
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。　　　　　
※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。

27 牛乳　マーボーラーメン　ミニ肉まん
なっとうサラダ

牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉
みそ　なっとう　肉まん具（豚肉）

人参 　もやし　にら　きくらげ
たけのこ　にんにく　赤うり
キャベツ

中華めん　肉まん皮（小麦粉）
三温糖　米油　マヨネーズ

（金）

切干大根　人参　こんにゃく
しいたけ　ねぎ　にがうり
パイン

752 36.5

（木）

28 牛乳　うっちんじゅーしぃ　さかなてんぷら
シカムドゥチ　くだもの

牛乳　豚肉　カステラかまぼこ
ひじき　ホキ　卵

米　大豆油　米油　小麦粉

807 28.3 26.3

617

811 29.8 17.4

27.6 18.9

805

852 34.2 26.3

630

755 30.2 22

26.7 20.5

785

840 33.1 30.7

608

865 35 15.2

27 13.6

736

脂
質

栄養価(上小学・下中学)

736

888 39.9 27

20.5640

19.128.6

牛乳　あげパン（はったいこ）　ミニチーズオムレツ
レンズまめスープ　おんやさいサラダ

牛乳　オムレツ（卵・チーズ）
きな粉　無添加ベーコン
レンズ豆

パン　大豆油　はったい粉
黒糖　アーモンド粉　三温糖
じゃがいも　ごまドレッシング

人参　セロリ　玉葱　キャベツ
パセリ　コーン　ブロッコリー
カリフラワー

25
（火）

牛乳　むぎごはん　シブイウブシー
さけのシークヮーサーソースかけ　フルーツ＆アロエ

牛乳　豚肉　豆腐　こんぶ
ツナ　鮭　みそ

米　麦　三温糖　でん粉　米油
冬瓜　人参　小松菜　りんご
ミックスフルーツ　シイクァサー果汁
アロエ　りんご100%ｼﾞｭｰｽ

24
（月）

２３（日）

慰霊
いれい

の日
ひ

牛乳　カンダバージューシー　 やきいも
スルルーのからあげ　ウサチ

牛乳　豚肉　みそ　きびなご
たこ

米　麦　小麦粉　でん粉
大豆油三温糖　さつまいも

カンダバー　キャベツ　人参
しいたけ　にんにく　赤うり
きゅうり

21
（金）

牛乳　むぎごはん　キムチにくじゃが
はるさめサラダ　ピーナッツみそ

牛乳　豚肉　卵　チリメン　みそ
米　麦　じゃがいも　三温糖
春雨　ごま油　ピーナッツ
ごま　米油

いんげん　玉葱　しいたけ
人参　糸こんにゃく　きゅうり
長ねぎ　もやし　きくらげ

20
（木）

食育の日
牛乳　チーズポテトライス　さかなのおうごんやき
トマトとたまごのスープ　くだもの

牛乳　ホキ　卵　チーズ
米　じゃがいも　米油　パン粉
でん粉

人参　コーン　玉葱　青豆
トマト　えのき茸　ほうれん草
ねぎ　オレンジ

19
（水）

牛乳　ごはん　ちぐさやき　やさいいため
へちまのみそしる　パッションフルーツゼリー

牛乳　無添加ポーク　豚肉
豆腐　卵　鶏肉　チーズ　みそ

米　米油　大豆油　なたね油
でん粉　砂糖　ゼリー

キャベツ　人参　玉葱　ピーマン
ねぎ　もやし　ほうれん草　しいたけ
へちま　パッションフルーツ

18
（火）

牛乳　コッペパン　さかなののガーリックやき
クラムチャウダー　ビーンズサラダ

牛乳　さわら　あさり　白花豆
大福豆　ミックスビーンズ
無添加ハム　生クリーム

パン　じゃがいも　米油
マーガリン　小麦粉　三温糖
マヨネーズ

にんにく　玉葱　人参　エリンギ
セロリ　きゅうり　キャベツ
コーン

17
（月）

牛乳　クファジューシー　　イナムドゥチ
あげどうふのやさいあんかけ　くだもの

牛乳　豚肉　こんぶ　あつあげ
カステラかまぼこ　みそ

米　大豆油　でん粉　三温糖
米油

ごぼう　人参　ねぎ　しょうが
にら　こんにゃく　しいたけ
玉葱　オレンジ

14
（金）

牛乳　むぎごはん　さばのしおやき
にがうりのたまごとじ　みそ汁 　ヨーグルト

牛乳　さば　無添加ポーク
油揚げ　わかめ　卵　みそ
ヨーグルト

米　麦　米油　じゃがいも
にがうり　人参　玉葱　にら
しめじ　ねぎ

13
（木）

牛乳　なかよしパン　ぶたにくとまめのにこみ
アスパラとアーモンドのサラダ　くだもの

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

玉葱　ピーマン　人参　エリンギ
トマト　にんにく　アスパラガス
キャベツ　バナナ

12
（水）

牛乳　あわごはん　さかなじる　やさいてんぷら
せんぎりいりちー

牛乳　赤魚　豆腐　みそ
チリメン　卵　こんぶ　豚肉
ちきあぎ

米　あわ　小麦粉　大豆油
三温糖

冬瓜　ねぎ　人参　かぼちゃ
ごぼう　いんげん　切干大根
こんにゃく　玉葱

11
（火）

人参　いんげん　こんにゃく
ごぼう　チンゲン菜　玉葱
にら　えのき茸　びわ

7
（金）

牛乳　ごはん　はっぽうさい　むしとうもろこし
おぐらしらたま

牛乳　豚肉　うずら卵　エビ
イカ　あずき

米　ごま油　でん粉　白玉団子
米油　黒糖　三温糖

チンゲン菜　白菜　人参　たけのこ
きくらげ　しいたけ　しょうが
ヤングコーン　とうもろこし

10
（月）

人参　しいたけ　ねぎ　しめじ
黄桃

牛乳　むぎごはん　キーマカレー
ゆでたまご　もやしピクルス

牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉
鶏レバー　ヨーグルト　卵

米　麦　小麦粉　マーガリン
米油　三温糖

人参　玉葱　かぼちゃ　ピーマン
トマト　ほうれん草　にんにく
セロリ　べったら漬　もやし　ピクルス

5
（水）

6
（木）

（月）

与那城小
6年生

牛乳　ふかがわめし　やきししゃも
とうにゅうみそしる　くだもの

牛乳　あさり　こんぶ　ししゃも
豚肉　油揚げ　みそ　豆乳

米　ごま　米油　じゃがいも

虫歯
予防デー

牛乳　コッペパン　マーマレードチキン
かぼちゃスープ　かいそうサラダ

牛乳　鶏肉　豚肉　生クリーム
海藻　ツナ

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日

（曜日）
献
こ ん

立
だ て

名
め い

 平成25年 　6月給食予定献立表 　　　　　　うるま市立与那城学校給食センター

熱
量

タ

ン

パ

ク

質

とうがん　人参　こんにゃく
いんげん　小松菜　にがうり

4

（水）

パン　ママレード　米油
じゃがいも　小麦粉　マーガリン
オリーブオイル　三温糖

かぼちゃ　玉葱　セロリ　パセリ
キャベツ　きゅうり　レモン

3

牛乳　ごはん　ソーキのにつけ　ゴーヤーつくだに
かみかみかわはぎ （よくかんでたべましょう！）

牛乳　ソーキ　こんぶ　あつあげ
かわはぎ　卵　チリメン
糸けずり

米　三温糖　小麦粉　大豆油
黒糖　ごま（火）

26 牛乳　ごはん　なかみいりちー　アーサ入りゆしどうふ
ゴーヤーとパインのあまずづけ　ナッツとこざかな

牛乳　中身　豚肉　ゆし豆腐
みそ　あおさ　かたくちいわし

米　米油　砂糖　アーモンド
ごま　かぼちゃのたね

彩橋中
牛乳　むぎごはん　さけのしおこうじやき
きんぴらごぼう　くずきりのすましじる　くだもの

牛乳　鮭　豚肉　鶏肉
米　麦　三温糖　ごま　ごま油
米油　くずきり

22.533.8

611

24.7 17.4612

28.8

774 30.6 20.5

672 27.2 25.7

33.1 15.4

646 26.8 13.1

26.4 18.3631

844 34.5 22.7

642 26.8 21.1

33.2 24.7

625 25.4 20.7

28.7 24.1616

773 35.9 30

635 22.8 22.2

34.6 23.6

646 23.8 14.7

23.1 12.4588

668 28.9 14.1

611 29.4 13.9

15.8

658 23.6 29.4

792 29.1 34.1

609 23.7 19.2

752 29.3 22.6

643 26.9 18.6

725 31.2 22

◎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。

617 26 15.2

836 33.6 17.8

うこん粉　人参　玉葱　ねぎ
こんにゃく　しいたけ　冬瓜
バナナ


