
92.4 g １食当たりの栄養価  基準値 エネルギー 　650 Kal たんぱく質 炭水化物26.8 g 脂質 19.4 g

・～・～・～・～・～・～・～・ 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

表示義務

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

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２年
今月の目標

～健康を考えた食事が

できたか見直そう～
日ごとに寒さが和らぎ、春がすぐそこまで来ていることを感じます。３月は１年間の

まとめの月です。自分自身の食生活や、給食を通して学んだこと、できるようになっ

たことなどを振り返り新しい学年で挑戦したいことを考えてみましょう。



牛乳

ごはん

2日 さばの塩こうじやき

(月) れんこんのあまからいため

はくさいと厚揚げのみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 24.8 g 炭水化物 81.2 g
牛乳

＊ひなまつり献立＊

ちらしずし

きざみのり

3日 ごもくあつやきたまご

(火) なの花のごまあえ

あさりのすまし汁

ひしもち

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 16.3 g 炭水化物 83 g

牛乳

あみパン

4日 チキンのはちみつやき

(水) ベジタブルソテー

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 694 kcal たんぱく質 33.5 g 脂質 26.1 g 炭水化物 77.6 g

牛乳

ごはん

5日 ヌンクーグヮ

(木) さつまパイ
揚げ②
小麦・乳・大豆

ひじきのうめずあえ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく質 23.2 g 脂質 20.4 g 炭水化物 100.4 g

牛乳

6日

(金) ひとくちにくまん

やさいのいろどりあえ

さくっとそらまめ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcal たんぱく質 31.6 g 脂質 21.9 g 炭水化物 78 g
牛乳

むぎごはん

9日 マーボーどうふ

(月) はるまき
揚げ③小麦・
乳・大豆

もやしのナムル

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 28.2 g 炭水化物 90.1 g

のり

ラーメン麺（小麦・大豆）

豆腐（大豆） あさり えのき 人参 大根
シママース ぬちまーす
みりん 花かつお 酒 醤油
（小麦・大豆）

ひしもち

ごもくあつやきたまご
（卵・小麦・大豆）

みそラーメン

揚げ油体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 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・無機質
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

さば 塩こうじ

豚肉 こめ油 三温糖
いんげん ごぼう こん
にゃく しめじ れんこん
人参 木くらげ

ぬちまーす みりん 七味唐
辛子（ごま） 醤油（小麦・
大豆）

牛乳

精白米

牛乳

精白米
ちらしずしの素（小麦・大
豆）

みそ（大豆） わかめ
厚揚げ（大豆）

人参 長ねぎ 白菜 花かつお

いよかん（予定）

ちくわ 練りごま 三温糖 ごま
コーン ほうれん草 もや
し 人参 菜の花

シママース 醤油（小麦・大
豆） 酢（小麦）

鶏肉 はちみつ 三温糖
みりん 醤油（小麦・大豆）
赤ワイン

無添加ウインナー（豚） こめ油
あお豆（大豆） キャベ
ツ コーン ブロッコリー
人参

こしょう ぬちまーす
シママース
醤油（小麦・大豆）

牛乳

あみパン
（小麦・乳・大豆）

牛乳

精白米

加工乳 鶏肉 脱脂粉乳 白
花豆　白いんげん豆

こめ油 じゃがいも マーガ
リン（乳・豚・大豆） マ
カロニ（小麦） 小麦粉

セロリー マッシュルー
ム 玉ねぎ 人参

こしょう チキンブイヨン
（鶏） ぬちまーす シマ
マース ローリエ ワイン 鶏
がら（卵・鶏）

ちくわ チリメン（えび・
かに） ひじき

ごま 三温糖
きゅうり もやし 人参
梅肉（りんご）

醤油（小麦・大豆） 酢（小
麦）

ちきあぎ（大豆） 昆布
厚揚げ（大豆） 豚肉

こめ油  三温糖
小松菜 人参 大根 椎茸
こんにゃく

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

さつまパイ
（小麦・乳・大豆）

サラダ油（大豆）

きゅうり コーン ほうれ
ん草 人参 大根

シママース 醤油（小麦・大
豆） 酢（小麦）

牛乳

なると（大豆） みそ（大
豆）わかめ 豚肉

ごま油 こめ油
にんにく もやし 人参 生
姜 竹の子 長ねぎ 椎茸

ぬちまーす シママース
ポークブイヨン（鶏・豚）
みりん ローリエ 花かつお
鶏がら（卵・鶏）

ひとくちにくまん（小麦・豚・大豆・ごま）

ちくわ 三温糖

牛乳

精白米 無圧ペン麦

さくっとそらまめ（大
豆）

紅麹ハム（鶏・豚・大
豆）

ごま油 三温糖
きゅうり ほうれん草 も
やし 人参

シママース 醤油（小麦・大
豆） 酢（小麦）

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

ごま油 こめ油 でん粉 三温
糖

あお豆（大豆）にんにく
玉ねぎ 人参 生姜 竹の子
長ねぎ 椎茸 木くらげ

ケチャップ テンメンジャン
（大豆・小麦・ごま）
トウバンジャン ぬちまーす
シママース ポークブイヨン
（鶏・豚） 醤油（小麦・大
豆）

はるまき
（小麦・豚・大豆）

サラダ油（大豆）



揚げ油体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 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・無機質
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

牛乳

わかめごはん

10日 魚のてりやき

(火) じゃがいもいため

さわにわん

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 11.5 g 炭水化物 80.5 g
牛乳

なかよしはいがパン

11日 ぶたにくとまめのにこみ

(水) コーングラタン

にんじんとりんごの
てづくりジャム

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 681 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 26.7 g 炭水化物 79.8 g
牛乳

ごはん

12日 鮭のぬちまーすやき

(木) せんぎりイリチー

イナムドゥチ

カップもずく

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 12.9 g 炭水化物 78.9 g

牛乳

13日 きむたかごはん

(金) 厚揚げのそぼろあんかけ

かいそうサラダ

おいもだいふく

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 629 kcal たんぱく質 25.2 g 脂質 20.5 g 炭水化物 83.1 g

牛乳

むぎごはん

16日 ベジタブルカレー

(月) とんかつ
揚げ④小麦・
乳・大豆・豚

フルーツナタデココ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 722 kcal たんぱく質 26.6 g 脂質 23 g 炭水化物 98.9 g

牛乳

ごはん

17日 魚の薬味ソースかけ

(火) ごぼうのチンジャオロース

はるさめスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 14.2 g 炭水化物 77 g

まぐろ 三温糖 水あめ にんにく 生姜
みりん 酒 醤油（小麦・大
豆）

無塩せきベーコン
（豚・大豆）

こめ油 じゃがいも
コーン にんにくの芽 玉
ねぎ 人参

こしょう シママース ぬち
まーす みりん 醤油（小
麦・大豆）

牛乳

もちきび 精白米 炊き込みわかめの素

牛乳

なかよしはいがパン
（小麦・乳・大豆）

鶏肉
ごぼう こんにゃく 人参
生姜 大根 椎茸

シママース ぬちまーす み
りん 花かつお 酒 醤油（小
麦・大豆）

コーンスターチ　三温糖
レモン果汁 裏ごし人参
りんごピューレ

ひよこ豆 えんどう豆 赤
いんげん豆 大豆 豚肉 白
花豆　白いんげん豆

じゃがいも マーガリン
（豚・大豆・乳） こめ油
小麦粉

にんにく しめじ ピーマ
ン マッシュルーム 玉ね
ぎ 　人参

ウスターソース ケチャップ
こしょう  デミグラスソー
ス（小麦・鶏） トマト
ピューレ ぬちまーす シマ
マース ポークブイヨン
（鶏・豚） 鶏がら（卵・
鶏）

　コーングラタン（大豆・鶏）

鮭 ぬちまーす

ちきあぎ（大豆） 昆布
豚肉

こめ油 三温糖
こんにゃく 人参 生姜
切干大根

ぬちまーす ポークブイヨン
（鶏・豚） みりん 醤油
（小麦・大豆）

牛乳

精白米

牛乳

刻み大豆 豚肉
おし麦 ごま ごま油 サラダ
油（大豆） 精白米

にんにく ねぎ 人参 高菜
漬（大豆） 生姜 白菜キ
ムチ（大豆） 木くらげ

こしょう ぬちまーす シマ
マース ポークブイヨン
（鶏・豚） みりん 花かつ
お 酒 醤油（小麦・大豆）

みそ（大豆） かまぼこ
厚揚げ（大豆） 豚肉

こんにゃく 椎茸
ポークブイヨン（鶏・豚）
花かつお

味付もずく（小麦・大
豆・えび・かに）

おいもだいふく

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

わかめ 海藻サラダ 鶏さ
さみチャンク（鶏）

ごま 三温糖
きゅうり もやし 人参
大根

シママース 醤油（小麦・大
豆） 酢（小麦）

そぼろ大豆 鶏肉 脱脂粉
乳 豚レバー 白花豆　白
いんげん豆

じゃがいも こめ油 小麦粉
マーガリン（豚・大豆・
乳）

裏ごしかぼちゃ カリフ
ラワー にんにく ブロッ
コリー ほうれん草 玉ね
ぎ 人参 生姜

ウスターソース カレールウ
（小麦・大豆・豚・鶏・
牛） カレー粉 シママース
チャツネ（りんご） ぬち
まーす ポークブイヨン
（鶏・豚）

牛乳

精白米 無圧ペン麦

とんかつ（小麦・豚） サラダ油（大豆）

牛乳

精白米

ナタデココ パイン みか
ん もも 梨 ぶどう チェ
リー シークヮーサー果
汁

緑豆はるさめ
ほうれん草 人参 生姜
白菜

ぬちまーす シママース
ポークブイヨン（鶏・豚）
花かつお 醤油（小麦・大
豆）

さわら ごま油 三温糖 にんにく 生姜 長ねぎ
シママース 酒 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

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

オイスターソース こしょう
ぬちまーす 酒 醤油（小
麦・大豆）



揚げ油体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 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・無機質
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

牛乳

むぎごはん

18日 タコミート

(水) キャベツ

スライスチーズ

むぎいりコンソメスープ

黄桃コンポート

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 705 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 24.8 g 炭水化物 90 g
牛乳

もちきびごはん

19日 魚のにんじんソースやき

(木) マーミナーチャンプルー

中身汁

こくとう蒸しケーキ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 660 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 20.5 g 炭水化物 86.8 g

スライスチーズ （乳）

そぼろ大豆 牛肉 豚レ
バー 豚肉

こめ油 三温糖
にんにく ピーマン 玉ね
ぎ 人参 生姜

ウスターソース ケチャップ
チリソース  シママース ピ
ザソース（大豆・りんご）
赤ワイン チリパウダー ぬ
ちまーす

キャベツ

牛乳

精白米 無圧ペン麦

無塩せきベーコン（豚・
大豆）

オリーブオイル 押麦
コーン しめじ セロリー
ほうれん草 玉ねぎ 人参

こしょう シママース チキ
ンブイヨン（鶏） ぬちまー
す ローリエ 鶏がら(卵・
鶏） 醤油（小麦・大豆）

黄桃

豚中身 豚肉
こんにゃく ねぎ 生姜 椎
茸

ぬちまーす ポークブイヨン
（鶏・豚） 花かつお 酒 醤
油（小麦・大豆） シママー
ス

こくとう蒸しケーキ
（小麦・乳）

ホキ みそ（大豆）
エッグケアマヨネーズ
（大豆・りんご）

裏ごし人参 パセリ 玉ね
ぎ

シママース

ツナフレーク 厚揚げ（大
豆）

こめ油
キャベツ もやし 人参 木
くらげ

こしょう ぬちまーす シマ
マース 醤油（小麦・大豆）

牛乳

もちきび 精白米

タ
コ
ラ
イ
ス

卒業おめでとう

6年生の

みなさん！
もうすぐ小学校生活も終わりますね。

6年間食べた小学校の給食ともお別れです。小学校での給食

はいかがでしたか？給食の思い出を忘れないでくださいね。

給食センターでは、思い出に残る給食を！と思い、バイキン

グ方式の「お別れ給食」を計画しています。愛情いっぱいこ

めて作ります。楽しい給食時間にしてくださいね❤

そして、中学校に行っても食事をしっかり食べて、運動に勉

強に頑張って下さい！！

≪お別れ給食の日程≫

☆3月10日(火) 川崎小・兼原小・中原小

☆3月12日(木) 田場小・具志川小・赤道小

☆3月17日(火) あげな小・天願小・高江洲小

新年度の給食は,４月８日(水)から始まります！

いつも学校給食にご理解・ご協力いただき、ありがとう

ございます。今年度も1年間、給食をとおして、子どもた

ちのうれしい笑顔をたくさん見ることができました。

「おいしかった！」や「ごちそうさま」「全部たべた

よ」の声をきくことが調理場一同大きな励みになってい

ます。

次年度も安全・安心なおいしい給食の

提供に努めていきますので、よろしく

お願いします。

《 材料 ４人分 》

・鶏もも肉 40ｇ（４枚）

★濃口醤油 8ｇ

★三温糖 4ｇ

★みりん 8g

★赤ワイン 4ｇ

★はちみつ 8ｇ

「チキンのはちみつやき」の作り方紹介
～忙しいときにやくだけパパっと調理～

《 作り方 》
①鶏もも肉を一口大に

カットする。

②袋に★の調味料を混ぜ

①のお肉を漬け込む。
※前の日に漬け込んでおけばパ

パっと焼くだけ


