
牛乳

ごはん

1日 いわしの生姜煮

(火) じゃがいもとにんにくの芽炒め

アーサのみそ汁

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal たんぱく質 25.0 g 脂質 18.4 g 炭水化物 86.0 g

牛乳

2日
豆入りひじきご飯

(水) 厚揚げのきのこあんかけ

れんこんのごま和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 20.8 g 炭水化物 67.6 g

豚肉 こめ油　じゃがいも
コーン　にんにくの芽　玉
ねぎ　人参

醤油（小麦・大豆）　みり
ん　こしょう　ぬちまーす

厚揚げ（大豆） でん粉　三温糖
えのき茸　しめじ　玉ねぎ
人参　ねぎ

醤油（小麦・大豆）　みり
ん　ぬちまーす　花かつお

アーサ（えび・かに）　み
そ（大豆）　豆腐（大豆）

冬瓜　人参　ねぎ 花かつお

いわし生姜煮（小麦・大
豆）

緑の食品
その他調味料など

１食当たりの栄養価  基準値

日

精白米

牛乳

揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類

92.4 gエネルギー 　650 Kal たんぱく質 炭水化物26.8 g 脂質 19.4 g

献立名
赤の食品 黄の食品

牛乳

ひじき　大豆　豚肉　白か
まぼこ（大豆）　油揚げ
（大豆）

精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

あお豆（大豆）　人参　椎
茸

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　花かつお

鶏ささみチャンク（鶏） ごま　三温糖　練りごま
れんこん　キャベツ　きゅ
うり　コーン　赤ピーマン

醤油（小麦・大豆）　酢
（小麦）　シママース

・～・～・～・～・～・～・～・ アレルギー表示について ・～・～・～・～・～・～・～・
★詳細献立では、食品名の（ ）内にアレルギー源を記入しています。

アレルギーは、表示義務食品・推奨食品 あわせて ２７ 品目を表示しています。

※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ギー表示をしています。

※鶏がらには、微量に卵が含まれているため、卵のアレルギー表示をしています。

★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。

うるま市立学校給食センター 第二調理場 TEL：973-1112 FAX：973-1303

★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 卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨
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

令和元年
今月の目標

～規則正しい

食生活をしよう～

みなさんの体の中には、いくつくらいの骨があると思いますか？人によって多少違

いますが、約206個だそうです。骨は私たちの体を支えてくれるほか、血液を作

る工場の役目も果たし、体にとって大切なカルシウムを蓄える貯蔵庫にもなってい

ます。



緑の食品
その他調味料など日 揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
献立名

赤の食品 黄の食品

牛乳

3日
あげぱん 揚①大豆

(木) 洋風炒り豆腐

ラビオリスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 681 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 26.9 g 炭水化物 74.0 g

牛乳

4日 五穀ごはん

(金) さばのぬちまーす焼き

千切りイリチー

イナムドゥチ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 649 kcal たんぱく質 27.0 g 脂質 21.0 g 炭水化物 85.0 g

牛乳

麦ごはん

7日 ソーキと大根の煮物

(月) 焼きししゃも

納豆みそ

焼き海苔

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 16.3 g 炭水化物 86.1 g

牛乳

8日

スパゲティナポリタン

(火) 鶏肉の香味焼き

ごぼうとナッツのサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 25.7 g 炭水化物 41.3 g

牛乳

わかめごはん

9日 千草卵焼き

(水) じゃがいもとかぼちゃのそぼろ煮

なめこのみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 16.6 g 炭水化物 89.5 g

牛乳

紅芋パン

10日 魚のマスタード焼き

(木) ブロッコリーサラダ

チキンヌードルスープ

ブルーベリーゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 728 kcal たんぱく質 32.5 g 脂質 27.0 g 炭水化物 85.8 g

目

の

愛

護

デ

ー

献

立

鶏肉　大豆
スパゲッティ（小麦）
じゃがいも　こめ油

玉ねぎ　人参　セロリー

醤油（小麦・大豆）　チキ
ンブイヨン（鶏）　こしょ
う　ぬちまーす　ワイン
鶏がら（鶏・卵）　ローリ
エ

ブルーベリーゼリー（りん
ご）

ホキ
エッグケアマヨネーズ（大
豆・りんご）

コーン　玉ねぎ　パセリ
マスタード　シママース
こしょう

ツナフレーク
ブロッコリー　大根　きゅ
うり　人参　コーン

コーンクリーミードレッシ
ング　フレンチクリーミー
ドレッシング　シママース

牛乳

紅芋パン（小麦・乳・大
豆）

豆腐（大豆）　みそ（大
豆）

なめこ　冬瓜　白菜　人参
ほうれん草

花かつお

なし（予定）

豚肉　そぼろ大豆
じゃがいも　でん粉　三温
糖　こめ油

かぼちゃ　あお豆（大豆）
玉ねぎ　生姜

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお

牛乳

炊き込みわかめ 精白米

鶏肉 三温糖 にんにく
醤油（小麦・大豆）　みり
ん　酒

ツナフレーク
アーモンド　三温糖　エッ
グケアマヨネーズ（大豆・
りんご）

ごぼう　人参　きゅうり
コーン

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）

千草卵焼き（卵・乳・小
麦・大豆・鶏）

牛乳

無添加ウインナー（豚）
スパゲティ（小麦）　三温
糖　こめ油

玉ねぎ　人参　トマト　に
んにく　ピーマン　マッ
シュルーム

ウスターソース　ケチャッ
プ　トマトソース（大豆）
トマトピューレ　ぬちまー
す　ポークブイヨン（鶏・
豚）　ワイン

豚肉　ひきわり納豆（大
豆）　みそ（大豆）　糸け
ずり

こめ油　三温糖 ねぎ　生姜 みりん　酒

手巻きのり

豚ソーキ　かまぼこ
厚揚げ（大豆）　昆布

こめ油　三温糖
大根　人参　小松菜　椎茸
こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

子もちししゃも

牛乳

精白米　無圧ペン麦

青切りみかん（予定）

さば ぬちまーす

豚肉　昆布　ちきあぎ（大
豆）

こめ油　三温糖
切干大根　人参　生姜　こ
んにゃく

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　ポークブ
イヨン（鶏・豚）

牛乳

大豆
精白米　大麦　玄米　ごま
キヌア

豚肉　黄かまぼこ（大豆）
みそ（大豆）

大根　椎茸　ねぎ　こん
にゃく

ポークブイヨン（鶏・豚）
花かつお

醤油（小麦・大豆）　チキ
ンブイヨン（鶏）　ぬち
まーす　鶏がら（鶏・卵）
こしょう　ローリエ

牛乳

きな粉（大豆）　脱脂粉乳

コッペパン（小麦・乳・大
豆）　アーモンド　三温糖
粉末黒糖　サラダ油（大
豆）

こめ油
キャベツ　グリンピース
しめじ　セロリー　玉ねぎ
人参

カ

ジ

マ

ヤ

ー

献

立

豚肉　卵　豆腐（大豆）
そぼろ大豆

こめ油
玉ねぎ　人参　あお豆（大
豆）　コーン　赤ピーマン
にんにく　生姜

醤油（小麦・大豆）　酒
カレー粉　ぬちまーす

ラビオリ（小麦・鶏・豚・
大豆）　鶏肉



緑の食品
その他調味料など日 揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
献立名

赤の食品 黄の食品

牛乳

ごはん

11日 お豆腐しゅうまい

(金) ごぼうのチンジャオロース

中華五目スープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal たんぱく質 19.7 g 脂質 14.9 g 炭水化物 81.3 g

牛乳

麦ごはん

15日 ビーフカレー

(火) 枝豆

ナタデココフルーツ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 655 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 15.9 g 炭水化物 102.0 g

牛乳

16日
２色芋ごはん

(水) ホキフライ
揚②小麦
　乳　大豆

海藻サラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 17.3 g 炭水化物 74.5 g

牛乳

17日

(木)

タマナーチャンプルー

田芋パイ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 24.5 g 脂質 17.9 g 炭水化物 74.4 g

牛乳

ごはん

18日 豚肉とごぼうのすき煮

(金) 大豆とカエリの蜜がらめ
揚③小麦
　乳　大豆

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 632 kcal たんぱく質 24.4 g 脂質 19.8 g 炭水化物 88.0 g

牛乳

ごはん

21日 魚の梅みそ焼き

(月) デークニーイリチー

鶏と冬瓜の汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 31.8 g 脂質 11.4 g 炭水化物 79.6 g

牛乳

バーガーパン

23日 ハンバーグのトマトソースかけ

(水) フレンチサラダ

豆と穀物のミネストローネ

スライスチーズ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 681 kcal たんぱく質 31.0 g 脂質 27.4 g 炭水化物 75.7 g

無塩せきベーコン（豚・大
豆）　えんどう　ガルバン
ゾー　レンズまめ　大豆　あ
ずき　白花豆　白いんげん豆

押麦　もち麦　玄米　赤米
たかきび　じゃがいも　こ
め油

かぼちゃ　セロリー　トマ
ト　パセリ　玉ねぎ　人参

ケチャップ　こしょう　トマト
ソース（大豆）　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）　鶏
がら（鶏・卵）　ローリエ

スライスチーズ（乳）

国産ミートハンバーグ（小
麦・豚・鶏・大豆）

三温糖 玉ねぎ　にんにく
ウスターソース　ケチャッ
プ　トマトソース（大豆）
トマトピューレ

キャベツ　きゅうり　アス
パラ　人参　大根

フレンチクリーミードレッ
シング　シママース

牛乳

バーガーパン（小麦・乳・
大豆）

鶏肉　豆腐（大豆）
冬瓜　人参　えのき　小松
菜　生姜

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　花かつお

ぶどう（予定）

まぐろ　みそ（大豆） 三温糖 梅肉（大豆・りんご） みりん　酒

豚肉　昆布
白かまぼこ（大豆）

こめ油　三温糖
大根　いんげん　人参　こ
んにゃく

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　みりん

牛乳

精白米

かき（予定）

田芋パイ（乳・小麦・大
豆）

豚肉　厚揚げ（大豆） こめ油　三温糖
ごぼう　こんにゃく　小松菜
人参　長ねぎ　椎茸　白菜

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

カエリ（えび・かに）　大
豆

アーモンド　ごま　でん粉
三温糖　水あめ　粉末黒糖
サラダ油（大豆）

醤油（小麦・大豆）　みり
ん

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　丸大かまぼこ（大
豆）

ねぎ　生姜　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒　ぬ
ちまーす　ポークブイヨン
（鶏・豚）　みりん　花かつ
お

ツナフレーク　厚揚げ（大
豆）

こめ油
キャベツ　もやし　小松菜
人参

醤油（小麦・大豆）　こ
しょう　ぬちまーす

ホキ
小麦粉　パン粉（小麦）
サラダ油（大豆）

シママース　こしょう

わかめ　海藻サラダ　鶏さ
さみチャンク（鶏）

ごま　三温糖
大根　きゅうり　もやし
人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

牛乳

鶏肉　油揚げ（大豆）
精白米　さつまいも　紅芋
サラダ油（大豆）

小松菜　人参　椎茸
醤油（小麦・大豆）　酒　チキ
ンブイヨン（鶏）　ぬちまーす
みりん　花かつお

パイン　みかん　黄桃　ナタ
デココ　シークヮーサー果汁

牛肉　豚レバー　そぼろ大
豆　脱脂粉乳　白花豆　白
いんげん豆

じゃがいも　小麦粉　マー
ガリン（豚・大豆・乳）
こめ油

人参　玉ねぎ　かぼちゃ
にんにく　ピーマン　生姜

カレールウ（小麦・大豆・
豚・鶏・牛）　ウスターソー
ス　カレー粉　チャツネ（り
んご）　ぬちまーす　デミグ
ラスソース（小麦・鶏）
ポークブイヨン（鶏・豚）

枝豆（大豆） シママース

牛乳

精白米　無圧ペン麦

卵 春雨
コーン　小松菜　人参　椎
茸

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　花かつお　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）

お豆腐しゅうまい（小麦・
大豆）

豚肉
ごま　ごま油　こめ油　で
ん粉

ごぼう　たけのこ　にんに
く　ピーマン　人参　赤
ピーマン　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　酒
オイスターソース　こしょ
う　ぬちまーす

牛乳

精白米

沖

縄

そ

ば

の

日

沖縄そば

沖縄そば（小麦・大豆）



緑の食品
その他調味料など日 揚げ油体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
献立名

赤の食品 黄の食品

牛乳

ごはん

鰆の塩こうじ焼き

24日 きんぴらごぼう

(木)
大根のみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 16.5 g 炭水化物 82.8 g

牛乳

25日

中華ピラフ

(金) きびなごのチリソースかけ
揚④小麦　乳
　　大豆

かみかみサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 21.4 g 炭水化物 69.0 g

牛乳

28日

(月) 彩り野菜とキャベツのミンチカツ 揚①大豆

ごまじゃこサラダ

フルーツ杏仁風プリン

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 616 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 20.6 g 炭水化物 80.3 g

牛乳

ごはん

29日 五目厚焼き玉子

(火) 野菜と麩炒め

豚汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 24.5 g 脂質 13.7 g 炭水化物 83.9 g

牛乳

胚芽パン

30日 魚のアーモンド焼き

(水) コーンサラダ

パンプキンシチュー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 710 kcal たんぱく質 31.7 g 脂質 27.1 g 炭水化物 81.6 g

牛乳

麦ごはん

31日 豆腐のチリソース煮

(木)
野菜とたくあんのごま和え

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 17.9 g 炭水化物 90.9 g

みかん（予定）

豆腐（大豆）　豚肉　豚レ
バー　みそ（大豆）

ごま油　こめ油　でん粉
三温糖

あお豆（大豆）　しめじ
にんにく　玉ねぎ　人参
生姜　竹の子　椎茸　木く
らげ

ケチャップ　チリソース
ぬちまーす　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　みりん　酒
醤油（小麦・大豆）

鶏ささみチャンク（鶏） ごま　ごま油　三温糖
きゅうり　たくあん　もや
し　人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

牛乳

精白米　無圧ペン麦

鶏肉　生クリーム（乳）
脱脂粉乳　白花豆　白いん
げん豆

じゃがいも　小麦粉　マー
ガリン（豚・大豆・乳）
こめ油

かぼちゃ　コーン　しめじ
セロリー　玉ねぎ

チキンブイヨン（鶏）　ぬ
ちまーす　こしょう

ホキ　みそ（大豆）
アーモンド　エッグケアマ
ヨネーズ（大豆・りんご）

パセリ　玉ねぎ 酒

紅麹ハム（鶏・豚・大豆） 三温糖
コーン　カリフラワー　キャ
ベツ　ブロッコリー　人参
四季柑シークヮーサー

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

牛乳

胚芽パン（小麦・乳・大
豆）

豚肉　みそ（大豆）
油揚げ（大豆）

里芋
ごぼう　ねぎ　人参　大根
こんにゃく

花かつお

なし（予定）

五目厚焼玉子（卵・小麦・
大豆・鶏・りんご）

ちきあぎ（大豆）　ツナフ
レーク

湿麩（小麦）　こめ油
キャベツ　もやし　玉ねぎ
人参

醤油（小麦・大豆）　こ
しょう　ぬちまーす

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　なると（大豆） ごま油　でん粉
キャベツ　たけのこ　もや
し　人参　生姜　長ねぎ
椎茸　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　こしょう
ポークブイヨン（鶏・豚）
花かつお

フルーツ杏仁風プリン（大
豆・もも・りんご）

彩り野菜とキャベツのミン
チカツ（小麦・大豆・鶏・
豚）

サラダ油（大豆）

チリメン（えび・かに） ごま　ごま油　三温糖
きゅうり　コーン　ほうれ
ん草　人参　大根

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

きびなご
小麦粉　でん粉　三温糖
サラダ油（大豆）

長ねぎ　にんにく　生姜

ウスターソース　ケチャッ
プ　チリソース　シママー
ス　みりん　醤油（小麦・
大豆）

ごま　エッグケアマヨネー
ズ（大豆・りんご）

れんこん　キャベツ　きゅ
うり　人参　あお豆（大
豆）

フレンチクリーミードレッ
シング　シママース

牛乳

豚肉　大豆
精白米　ごま油　サラダ油
（大豆）

コーン　にんにく　ねぎ
玉ねぎ　人参　生姜　竹の
子　椎茸　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　こしょう　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　花か
つお

みそ（大豆）　わかめ
厚揚げ（大豆）

大根　しめじ　人参　長ね
ぎ

花かつお

かき（予定）

さわら 塩こうじ

豚肉　ちきあぎ（大豆）
三温糖　ごま　ごま油　こ
め油

ごぼう　人参　いんげん
こんにゃく　生姜

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　七味
唐辛子（ごま）

牛乳

精白米

ちゃんぽん麺

中華麺（小麦・大豆）


