
2日 牛乳

(月)
ぬちまーす

トマトスパゲティ

野菜コロッケ

フルーツポンチ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal たんぱく質 18.8 g 脂質 25.6 g 炭水化物 70.2 g

令和2年

ぬち

まーす

week

野菜コロッケ（小麦・大豆・

乳）　大豆油

白玉だんご
シィクワサー果汁　みかん 

黄桃 　パイン　アロエ

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

うるま市給食センター
第一調理場

☎　973-1111 📠 973-1148

揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

牛乳

スパゲティ（小麦）　こめ油
ハム（豚肉・大豆）　

ベーコン（豚肉）

ピーマン　マッシュルーム　

玉葱 　人参　にんにく　トマト

ぬちまーす　こしょう 

ウスターソース（大豆・りんご）　

チキンブイヨン（鶏）

ケチャップ

揚げ①

大豆

暦の上では「秋」ですが、ここ沖縄は、日中はまだまだ暑い日が続いています。しかし、朝夕は、肌寒くなってきて、日ごとに日が暮れるのが早く

なっています。新型コロナウィルスに加え、風邪やインフルエンザなど感染症の流行も心配な季節です。

しっかり体調を整えて本格的な冬に備えましょう。

今月も秋が旬な食材や 行事（食）が、給食に登場します。見つけてみて下さいね。

アレルギー表示について

★詳細献立では、食品名の（ ）内にアレルゲンを記入しています。

アレルゲンは、表示義務食品・推奨食品 あわせて ２８ 品目を表示しています。

★食品表示法の一部改正により、特定原材料に準ずるもの（推奨表示）にアーモンドが追加になりました。

5月の献立表より順次対応させていただきます。

※もずく・アーサ・しらすは収穫の際、えび、かにの混入の可能性があるためアレルゲンを表示しています。

★揚げ物に使用する油は、３～４回程度 同一の油を使用しています。

★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。

★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。

表示義務

いくら・キーウイ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま・さば・

さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉・アーモンド

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨

ぬちまーすweek（11/2（月）～11/6（金））

学校給食では、平成22年度から世界一ミネラルの多い塩としてギネス認定を受けた『ぬちまーす』をうるま市児童

生徒へ無償提供していただいています。今年度で、10年を迎えることができました。ぬちまーす無償提供10周年を

記念して、うるま市全調理場において『ぬちまーす』を使用した献立が登場します。

ぬちまーすちんすこうも出るよ(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

11/6（金）にかみかみサラ

ダが登場します。あごを

しっかり使ってよく噛んで、

食べましょう。

食事の前の「いただきます」は食材と

なった自然の恵み、生き物の命をいただく

ことへ感謝を表す言葉です。食べ終わっ

た後の「ごちそうさま」には、この食事を作

るために関わった人達への感謝の気持ち

が含まれています。心を込めて、あいさつ

が言えるといいですね。



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 揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

4日 牛乳

(水)
ぬちクーブジューシー

からし菜のツナ和え

まぐろの照り焼き

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal たんぱく質 33.2 g 脂質 15.5 g 炭水化物 86 g

5日 牛乳

(木) ごはん

春雨ぬちマースープ

タッカルビ

ちんすこう

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 731 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 19.1 g 炭水化物 111.7 g

6日 牛乳

(金) コッペパン

タンドリーチキン

ぬちまーす入り

ミネストローネスープ

かみかみサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal たんぱく質 32 g 脂質 21.8 g 炭水化物 66.4 g

9日 牛乳

(月)
チーズリゾット

オムレツ

花野菜サラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal たんぱく質 24.3 g 脂質 23 g 炭水化物 49.6 g

10日 牛乳

(火) ごはん

魚のカップ焼き

ごぼう炒め

くずきりスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 689 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 19.2 g 炭水化物 93.3 g

11日 牛乳

(水) ごはん

魚と野菜のスープ

ロモサルタード

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 675 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 20.7 g 炭水化物 92.2 g

ぬち

まーす

week

ぬち

まーす

week

ぬち

まーす

week

😊11/8

（いい歯

の日）

献立

柿（予定）

ホキ　ベーコン（豚肉）
えのき 　セロリ　パセリ 

玉葱 　人参 　冬瓜

ぬちまーす　こしょう 　酒　

白ワイン　

薄口醤油（小麦・大豆）

チキンブイヨン(鶏肉）　

ポテトフライ　大豆油

オリーブ油
レンズ豆 　牛肉

玉葱 　赤ピーマン　

オレガノ 　にんにく 　トマト

ぬちまーす　こしょう 

醤油（小麦・大豆）

牛乳

お米

牛乳

お米

くずきり　でん粉 鶏肉
チンゲンサイ　玉葱 　人参 

椎茸 　木くらげ

ぬちまーす　かつお節　

醤油（小麦・大豆） みりん　

チキンブイヨン（鶏肉）

三温糖　

マヨネーズ

（卵・大豆・りんご）

ホキ　白みそ（大豆） ブロッコリー 　玉葱 　人参 酒

ごま油 　こめ油 

三温糖 　白ごま
ちきあぎ（大豆） 　豚肉

いんげん 　ごぼう 　人参　

こんにゃく 　たけのこ
醤油（小麦・大豆）　かつお節

オムレツ

（卵・大豆・ゼラチン）

ごま油 　三温糖 ハム（豚肉・大豆）
カリフラワー 　きゃべつ　人参 

コーン 　きゅうり 　ブロッコリー

ぬちまーす　酢（小麦）

りんご酢 　醤油（小麦・大豆）

牛乳

お米　こめ油

あさり　チーズ（乳）

牛乳　ベーコン（豚肉）　

スキムミルク（乳）

人参　エリンギ　パセリ 

マッシュルーム 　玉葱

ぬちまーす　こしょう 　白ワイン　

チキンブイヨン（鶏肉）

ごま油 　三温糖 　白ごま さきいか（いか・乳）
きゃべつ 　きゅうり 

もやし 　人参

酢（小麦）　

薄口醤油（小麦・大豆）

鶏肉　ヨーグルト(乳） にんにく

ぬちまーす　こしょう

ケチャップ　カレー粉

ウスターソース（大豆・りんご）

ABCマカロニ（小麦）

こめ油 　じゃがいも

三温糖

ベーコン（豚肉）　

ウィンナー（豚肉）

白いんげん豆　大豆

セロリ 　玉葱 　人参 　大根　

にんにく 　バジル　トマト

ぬちまーす　

こしょう 　ケチャップ　

チキンブイヨン(鶏肉）

ウスターソース（大豆・りんご）

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大豆）

ぬちまーすちんすこう

（小麦・牛肉・豚肉）

こめ油 　さつまいも

三温糖
鶏肉　赤みそ（大豆）

きゃべつ 　玉葱 　人参 

長ねぎ　にんにく 　生姜

コチジャン（大豆）

醤油（小麦・大豆）　酒

牛乳

お米

三温糖 ツナ
からし菜 　もやし 　人参　

シークワーサー果汁

ぬちまーす　酢（小麦） 

醤油（小麦・大豆）

三温糖 まぐろ
醤油（小麦・大豆）

みりん　酒

縁豆はるさめ うずらの卵 　えび　セーイカ
きくらげ　絹さや 　人参

白菜　たけのこ

ぬちまーす　こしょう 　豚骨　

薄口醤油（小麦・大豆）　酒

チキンブイヨン（鶏肉）　みりん

あさり 　昆布 　豚肉 

油揚げ（大豆）
ねぎ 　人参 　椎茸　たけのこ

ぬちまーす　みりん　かつお節　

酒　醤油（小麦・大豆）

ポークブイヨン（豚肉）

牛乳

お米　こめ油

揚げ②

大豆

小麦

乳



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 揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

12日 牛乳

(木)

キムチチャーハン

青じそぎょうざ

もずくの中華スープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 24.5 g 脂質 19.4 g 炭水化物 90.9 g

13日 牛乳

(金) ごはん

肉じゃが

魚のあんかけ

アーモンド入り納豆みそ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 794 kcal たんぱく質 34 g 脂質 23.4 g 炭水化物 106.4 g

16日 牛乳

(月)
ボロボロジューシー

ヌンクーグァー

紅芋かりんとう

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal たんぱく質 22.5 g 脂質 18.5 g 炭水化物 51.7 g

17日 牛乳

(火) ごはん

チキンカレー

くがにたまごdeゆで卵

しそ味ひじき

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 746 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 22.3 g 炭水化物 102.5 g

18日 牛乳

(水) チキンピラフ

ごぼうサラダ

魚の香味焼き

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 28.4 g 炭水化物 86.5 g

19日 牛乳

(木) ごはん

具中

2年欠食 根菜の炒め煮

魚のゆずみそソースがけ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 759 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 22.8 g 炭水化物 100.3 g

芋の日

食育の

日
タルガヨ（予定）

三温糖 さば　甘口白みそ（大豆） ゆず みりん　酒

牛乳

お米

白ごま 　三温糖　アーモンド　

マヨネーズ

（卵・大豆・りんご）

ハム（豚肉・大豆） きゅうり 　ごぼう 　人参 醤油（小麦・大豆）

三温糖 さわら
ジェノバペースト（乳）

生姜　シークワサー果汁
ぬちまーす

ごま油 　こめ油 　三温糖
ちくわ 　鶏肉 

厚揚げ（大豆）

いんげん 　ごぼう 　こんにゃく 　

れんこん 　人参　たけのこ　

椎茸

ぬちまーす　みりん　かつお節

醤油（小麦・大豆）

牛乳

お米　こめ油 

マーガリン（乳・大豆）
鶏肉

ピーマン 　黄ピーマン　

玉葱 　人参

ぬちまーす　こしょう 　白ワイン

チキンブイヨン(鶏肉）

三温糖 　白ごま ひじき カリカリ梅
ゆかり粉 　醤油（小麦・大豆） 　

みりん　かつお節

くがにたまご

牛乳

お米

こめ油
ちきあげ（大豆） 　豚肉

厚揚げ（大豆）
からし菜 　人参 　大根 　椎茸

ぬちまーす　かつお節　豚骨

醤油（小麦・大豆） 

みりん　酒

紅芋 　三温糖 　水あめ 

大豆油 　黒糖

こめ油 　じゃがいも

マーガリン（乳・大豆）

小麦粉

鶏肉　大豆　

スキムミルク（乳）

かぼちゃ 　セロリ 　なす 

ピーマン 　りんご 　玉葱 

人参　にんにく

ぬちまーす　カレー粉　

チャツネ（りんご）　

カレールゥ

（小麦・鶏肉・牛肉・大豆）　

ウスターソース（大豆・りんご） 

デミグラスソース（小麦・鶏肉）

ケチャップ 　豚骨　赤ワイン 

チキンブイヨン（鶏肉）

牛乳

お米

マーガリン（乳・大豆）

豚肉　もずく（えび・かに）　

麦みそ（大豆）
山東菜 　人参 　椎茸 　冬瓜

ぬちまーす　かつお節　豚骨 

醤油（小麦・大豆）

アーモンド　こめ油 　三温糖
ツナ 　挽きわり納豆（大豆）

麦みそ（大豆）
ねぎ 　生姜 みりん

でん粉 　三温糖 さば しその葉 醤油（小麦・大豆）　みりん

牛乳

お米

ごま油 　でん粉
あさり　もずく（えび・かに） 　

絹ごし豆腐（大豆）

人参　えのき 　チンゲンサイ

ねぎ

ぬちまーす　豚骨 　かつお節　

酒　醤油（小麦・大豆）　

薄口醤油（小麦・大豆）

青じそぎょうざ（豚肉・大豆・鶏肉・乳・小麦・ごま）

こめ油 　じゃがいも 豚肉
こんにゃく 　にら 　玉葱 　人参 

　椎茸

ぬちまーす　酒　かつお節　

醤油（小麦・大豆）　みりん

薄口醤油（小麦・大豆）

ポークブイヨン（豚肉）

牛乳

お米　こめ油 

マーガリン（乳・大豆）
豚肉

コーン 　玉葱 　赤ピーマン　

にんにく 　人参 

白菜キムチ

（小麦・大豆・りんご・さば）

ぬちまーす　こしょう 　白ワイン 

薄口醤油（小麦・大豆）

ポークブイヨン（豚肉）　みりん

キムチの素

（りんご・いか・大豆）

揚げ③ 大豆 小麦 乳



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 揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

20日 牛乳

(金) 　　　　　　　　沖縄そば麺

　　　　　　　　アーサそば汁

おからイリチー

うむくじ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 645 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 20.4 g 炭水化物 84.8 g

24日 牛乳

(火)
秋の実りごはん

焼きししゃも

だんご汁

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 31.9 g 脂質 18.4 g 炭水化物 87.3 g

25日 牛乳

(水)

しっぽくうどん

千草焼き

白和え

ベビーチーズ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 23 g 炭水化物 47.9 g

26日 牛乳

(木) 黒糖パン

白菜とさつまいもの

クリーム煮

ビーンズサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 28.4 g 炭水化物 97 g

27日 牛乳

(金) ごはん

肉団子と野菜のうま煮

魚のチリソースがけ

拌五絲
バンウースー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 721 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 24 g 炭水化物 95.7 g

30日 牛乳

(月) コッペパン

ポトフ

パンプキンサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 25.7 g 炭水化物 81.7 g

具中

2年

欠食

和食の

日

カーブチー（予定）

こめ油 　じゃがいも 鶏肉　ベーコン（豚肉）
セロリ 　パセリ 　玉葱 

人参 　白菜

ぬちまーす　こしょう 　豚骨　

チキンブイヨン（鶏肉）

マヨネーズ

（卵・大豆・りんご）　三温糖
レッドキドニー

あお豆（大豆） 　かぼちゃ 

きゅうり
ぬちまーす　こしょう

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大豆）

はるさめ　ごま油 　三温糖 

白ごま

錦糸卵 

ハム（豚肉・大豆）

きくらげ　きゅうり 　もやし 

人参

ぬちまーす　酢（小麦）　

薄口醤油（小麦・大豆）

ごま油 　こめ油 　でん粉
ミートボール（鶏肉・豚肉・

大豆）　厚揚げ（大豆）

チンゲンサイ　もやし 　玉葱 

人参 　たけのこ 　椎茸 　白菜 

木くらげ

ぬちまーす　

醤油（小麦・大豆）　

ポークブイヨン（豚肉）　

オイスターソース （大豆）

ごま油 　でん粉 　三温糖 

小麦粉 　大豆油
ホキ 生姜 　長ねぎ　にんにく

ぬちまーす　酒

チリパウダー 

ケチャップ

牛乳

お米

オートー（予定）

こめ油 　さつまいも　小麦粉　

マーガリン（乳・大豆）

ベーコン（豚肉）

牛乳　生クリーム（乳）

しめじ 　パセリ 　玉葱 　人参 

マッシュルーム 　白菜

ぬちまーす　こしょう 　豚骨　

チキンブイヨン（鶏肉）

ごま油 　三温糖 　白ごま

ひよこ豆 　レッドキドニー 

白いんげん豆　

ハム（豚肉・大豆）

きゃべつ 　きゅうり 　コーン 

人参

ぬちまーす　りんご酢

薄口醤油（小麦・大豆）　

酢（小麦）

牛乳

黒糖パン（小麦・乳・大豆）

牛乳

うどん（小麦）　里芋
なると 　豚肉 

油揚げ（大豆）

ごぼう 　ねぎ 　人参 

大根 　長ねぎ

ぬちまーす　煮干しだし（さば） 

　醤油（小麦・大豆） 　みりん　

だし昆布　酒　かつお節　

薄口醤油（小麦・大豆）

ベビーチーズ（乳）

千草焼き（卵・乳・小麦・大

豆・鶏肉）

白ごま 　三温糖
ツナ 　豆腐（大豆）　

甘口白みそ（大豆）
こんにゃく 　ほうれん草 　人参 特濃酢（小麦）

白玉だんご なると 　鶏肉
チンゲンサイ　人参 

大根　椎茸

ぬちまーす　かつお節　みりん　

薄口醤油（小麦・大豆）　

だし昆布

牛乳

お米　もち米　 こめ油 

さつまいも　白ごま 　くり
鶏肉 　油揚げ（大豆）

ごぼう 　しめじ 　れんこん 

人参 　大根葉 　椎茸

ぬちまーす　みりん　かつお節　

酒　醤油（小麦・大豆）

こめ油
おから(大豆） 　ツナ 

ひじき 　豚肉

こんにゃく 　もやし 　人参 

大根葉 　木くらげ

ぬちまーす　　カレー粉 

こしょう　かつお節

薄口醤油（小麦・大豆）

うむくじ　こめ油

子持ちししゃも

牛乳

沖縄そば麺（小麦・大豆）

アーサ（えび・かに） 

かまぼこ(大豆） 　豚肉
ねぎ 　生姜 　椎茸

ぬちまーす　豚骨　かつお節

醤油（小麦・大豆） 　みりん　

薄口醤油（小麦・大豆）　酒

アーサ

そば

揚げ

④

大豆

小麦

乳


