白みそ 長ねぎ

牛乳

あわ,こめ

目
の
愛
護
デ
ー

献
立



炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質
日 献立名

黄(き)の食品 赤(あか)の食品 緑(みどり)の食品
その他調味料などエネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

牛乳

ガーリックライス

13 ミネストローネスープ

(火) 手作り和牛ハンバーグ

マッシュポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 790 kcal たんぱく質 32.3 g 脂質 32.8 g 炭水化物 85.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 980 kcal たんぱく質 38.5 g 脂質 37.9 g 炭水化物 115.1 g

牛乳

麦ごはん

14 なめこ汁

(水) うじら豆腐

にんじんのピーナツ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 635 kcal たんぱく質 27 g 脂質 17.1 g 炭水化物 91.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 754 kcal たんぱく質 31.3 g 脂質 19 g 炭水化物 113 g

牛乳

五目ごはん

15 もずくのすまし汁

(木) 鶏肉の梅風味焼き

3色おひたし

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 632 kcal たんぱく質 34.8 g 脂質 23.6 g 炭水化物 65.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 751 kcal たんぱく質 41.7 g 脂質 28 g 炭水化物 77.3 g

牛乳

マグロカツバーガー

16 グリンスープ

(金) サラダ

パインゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 643 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 18 g 炭水化物 87.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 754 kcal たんぱく質 38.4 g 脂質 20 g 炭水化物 101.7 g

牛乳

沖縄そば

19 フーイリチー

(月) サーターアンダギー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 662 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 29.8 g 炭水化物 63.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 825 kcal たんぱく質 36.4 g 脂質 35.1 g 炭水化物 83.5 g

牛乳

チーズライス

20 トマトのふわふわスープ

(火) 鶏肉のマーマレード焼き

豆っこサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 728 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 25.4 g 炭水化物 91 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 896 kcal たんぱく質 37.7 g 脂質 30.3 g 炭水化物 114.1 g

牛乳

麦ごはん

21 みそ汁

(水) 肉じゃが

大豆とカエリのゴマがらめ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 655 kcal たんぱく質 30.1 g 脂質 15.5 g 炭水化物 95.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 780 kcal たんぱく質 35 g 脂質 17.5 g 炭水化物 117.5 g

ごま,サラダ油,でん粉,三温糖,
水あめ

カエリ,大豆 しょうゆ

赤みそ,豆腐,白みそ だいこん,長ねぎ 花かつお

サラダ油,じゃがいも 豚肉
いんげん,しいたけ,にんじ
ん,糸こんにゃく

しょうゆ,ぬちまーす,みりん,花かつ
お,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

りんご

でん粉,パン粉 ウインナー,たまご トマト　,にんじん チキンコンソメ,ぬちまーす,鶏ガラ

鶏肉 しょうが,にんにく しょうゆ

牛乳

こめ,サラダ油,じゃがいも チーズ,鶏肉 いんげん,にんじん
こしょう,しょうゆ,チキンブイヨン,ぬ
ちまーす,料理酒

ミックスビーンズ あお豆,きゅうり フレンチクリーミー

グラニュー糖,こめ油,サラダ
油,小麦粉

たまご,牛乳 ベーキングパウダー

牛乳

沖縄そば,三温糖 かまぼこ,豚骨,豚肉 しょうが,ねぎ しょうゆ,ぬちまーす,みりん,花かつお

キャベツ,きゅうり,にんじ
ん

ぬちまーす

三温糖 ゼラチン,寒天

サラダ油,麩 たまご,ツナ キャベツ,にら,にんじん こしょう,しょうゆ,ぬちまーす

牛乳

コッペパン,サラダ油,パン粉,
三温糖,小麦粉,水あめ

たまご,まぐろ
ウスターソース,ケチャップ,こしょう,
ぬちまーす

ごま,三温糖
しめじ,にんじん,ほうれん
草,まいたけ

しょうゆ,花かつお

もずく,豆腐 たけのこ,にんじん しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

でん粉 鶏肉 しょうゆ,みりん,料理酒

牛乳

こめ,こめサラダ油 鶏もも肉,油揚げ
グリンピース,ごぼう,しい
たけ,にんじん

しょうゆ,ぬちまーす,みりん,花かつ
お,料理酒

ごま,三温糖 にんじん しょうゆ

わかめ,赤みそ,豆腐,白みそ だいこん,なめこ 花かつお

ごま,サラダ油,でん粉
たらすり身,たまご,もずく,豆
腐

あお豆,にら,にんじん しょうゆ

牛乳

こめ,むぎ

じゃがいも 生クリーム パセリ こしょう,ぬちまーす

ABCマカロニ,じゃがいも ミックスビーンズ
キャベツ,トマト缶,にんじ
ん,にんにく

こしょう,チキンブイヨン,トマト
ピューレー,ぬちまーす,鶏ガラ

パン粉,マーガリン,三温糖 たまご,牛ひき肉
ウスターソース,ケチャップ,こしょう,
デミグラスソース,ナツメグ,ぬちまー
す,赤ワイン

牛乳

オリーブ油,こめ,むぎ,無塩バ
ター

にんにく,パセリ こしょう,しょうゆ,ぬちまーす
沖
縄
県
産
和
牛
献
立

こしょう,チキンブイヨン,ぬちまーす
にんじん,ブロッコリー,裏
ごしグリンピース

牛乳,白花豆ペースト
じゃがいも,マーガリン,小麦
粉



炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質
日 献立名

黄(き)の食品 赤(あか)の食品 緑(みどり)の食品
その他調味料などエネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

牛乳

キムチチャーハン

22 わかめスープ

(木) チヂミ

コンナムル

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 15.8 g 炭水化物 82.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 28 g 脂質 17.5 g 炭水化物 114.6 g

牛乳

あわごはん

23 なかみ汁

(金) もずくのかき揚げ

スーネー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 723 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 29.7 g 炭水化物 81.5 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 858 kcal たんぱく質 33.2 g 脂質 33.8 g 炭水化物 101 g

牛乳

バターライス

26 キーマカレー

(月) ビーンズサラダ

フルーツポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 751 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 28.3 g 炭水化物 97.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 861 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 32.3 g 炭水化物 112.1 g

牛乳

麦ごはん

27 アーサのみそ汁

(火) タマナーイリチー

ジーマーミ豆腐

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 725 kcal たんぱく質 30 g 脂質 27 g 炭水化物 93.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 831 kcal たんぱく質 33.5 g 脂質 28.4 g 炭水化物 113.6 g

牛乳

まめごはん

28 冬瓜ともずくの生姜スープ

(水) さばのリンゴソースがけ

ゆず和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 19 g 炭水化物 85.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 771 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 23.4 g 炭水化物 105.4 g

牛乳

あわごはん

29 きのこのすまし汁

(木) 五目卵焼き

切り干し大根のごま和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 648 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 13.8 g 炭水化物 102.7 g

牛乳

鮭ときのこのクリームパ
スタ

30 トマトスープ

(金) ポテトのバジルソテー

パンプキンスコーン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 699 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 30 g 炭水化物 76.5 g

グラニュー糖,小麦粉,無塩バ
ター

牛乳 ぬちまーす,ベーキングパウダー

キャベツ,トマト,パセリ ぬちまーす,鶏ガラ

オリーブ油,じゃがいも ウインナー（豚・大豆）
いんげん,キャベツ,にんじ
ん

こしょう,シママース,しょうゆ,みり
ん,白ワイン

牛乳

オリーブ油,スパゲティ,小麦
粉,無塩バター

牛乳,鮭
えのき,エリンギ　しめじ,
まいたけ

こしょう,チキンブイヨン,ぬちまーす,
白ワイン

ごま,三温糖 キャベツ,にんじん,小松菜 しょうゆ,ぬちまーす,酢

えのき,しめじ,ほうれん草,
長ねぎ

しょうゆ,ぬちまーす,花かつお

たまご,ツナ,乾ひじき しいたけ,にんじん,小松菜 しょうゆ,ぬちまーす

牛乳

あわ,こめ

三温糖 しらす
キャベツ,きゅうり,はくさ
い,ゆず

しょうゆ,ぬちまーす

もずく,鶏肉 しょうが,とうがん
しょうゆ,ぬちまーす,花かつお,昆布だ
し

でん粉,大豆油 さば しょうが,りんご しょうゆ,酢

牛乳

こめ あお豆

くずでん粉,水あめ ピーナッツ しょうゆ,みりん,花かつお

豆腐 とうがん ぬちまーす,花かつお

サラダ油
キャベツ,にら,にんじん,も
やし

こしょう,しょうゆ,ぬちまーす

牛乳

こめ,むぎ

フルーツカクテル缶,みかん
缶

サラダ油
ニューソイミー,牛乳,大豆,豚
肉

コーン,トマト缶,にんじん,
にんにく

ウスターソース,カレールウ,カレー粉,
こしょう,チキンコンソメ,ぬちまーす,
料理酒

マヨネーズ,三温糖 ミックスビーンズ あお豆,キャベツ,きゅうり ぬちまーす,りんご酢,レモン果汁

牛乳

こめ,マーガリン ぬちまーす

ねりごま,三温糖 白みそ,豆腐 からしな,にんじん,もやし ぬちまーす,酢

こんにゃく 豚骨,豚肉 しいたけ,しょうが,ねぎ しょうゆ,ぬちまーす,花かつお,料理酒

小麦粉,油 たまご,ほしえび,もずく にんじん

牛乳

あわ,こめ

ごま油 ごま
きゅうり,コーン,にんにく,
もやし

しょうゆ

梨

ごま,こめ油 わかめ 長ねぎ しょうゆ,ぬちまーす,鶏ガラ,料理酒

ごま油,タピオカ粉,小麦粉 たまご,小桜えび にら ぬちまーす,花かつお

牛乳

ごま油,こめ,こめ油,むぎ あさり,豚肉
きくらげ,だいこん葉,にん
じん,にんにく,竹の子,白菜
キムチ

こしょう,ぬちまーす,料理酒

カ
ジ
マ
ヤ
ー


