
１食当たりの栄養価  基準値 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

平成30年度

・～・～・～・～・～・～・～・ 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

沖縄では、寒さの残る日もありますが、だんだんと春の風を感じるようになってきました。

いよいよ今年度最後の月となりました。今のクラスで給食を食べる日も残りわずかです。仲間と一緒に思い出に残る

楽しい給食時間を過ごしてくださいね♪

そして、3月はまとめの月でもあります。この1年間、楽しくマナーを守って給食時間を過ごすことが出来たでしょうか。

今まで学んだことや給食を参考に、食べることを大切にしてほしいと願っています。

今月の目標

～健康を考えた食事が

できたか見直そう～

今月も6年生の

リクエスト給食登場！！
3月も6年生のリクエストにラ

ンクインした給食のメニュー

が登場しますよ❤

カレー・タコライス

フルーツポンチ

マーボー豆腐

ぬちまーすごはん

お楽しみに❤



ごはん

1日
鶏肉と野菜の煮つけ

(金) 焼きししゃも

ひじき和え

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 15.2 g 炭水化物 86.1 g

麦ごはん

4日

☆6年生リクエスト☆

マーボー豆腐

(月) ショーロンポー

もやしのナムル

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 664 kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 21.4 g 炭水化物 88.7 g

ごはん

魚の薬味ソースかけ

5日 じゃがいも炒め

(火) 豚　汁

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 14.1 g 炭水化物 82.1 g

キムタクごはん

6日 厚揚げのもずくあんかけ

(水) 海藻サラダ

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 18.0 g 炭水化物 64.7 g

ごはん

ホキフライ 揚①大豆

7日 五目きんぴら

(木) 大根と豆腐のみそ汁

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 16.7 g 炭水化物 84.5 g

あみパン

くるま麩のナゲット

8日
野菜ときのこのソテー

(金) コーンポタージュスープ

くだもの

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 17.3 g 炭水化物 78.4 g

いよかん（予定）

牛乳

豚肉 こめ油
キャベツ　ブロッコリー
エリンギ　しめじ
赤ピーマン

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

鶏肉　加工乳　脱脂粉乳
じゃがいも　小麦粉　マー
ガリン（乳・豚・大豆）
こめ油

玉ねぎ　人参　セロリ
コーン　クリームコーン
パセリ

チキンブイヨン（鶏）
ぬちまーす　シママース
こしょう

あみパン（小麦・乳・大
豆）

くるま麩と鶏肉のナゲット
（小麦・鶏・大豆）

牛乳

豆腐（大豆）　油揚げ（大
豆）　みそ（大豆）

大根　人参　しめじ
長ねぎ

花かつお

精白米

ホキフライ（小麦）

海藻サラダ　わかめ
鶏ささみチャンク（鶏）

三温糖
大根　もやし　きゅうり
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

豚肉
ごま　三温糖　ごま油
こめ油

ごぼう　れんこん　人参
こんにゃく　いんげん

醤油（小麦・大豆）　酒
みりん　ぬちまーす
七味唐辛子（ごま）

豚肉　大豆 精白米　サラダ油（大豆）

白菜キムチ（大豆）　玉ねぎ
千切りたくあん（小麦）
人参　ねぎ　木くらげ　生姜
にんにく

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

厚揚げ（大豆）
もずく（えび・かに）

三温糖　でん粉 えのき　玉ねぎ　人参
醤油（小麦・大豆）
みりん　ぬちまーす
花かつお

牛乳

無塩せきベーコン（豚・大
豆）

じゃがいも　こめ油
玉ねぎ　人参　コーン
にんにくの芽

醤油（小麦・大豆）
みりん　ぬちまーす
こしょう

豚肉　みそ（大豆）
油揚げ（大豆）

里芋
人参　大根　こんにゃく
ごぼう　ねぎ

花かつお

精白米

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

牛乳

ショーロンポー（小麦・大
豆・鶏・豚）

紅麹ハム（鶏・豚・大豆） ごま　ごま油　三温糖
もやし　きゅうり　人参
ほうれん草

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

精白米　無圧ペン麦

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

三温糖　ごま油　こめ油
でん粉

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

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

牛乳

子持ちししゃも

ひじき　ちくわ
ツナフレーク

ごま　三温糖 人参　きゅうり　もやし
醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　シママース

精白米

鶏肉　かまぼこ
厚揚げ（大豆）　昆布

じゃがいも　こめ油
三温糖

大根　人参　玉ねぎ
いんげん　こんにゃく
にんにく　生姜　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
みりん　ぬちまーす
花かつお

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

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

日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

ミートスパゲティ

11日
アンサンブルエッグ

(月) ごぼうとナッツのサラダ

黒糖ビーンズ

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 20.8 g 炭水化物 61.9 g

ごはん

グルクンの
シークヮーサーソースかけ

揚②大豆
　　小麦

12日 デークニーイリチー

(火) 白菜と厚揚げのみそ汁

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 15.0 g 炭水化物 77.9 g

麦ごはん

13日

☆6年生リクエスト☆

チキンカレー

(水) 枝豆

☆6年生リクエスト☆
フルーツ白玉

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 686 kcal たんぱく質 24.0 g 脂質 16.1 g 炭水化物 109.0 g

鶏五目ごはん

14日 わかさぎの磯辺揚げ
揚③大豆
　　小麦

(木) 野菜のごまみそ和え

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal たんぱく質 23.7 g 脂質 16.9 g 炭水化物 70.7 g

コッペパン

焼きじゃがバター

15日 チリコンカン

(金)

野菜とベーコンのスープ

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 19.5 g 炭水化物 76.8 g

牛乳

無塩せきベーコン（豚・大
豆）

じゃがいも　おし麦
オリーブ油

人参　玉ねぎ　キャベツ
セロリ　パセリ

醤油（小麦・大豆）
シママース　ぬちまーす
こしょう　ワイン　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　鶏が
ら（鶏・卵）　ローリエ

コッペパン（小麦・乳・大
豆）

焼きじゃがバター（乳）

みそ（大豆） ごま　三温糖
ブロッコリー　もやし
きゅうり　人参　コーン

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）

牛乳

豚肉　豚レバー　無添加ウ
インナー（豚）　金時豆
そぼろ大豆　大豆

三温糖　こめ油
玉ねぎ　人参　にんにく
ピーマン

ケチャップ　チリソース
チリパウダー　ウスター
ソース　ぬちまーす
ワイン

鶏肉　油揚げ（大豆）
精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

人参　椎茸　こんにゃく
ごぼう　あお豆（大豆）

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

わかさぎ　青のり粉 小麦粉　でん粉 シママース

牛乳

枝豆（大豆） シママース

カラフルボール（大豆） パイン　みかん　黄桃

精白米　無圧ペン麦

鶏肉　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（乳・豚・大豆）
こめ油

人参　玉ねぎ　ピーマン
かぼちゃ　にんにく　生姜

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

牛乳

豚肉　ちきあげ（大豆）
昆布

三温糖　こめ油
大根　人参　いんげん
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

厚揚げ（大豆）　わかめ
みそ（大豆）

白菜　人参　長ねぎ 花かつお

精白米

グルクン 小麦粉　三温糖　でん粉
赤ピーマン　黄ピーマン
四季柑シークヮーサー

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）

牛乳

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）

黒糖ビーンズ（大豆）

豚肉　豚レバー
そぼろ大豆

スパゲティ（小麦）
三温糖　こめ油

玉ねぎ　人参　ピーマン
マッシュルーム　木くらげ
にんにく　生姜

トマトソース（大豆）
ケチャップ　ウスターソー
ス　デミグラスソース（小
麦・鶏）　シママース
ぬちまーす

アンサンブルエッグ（卵・
乳・豚）



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

日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

☆6年生リクエスト☆
ぬちまーすごはん

鯖の朝鮮焼き

18日 鶏と野菜炒め

(月) 大根のすまし汁

くだもの

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 20.3 g 炭水化物 78.9 g

☆6年生リクエスト☆
　　　　 麦ごはん

　　　タコライスミート

19日 　　　　ボイルキャベツ
　　　　　　＆チーズ

(火)

コンソメスープ

マンゴーアイス

牛乳

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 655 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 17.9 g 炭水化物 95 g

マンゴーアイス（もも）

牛乳

チーズ（乳） キャベツ

鶏肉
玉ねぎ　人参　セロリ
コーン　ほうれん草
しめじ

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

精白米　無圧ペン麦

豚肉　牛肉　豚レバー
そぼろ大豆

こめ油　三温糖
人参　玉ねぎ　ピーマン
にんにく　生姜

ケチャップ　ウスターソー
ス　チリソース　チリパウ
ダー　ぬちまーす　ピザ
ソース（大豆）　ワイン

りんご（予定）

牛乳

鶏肉 こめ油
キャベツ　ごぼう　人参
ピーマン　にんにく
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

絹ごし豆腐（大豆）
わかめ

大根　人参　しめじ
醤油（小麦・大豆）
みりん　酒　ぬちまーす
花かつお

精白米 ぬちまーす

さば 三温糖 生姜　にんにく
醤油（小麦・大豆）
みりん　酒
七味唐辛子（ごま）

タ
コ
ラ
イ
ス ※キャベツとチーズはいっしょにまざっています

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5日(火) 川崎小・天願小・中原小

☆3月7日(木) あげな小・兼原小・赤道小

☆3月12日(火) 田場小・具志川小・高江洲小

「スコーン」の作り方を紹介します♪

ぜひ春休みのおやつに作ってみてください！

《 材料 20個分 》

・小麦粉 320g

・ベーキングパウダー 16g

・卵 60g（Lサイズ1個）

・グラニュー糖 100g

・バター 70g

・牛乳 60g

《 作り方 》

①バターは使う前に常温に出して、やわらかくしておく。

小麦粉とベーキングパウダーは、ふるっておく。

②ボールに、卵・グラニュー糖・バターを入れて混ぜる。

③②に小麦粉を入れて混ぜ合わせ、牛乳を入れてかたさを調整する。

④生地を丸めて円に広げ、10カットに切り分ける。

⑤160℃で20分焼いて出来上がり♪

☆生地に、アーモンドやチョコ、チーズなどを入れると

いろんな種類のスコーンを楽しめますよ！

新年度の給食は、

４月９日(火)

から始まります！


