
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 g１食当たりの栄養価  基準値

・～・～・～・～・～・～・～・ 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

～寒さに負けない

食事をしよう～

今年も残すところあと１か月となりました。みなさんは、どんな２学期を過ごしましたか？

沖縄も急に肌寒くなり、これから冬本番を迎え、より体調を崩しやすくなります。

冬休みの間もバランスのとれた食事・適度な運動・十分な睡眠で健康管理をしっかりとして、気をつけて過ごしましょう！！

3学期の給食は、１月６日（月）からスタートします。元気な姿で会いましょうね♪



牛乳

もちきびごはん

2日 魚の昆布巻き

(月) マーミナーウサチー

シカムドゥチ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 12.2 g 炭水化物 79.7 g

牛乳

コッペパン

3日 くるま麩のナゲット

(火) ベジタブルソテー

ライスチャウダー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 685 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 27.7 g 炭水化物 76.7 g

牛乳

ごはん

4日 魚の花園焼き

(水) ひじき炒め

のっぺい汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 18.2 g 炭水化物 82.5 g

牛乳

5日

(木)
大学芋 揚①大豆

バンバンジー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 26.1 g 炭水化物 81.7 g

牛乳

6日

キム高ごはん

(金)
厚揚げのそぼろあんかけ

大根のゆかり和え

瀬戸内レモンゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 20.0 g 炭水化物 78.4 g

牛乳

ごはん

9日 豚肉のみそ焼き

(月) 五目煮

魚そうめん汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 614 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 18.1 g 炭水化物 81.6 g

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

ホキ　昆布 三温糖 かんぴょう　生姜
醤油（小麦・大豆）　みり
ん　花かつお　酒　酢（小
麦）

ごま　三温糖
もやし　きゅうり　ほうれ
ん草　人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

牛乳

精白米　もちきび

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

豚肉　白かまぼこ（大豆）
冬瓜　人参　ねぎ　椎茸
こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　花かつお　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　酒

無塩せきベーコン（豚・大
豆）　加工乳　脱脂粉乳
白花豆　白いんげん豆

おし麦　こめ油　じゃが
いも　マーガリン（豚・
大豆・乳）　小麦粉

しめじ　セロリー　にんに
く　　パセリ　玉ねぎ　人
参

ポークブイヨン（鶏・豚）
カレー粉　ぬちまーす　こ
しょう　鶏がら（鶏・卵）
ローリエ

無添加ウインナー（豚） こめ油
キャベツ　コーン　ブロッ
コリー　玉ねぎ　人参

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

くるま麩と鶏肉のナゲット（小麦・鶏・大豆）

ホキ
エッグケアマヨネーズ
（大豆・りんご）

ピーマン　赤ピーマン　黄
ピーマン　パセリ

シママース　こしょう

豚肉　ひじき　油揚げ（大
豆）　ちくわ　大豆

三温糖　こめ油
人参　あお豆（大豆）　こ
んにゃく　にら

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　わかめ　なると（大
豆）　みそ（大豆）

ごま油　こめ油
もやし　人参　生姜　竹の
子　長ねぎ　椎茸　にんに
く

ポークブイヨン（鶏・豚）
ぬちまーす　みりん　鶏が
ら（鶏・卵）ローリエ　花
かつお

鶏肉 里芋　こめ油　でん粉
ごぼう　人参　生姜　大根
長ねぎ　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

温州みかん（予定）

牛乳

豚肉　大豆
精白米　押麦　ごま　ご
ま油　サラダ油（大豆）

白菜キムチ（大豆）　高菜
漬（大豆）　にんにく　ね
ぎ　人参　生姜　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）　みり
ん　花かつお　酒

さつまいも　サラダ油
（大豆）　でん粉　三温
糖　水あめ　ごま

醤油（小麦・大豆）

鶏ささみチャンク（鶏）
みそ（大豆）

三温糖　練りごま 大根　きゅうり　人参
醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

瀬戸内産レモンゼリー
（大豆）

厚揚げ（大豆）　豚肉 でん粉　三温糖 玉ねぎ　人参　生姜
醤油（小麦・大豆）　みり
ん　花かつお

三温糖
大根　きゅうり　コーン
人参

ゆかり　醤油（小麦・大
豆）　酢（小麦）

こめ油　三温糖
大根　人参　いんげん　椎
茸　こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお
酒

牛乳

精白米

みそラーメン

ラーメン（小麦・大豆）

もずく（えび・かに）
魚そうめん
絹ごし豆腐（大豆）

小松菜　人参　生姜

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

りんご（予定）

豚肉　みそ（大豆） 三温糖 生姜 みりん　酒

鶏肉　大豆　白かまぼこ
（大豆）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

たらこスパゲティ

10日 山芋入り豆腐ハンバーグ

(火) ごぼうとコーンのサラダ

学給アーモンド

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 27.3 g 炭水化物 54.7 g

牛乳

ごはん

11日 魚の薬味ソースかけ

(水) 根菜の旨煮

白菜と厚揚げのみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 12.3 g 炭水化物 82.1 g

牛乳

12日

鶏五目ごはん

(木) 白花豆コロッケ 揚②大豆

野菜とちくわの和え物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal たんぱく質 22.5 g 脂質 17.5 g 炭水化物 82.0 g

牛乳

ごはん

13日 ごぼう包焼

(金) プルコギ

麦入り中華スープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 13.6 g 炭水化物 79.4 g

牛乳

麦ごはん

16日 マーボー大根

(月) コーンしゅうまい

バンウースー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 662 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 20.0 g 炭水化物 93.3 g

牛乳

ごはん

17日 鯖のカレー焼き

(火) 野菜のそぼろ炒め

じゃがいものみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal たんぱく質 27.2 g 脂質 18.3 g 炭水化物 86.7 g

紅麹ハム（鶏・豚・大豆）
ごま　三温糖　エッグケ
アマヨネーズ（大豆・り
んご）

ごぼう　きゅうり　コーン
人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

牛乳

乾燥辛子たらこ（大豆）
鶏肉　無塩せきベーコン
（豚・大豆）

スパゲティ（小麦）　オ
リーブ油　こめ油

玉ねぎ　人参　しめじ　に
んにく　パセリ　ピーマン
マッシュルーム　赤ピーマ
ン

醤油（小麦・大豆）　ポー
クブイヨン（鶏・豚）　こ
しょう　シママース　ぬち
まーす

牛乳

精白米

アーモンド

厚揚げ（大豆）　みそ（大
豆）

白菜　人参　えのき　こん
にゃく

花かつお

温州みかん（予定）

まぐろ ごま油　三温糖 長ねぎ　にんにく　生姜
醤油（小麦・大豆）　酢
（小麦）　酒

鶏肉
じゃがいも　三温糖　こ
め油

大根　人参　いんげん
しょうが　ごぼう

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお
酒

白花豆コロッケ（乳・小
麦・大豆）　サラダ油
（大豆）

ちくわ ごま　三温糖
白菜　きゅうり　ほうれん
草　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　押麦　サラダ油
（大豆）

あお豆（大豆）　ごぼう
人参　椎茸　こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　ポー
クブイヨン（鶏・豚）　花
かつお　ぬちまーす　みり
ん　酒

ごぼう包焼（小麦・豚・大
豆）

牛肉　厚揚げ（大豆）
三温糖　ごま油　こめ油
でん粉

白菜　玉ねぎ　赤ピーマン
こんにゃく　しめじ　にら
にんにく　生姜

醤油（小麦・大豆）　コチ
ジャン（大豆）　テンメン
ジャン（大豆・小麦・ご
ま）　ぬちまーす　酒

牛乳

精白米

牛乳

精白米　無圧ペン麦

鶏肉　卵 押麦
コーン　ほうれん草　玉ね
ぎ　人参　椎茸

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　こしょう　チキン
ブイヨン（鶏）　花かつお
酒

紅麹ハム（鶏・豚・大豆）
はるさめ　ごま　ごま油
三温糖

白菜　きゅうり　もやし
人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）

豚肉　豚レバー　豆腐（大
豆）　そぼろ大豆　みそ
（大豆）　赤だし（大豆・
さば・鶏）

ごま油　こめ油　でん粉
三温糖

大根　玉ねぎ　人参　椎茸
あお豆（大豆）　にんにく
生姜　竹の子　木くらげ

ケチャップ　トウバンジャ
ン　テンメンジャン（大
豆・小麦・ごま）　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　酒
醤油（小麦・大豆）

コーンしゅうまい（小麦・
大豆・豚）

さば 三温糖 生姜
醤油（小麦・大豆）　カ
レー粉　みりん　酒

豚肉 こめ油
キャベツ　ごぼう　あお豆
（大豆）　にんにく　玉ね
ぎ　人参

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　こしょう

牛乳

精白米

豆腐（大豆）　みそ（大
豆）

じゃがいも えのき　小松菜　人参 花かつお

温州みかん（予定）

山芋入ふんわり豆腐ハンバーグ（大豆・鶏・やまい
も）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

なかよしパン

18日 かぼちゃひき肉フライ
揚③大豆
乳　小麦

(水) カラフルサラダ

マカロニのクリーム煮

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 748 kcal たんぱく質 29.7 g 脂質 30.8 g 炭水化物 85.2 g

牛乳

ごはん

19日 鶏肉と野菜の煮つけ

(木) ミニミニ納豆

ウムニー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 659 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 14.7 g 炭水化物 106.1 g

牛乳

20日

＊冬至の日(12/22)献立＊

トゥンジージューシー

(金) 魚のゆずみそ焼き

鉄骨サラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 18.4 g 炭水化物 72.7 g

牛乳

ごはん

23日 レンコン入り平つくね

(月) ビーフン炒め

石狩汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 14.1 g 炭水化物 89.9 g

牛乳

麦ごはん

24日 わかさぎの南蛮漬け
揚④大豆
乳　小麦
豚

(火) 厚揚げの中華炒め

わかめスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal たんぱく質 23.2 g 脂質 15.1 g 炭水化物 79.8 g

牛乳

食パン

25日
トマトミートオムレツ

(水)
～ツナサンドにしてね～
野菜のツナ和え

ＡＢＣスープ

お米deクリスマスケーキ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 723 kcal たんぱく質 23.5 g 脂質 31.0 g 炭水化物 85.0 g

牛乳

なかよしパン（小麦・
乳・大豆）

鶏肉　脱脂粉乳　加工乳
白花豆　白いんげん豆

マカロニ（小麦）　小麦
粉　マーガリン（豚・大
豆・乳）　こめ油　じゃ
がいも

人参　玉ねぎ　セロリー
マッシュルーム

チキンブイヨン（鶏）　ぬ
ちまーす　こしょう　ワイ
ン　鶏がら（鶏・卵）
ローリエ

国産カボチャひき肉フライ
（小麦・大豆・豚）

サラダ油（大豆）

ひよこ豆
アーモンド　エッグケア
マヨネーズ（大豆・りん
ご）

キャベツ　大根　ブロッコ
リー　赤ピーマン

コーンクリーミードレッシ
ング　醤油（小麦・大豆）

鶏肉　かまぼこ
厚揚げ（大豆）　昆布

こめ油　じゃがいも　三
温糖

大根　人参　いんげん　に
んにく　玉ねぎ　生姜　椎
茸　こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお
酒

納豆（大豆） タレ（小麦・大豆）

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　昆布
精白米　押麦　田芋　サ
ラダ油（大豆）

ごぼう　ねぎ　人参　椎茸

醤油（小麦・大豆）　シマ
マース　ぬちまーす　ポー
クブイヨン（鶏・豚）　み
りん　花かつお　酒

紅芋　三温糖　もち粉 レモン果汁

牛乳

精白米

さわら　みそ（大豆）　ゆ
ずみそ（大豆）

三温糖 みりん　酒

ちくわ　ひじき　大豆 ごま油　三温糖
キャベツ　人参　きゅうり
四季柑シークヮーサー

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

鮭　豆腐（大豆）　みそ
（大豆）

じゃがいも
ごぼう　しめじ　人参　長
ねぎ

花かつお

りんご（予定）

レンコン入り平つくね（小
麦・鶏・大豆）

豚肉
ビーフン　ごま油　こめ
油

キャベツ　にんにく　玉ね
ぎ　小松菜　人参　木くら
げ

醤油（小麦・大豆）　みり
ん　ぬちまーす　こしょう
ポークブイヨン（鶏・豚）

わかさぎ
小麦粉　でん粉　三温糖
サラダ油（大豆）

生姜　長ねぎ　赤ピーマン
醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　一味唐辛子

厚揚げ（大豆）　豚肉 ごま油　こめ油　でん粉
キャベツ　玉ねぎ　人参
竹の子　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　オイ
スターソース　ぬちまーす
こしょう

牛乳

精白米　無圧ペン麦

牛乳

食パン（小麦・乳・大
豆）

わかめ ごま
大根　人参　玉ねぎ　えの
き

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお

無塩せきベーコン（豚・大
豆）　ひよこ豆　大豆

じゃがいも　マカロニ
（小麦）

かぼちゃ　セロリー　トマ
ト　にんにく　玉ねぎ　人
参

ケチャップ　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　トマトソー
ス（大豆）　ぬちまーす
シママース　こしょう

お米deクリスマスケーキ
（大豆）

Caたっぷりオムレツトマ
トミート（卵・大豆・鶏）

ツナフレーク
三温糖　エッグケアマヨ
ネーズ（大豆・りんご）

キャベツ　きゅうり　コー
ン　人参

醤油（小麦・大豆）
マスタード


