
.

81～106g

104～135g

14～22g

18～28g1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 炭水化物

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 炭水化物

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り、二枚貝は共存してい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

12月✿予定献立表✿令和2年
うるま市立与那城学校給食センター

TEL   ９７８－３５２８

FAX  ９７８－３５２９

12月は「師走」です。1年の終わりを迎えて、文字通り「先生も走り回る」ような慌ただしい時期

ですが、空気が乾燥し、寒さも増してかぜや新型コロナウイルス・インフルエンザの流行、ノロウイ

ルスによる食中毒なども多く起こります。食事の前の手洗いをしっかりし、朝・昼・夕の3食を規則正

しく、栄養のバランスを考えてとり、みんな元気に新しい年を迎えましょう。

新型コロナウイルスやかぜ、インフルエンザ、ノロウイルスの予防には手洗いがと
ても有効です。とくに食事の前は、せっけんでしっかり手を洗う習慣をつけましょ
う。



牛乳

ゆかりごはん

1 うじら豆腐

(火) 味噌汁

もやしの胡麻和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal たんぱく質 20 g 脂質 17.2 g 炭水化物 73.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 697 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 22.3 g 炭水化物 95.6 g
牛乳

コッペパン

2
かぼちゃの                
    クリームシチュー

(水) ブロッコリーソテー

はちみつ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal たんぱく質 21.9 g 脂質 21 g 炭水化物 71.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 25.3 g 炭水化物 95.9 g
牛乳

ごはん

3 魚汁

(木) 千草焼き

金平ごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 16.6 g 炭水化物 67.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 725 kcal たんぱく質 32.9 g 脂質 21 g 炭水化物 97.2 g
牛乳

中華風炊き込みごはん

4 イカたっぷり小判

(金) 中華スープ

果物
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal たんぱく質 19 g 脂質 13 g 炭水化物 76.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 14.6 g 炭水化物 94.5 g
牛乳

ごはん

7 納豆

(月) キムチ肉じゃが

おかか和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 12.1 g 炭水化物 80.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 675 kcal たんぱく質 27.1 g 脂質 13 g 炭水化物 109.1 g
牛乳

メキシカンライス

8 かぼちゃ挽肉フライ

(火) 野菜とあさりのスープ

果物
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 764 kcal たんぱく質 20.3 g 脂質 22.7 g 炭水化物 122.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 935 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 28 g 炭水化物 147.8 g
牛乳

味噌ラーメン

9 ジャンボぎょうざ

(水) バンバンジーサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal たんぱく質 25.2 g 脂質 17.6 g 炭水化物 68.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 20.6 g 炭水化物 82.8 g

彩
橋
小 
1 
2 
3 
4 
年
欠
食

　　　　　　　　　　かぼちゃ挽肉フライ（小麦・大豆・豚肉）　　大豆油（大豆） 1回目　
大豆

ごま油（ごま・大豆）　
三温糖,練りごま

鶏ささみ
きゅうり,コーン,パパイア  
人参

ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)　　　
酢(小麦)

牛乳

ラーメン(小麦),こめ油　
ごま油（ごま・大豆）

なると（大豆）,豚肉　
赤みそ(大豆) 白みそ
(大豆)

もやし,人参,生姜,竹の子    
長ねぎ,椎茸

かつお節,ぬちまーす,みりん,酒　　　
ポークブイヨン(豚)　　　　　　　
醤油(大豆,小麦),おろしにんにく

ジャンボぎょうざ（豚肉・鶏肉・小麦・大豆・ごま・乳）

りんご予定

じゃがいも
アーサ[エビ・カニ]　　
あさり[エビ・カニ]　
ベーコン（豚肉）

えのき,キャベツ,玉葱,人参
こしょう,チキンブイヨン（鶏肉）　
ぬちまーす,白ワイン,　　　　　　
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

こめ油,米 牛ひき肉,豚ひき肉
コーン,トマトダイス缶　　
ピーマン,玉葱,人参

チキンブイヨン(鶏肉),ぬちまーす,         
ローリエ,白ワイン,パプリカパウダー　　
おろしにんにく,チリパウダー,こしょう

三温糖
しらす[エビ・カニ・イカ]　
糸けずり

キャベツ,もやし,小松菜
ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)           
酢（小麦）

納豆（大豆）　　　　
タレ（大豆・小麦）

こめ油,じゃがいも,三温
糖

豚肉
いんげん,玉葱,人参,生姜　　
糸こんにゃく,長ねぎ

かつお節,　ぬちまーす,みりん,　　
キムチ味（りんご・大豆）酒　　　
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

米

みかん予定

イカたっぷり小判　　　
　（いか・大豆）

ごま油（ごま・大豆）　
でん粉,はるさめ

コーン,椎茸,チンゲン菜,　
人参,白菜

かつお節,チキンブイヨン（鶏肉）　
ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)　　　  
薄口醤油（大豆・小麦）,こしょう

牛乳

もち米,米.,こめ油,　　　
ごま油（ごま・大豆）

豚肉,油揚げ（大豆）
あお豆(大豆),人参,竹の子,
椎茸

ぬちまーす,ポークブイヨン(豚肉)　
酒,醤油(大豆,小麦)

ごま油（ごま・大豆）　
ごま.こめ油,三温糖

豚肉 ごぼう,こんにゃく,人参 みりん,醤油(大豆,小麦)

赤魚,沖縄豆腐（大豆）　 　
赤みそ(大豆),麦みそ(大豆)

小松菜,冬瓜 かつお節

千草焼（小麦・卵・
乳・大豆・鶏肉）

牛乳

米

はちみつ

こめ油,じゃがいも　　　
マーガリン(乳・大豆)　
小麦粉

鶏肉,生クリーム（乳）　
加工乳.白いんげん豆　　
白いんげん豆ペースト

ブロッコリー,かぼちゃ　　
玉葱,人参

こしょう,チキンブイヨン（鶏肉）　
ぬちまーす

こめ油 ベーコン（豚肉）
キャベツ,にんにく,人参　　
ブロッコリー,玉葱

こしょう,ぬちまーす　　　　　　
醤油(大豆,小麦)

牛乳

コッペパン　　　　　
（乳・小麦・大豆）

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

すりごま,三温糖　　　　
練りごま

キャベツ,もやし,小松菜
薄口醤油（大豆・小麦）　　　　　
酢（小麦）

でん粉,三温糖,大豆油
すりみ(大豆),卵　　　　
沖縄豆腐（大豆）　　　
白みそ（大豆）

きくらげ,グリンピース      
にら

ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)

じゃがいも
わかめ,油揚げ(大豆)    　
赤みそ(大豆),白みそ(大豆)

えのき,人参,長ねぎ,白菜 かつお節,ぬちまーす

米 ゆかり粉

揚げ油

3回目　
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

牛乳

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

揚げ油日 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
炭水化物・脂質

牛乳

なかよしパン

10 牛肉と豆のシチュー

(木) カラフルサラダ

果物
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 747 kcal たんぱく質 25 g 脂質 20.1 g 炭水化物 118.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 867 kcal たんぱく質 30.5 g 脂質 23.2 g 炭水化物 136.3 g
牛乳

ごはん

11 山芋入り豆腐ハンバーグ

(金) なめこのみそ汁

筑前煮

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal たんぱく質 17 g 脂質 10.9 g 炭水化物 64.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal たんぱく質 19.8 g 脂質 12 g 炭水化物 83.5 g
牛乳

五穀ごはん

14 ちくわ味噌マヨ焼き

(月) のっぺい汁

もやしの炒め物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 14.2 g 炭水化物 74 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく質 29 g 脂質 16.3 g 炭水化物 101.5 g
牛乳

パパイヤの炊き込みごはん

15 いわしの梅の香揚げ

(火) イナムドゥチ

果物
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 18.5 g 炭水化物 78 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 21.4 g 炭水化物 92.3 g
牛乳

麦ごはん

16 麻婆豆腐

(水) 中華和え

果物
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 18.1 g 炭水化物 82.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 724 kcal たんぱく質 27 g 脂質 21.2 g 炭水化物 103.6 g
牛乳

パーカーハウスパン

17 🎄ハンバーグ

(木) マッシュポテト

ベジタブルスープ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 20.7 g 炭水化物 76.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 725 kcal たんぱく質 30 g 脂質 25.3 g 炭水化物 92.5 g
牛乳

ごはん

18 親子丼の具

(金) パパっと和え

小倉白玉
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal たんぱく質 27 g 脂質 15.4 g 炭水化物 93.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 793 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 17.6 g 炭水化物 122.3 g

2回目　
大豆　
小麦　
豚肉

黒糖,三温糖,白玉もち 小豆 ぬちまーす

こめ油でん粉,三温糖 鶏肉,卵 ほうれん草,玉葱,人参,椎茸
かつお節,みりん,おろしにんにく　　
薄口醤油(大豆・小麦),ぬちまーす

三温糖,青じそドレッシ
ング(小麦・大豆)

ツナ
キャベツ,きゅうり,コーン　
はんだま

醤油(大豆,小麦),酢（小麦）

牛乳

米

ウインナー（豚肉）
セロリー,トマト,パセリ　　
ほうれん草,玉葱,人参　　　
冬瓜,白菜

こしょう,チキンブイヨン（鶏肉）　
ぬちまーす,薄口醤油(大豆・小麦)

三温糖
ハンバーグ　　　　　　　
　(大豆・鶏肉・豚肉）

ウスターソース,ケチャップ　　　　
こしょう,赤ワイン

こめ油,じゃがいも チーズ（乳）,加工乳 玉葱 こしょう,ぬちまーす

牛乳

パッカーハウスパン　　
　（小麦・乳・大豆）

みかん予定

ごま油（ごま・大豆）　
こめ油,でん粉

沖縄豆腐(大豆),豚ひき肉,　　　
赤だし(大豆・さば・鶏肉)

きくらげ,にら,玉葱,人参　　
竹の子

ぬちまーす,ポークブイヨン(豚),豆板醤,　
おろし生姜,甜麺醤(大豆・小麦),おろし
にんにく

ごま,はるさめ,三温糖　　
ごま油（ごま・大豆）

わかめ,無添加ハム(豚肉・
大豆・鶏肉）

きゅうり,人参,大根
ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)　　　
酢(小麦)

牛乳

麦,米

みかん予定

大豆油
小いわし梅の香揚げ　　
(小麦)

かまぼこ,豚肉　　　　
甘口白みそ（大豆）

こんにゃく,大根,椎茸 かつお節,ポークブイヨン（豚肉）

牛乳

こめ油,麦,米 豚肉,油揚げ（大豆）
あお豆(大豆),パパイア　　　
人参,椎茸

かつお節,ぬちまーす　　　　　　　
薄口醤油（大豆・小麦）

こめ油 ツナ,厚揚げ（大豆）
キャベツ,もやし,小松菜　　
人参

ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)

マヨネーズ（大豆） 竹輪,白みそ（大豆） ねぎ みりん

ちんぬく 鶏肉,油揚げ（大豆）
ごぼう,こんにゃく,人参　
生姜大根,長ねぎ,椎茸

かつお節,ぬちまーす,みりん,酒　　　
醤油(大豆,小麦)

牛乳

五穀米,米

こめ油,三温糖 鶏肉
いんげん,ごぼう,竹の子　　
こんにゃく人参,生姜,大根

かつお節,ぬちまーす,みりん,酒,　　
醤油(大豆,小麦)

絹ごし豆腐（大豆）　　　
赤みそ(大豆),白みそ(大豆)

なめこ,小松菜,冬瓜 かつお節

牛乳

米

山芋入り豆腐ハンバーグ（やまいも・大豆・鶏肉）

牛乳

なかよしﾊﾟﾝ　　　　　　
（小麦・乳・大豆）

りんご予定

こめ油,じゃがいも　　
小麦粉

牛肉,白いんげん豆,　　
白いんげん豆ペースト　
金時豆

セロリー,しめじ,玉葱,人参

チキンブイヨン(鶏肉),ぬちまーす,        
デミグラスソース(小麦・鶏肉),赤ワイン 
ハヤシルウ（小麦・大豆・牛肉） 　　　
おろしにんにく

オリーブ油,三温糖 ツナ
キャベツ,きゅうり,コーン　
人参,赤ピーマン

シークヮーサー果汁,ぬちまーす　　
醤油(大豆,小麦),酢（小麦）



たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質

揚げ油日 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
炭水化物・脂質

牛乳

冬至ジューシー

21 魚の胡麻醤油かけ

(月) 豆乳味噌汁

果物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 20 g 炭水化物 78.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 33.6 g 脂質 23.4 g 炭水化物 94.3 g
牛乳

ごはん

22 冬野菜カレー（乳なし）

(火) ゆでたまご

温野菜サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 27.2 g 炭水化物 81.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 858 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 32.6 g 炭水化物 105 g

牛乳

ごはん

23 県産和牛のすき焼き

(水)
ごぼうナッツサラダ　　
（マヨ）

果物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 697 kcal たんぱく質 23 g 脂質 32.2 g 炭水化物 76 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 881 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 37.9 g 炭水化物 103.1 g
牛乳

ごはん

24 回鍋肉

(木) 枝豆焼売

サンラータン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal たんぱく質 19.7 g 脂質 15.2 g 炭水化物 70.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 644 kcal たんぱく質 24 g 脂質 16.8 g 炭水化物 96.8 g
牛乳

スパゲティーボンゴレ

25 鶏肉のハニーマスタード焼き

(金) れんこんのツナサラダ

サンタさんの三色ゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 26.5 g 炭水化物 53.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 655 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 30.5 g 炭水化物 63.8 g

きくらげ,キャベツ,人参　
ピーマン,小松菜,生姜,　　　
竹の子

オイスターソース,おろしにんにく　
酒,ぬちまーす,醤油(大豆,小麦)　　
甜麺醤(大豆・小麦)

牛乳

米

みかん予定

ごま油（ごま・大豆）,
でん粉

卵,わかめ,　　　　　　
絹ごし豆腐（大豆）

もやし,人参,長ねぎ,椎茸
かつお節,こしょう,醤油(大豆,小麦)　
ぬちまーす,チキンブイヨン(鶏肉)　
酢（小麦）,豆板醤

こめ油,でん粉,三温糖 赤みそ（大豆）,豚肉

サンタさんの三色ゼリー（大豆）

えだ豆シューマイ(豚肉・小麦・大豆)

はちみつ 鶏肉
ぬちまーす,マスタード,酒　　　　　
醤油(大豆,小麦)

オリーブ油 ツナ
きゅうり,れんこん　　　
玉葱,人参

こしょう,ぬちまーす,酢（小麦）

牛乳

スパゲティ（小麦）　　
オリーブ油

あさり[エビ・カニ]　　
ベーコン（豚肉）

えのき,パセリ,ピーマン,　　
マッシュルーム,玉葱,人参

こしょう,ぬちまーす,白ワイン　　　
おろしにんにく

こめ油,三温糖
県産和牛　　　　　　
沖縄豆腐（大豆）

ほうれん草,糸こんにゃく　
人参,長ねぎ,椎茸,白菜

かつお節,ぬちまーす,みりん,酒　　　
醤油(大豆,小麦)

アーモンド,三温糖　　　　　
練りごま,マヨネーズ(大豆)

ツナ きゅうり,ごぼう,人参 ぬちまーす

牛乳

米

 マヨネーズ（大豆）     
三温糖

カリフラワー,キャベツ     
コーン,ブロッコリー

マスタード　　　　　　　　　　
薄口醤油（大豆・小麦）

こめ油,じゃがいも　　
小麦粉

鶏肉
かぼちゃ,セロリー,人参　
ピーマン,ほうれん草　　　
玉葱,大根,にんにく

ウスターソース,カレールウ(小麦)   
カレー粉,おろし生姜,ぬちまーす　　
ポークブイヨン(豚)チャツネ(りんご)

卵

牛乳

米

みかん予定

でん粉,三温糖,白ごま さば みりん,酒,醤油(大豆,小麦)

じゃがいも
赤みそ(大豆),豆乳(大豆),   
白みそ(大豆),油揚げ(大豆)

こんにゃく,小松菜,人参　　
大根

かつお節,ぬちまーす

牛乳

米,麦,ちんぬく ちきあげ,豚肉 ねぎ,人参,椎茸
かつお節,ぬちまーす,酒　　　　　
醤油(大豆,小麦)

冬至（トゥンジー） 12月21日

冬至は二十四節気の一つで、一年で最も昼間が短く夜

が長い日です。冬至のことを方言で「トゥンジー」と

いい、その頃から「トゥンジービーサ」といって寒さ

が一段と厳しくなります。

その日、沖縄の家庭では、お米に豚肉や人参、里芋

（チンヌク）や田芋などが入ったトゥンジージュー

シーを作ります。トゥンジージューシーは里芋や田芋

を使うことが特徴です。これを先祖に供え、家族の健

康と繁栄を祈り、みんなでいただきます。冬が来たこ

とをつげるトゥンジージューシーを食べると、年齢が

一つ増えるということから、冬至正月ともいいます。

うちなー行事

冬休みも規則正

しい生活を心が

け、楽しくすご

しましょう。

３学期の給食は

１月６日（金）

からです！


