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牛乳

ごはん

もずく丼

(月) かしわ汁

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal たんぱく質 21.9 g 脂質 12.6 g 炭水化物 78.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 14.3 g 炭水化物 106.2 g

欠
食
：
伊
波
小
５
年

1

くだもの

米

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

121.4 g

１食当たりの栄養価(小学校) 基準値 エネルギー 650　Kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 18.1 g 炭水化物 93.6 g

1食当たりの栄養価(中学校) 基準値 エネルギー 830　Kcal たんぱく質 34.2 g 脂質 23.1 g 炭水化物

965-3150

もずく（えび・かに）、
豚肉

でん粉、大豆油
コーン、こまつな、しめ
じ、たまねぎ、にんじ
ん、しょうが

ぬちまーす、みりん、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏・豚）、酒、しょうゆ（小
麦・大豆）、豆板醤（大豆）

鶏肉、昆布、豆腐（大
豆）

大豆油
こまつな、しょうが、だ
いこん、にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、花かつお、酒

牛乳

965-3282

うるま市立石川学校給食センター

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。

★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。

★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

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

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨

も
ず
く

丼

７・８月

＊学校給食に関する展示

＊地場産物の展示

＊学校給食用食材の紹介

＊試食

＊お箸の持ち方体験 など

日時 ： 令和元年７月６日（土）

１０：００～１７：００

場所 ： イオン具志川 ２階イベント広場

食と子どもの健康展



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

牛乳

麦ごはん　

2 マーボー冬瓜

(火) もやしのナムル

黄金芋のゴマ団子

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく質 21 g 脂質 18.1 g 炭水化物 97.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 804 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 20.4 g 炭水化物 126.2 g

牛乳

五目鶏めし

3 さわらの照り焼き

(水) 大根のゆかりあえ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 18.1 g 炭水化物 76.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 755 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 22.5 g 炭水化物 100.8 g

牛乳

黒糖パン

4 ポークビーンズスープ

(木) 魚の花園焼き

野菜スクランブル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 746 kcal たんぱく質 33.2 g 脂質 32.7 g 炭水化物 76 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 841 kcal たんぱく質 31.6 g 脂質 37.3 g 炭水化物 90.1 g

牛乳

ごはん

5 肉そぼろ

卵　

(金) 七夕汁

七夕ゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 15.3 g 炭水化物 81.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 755 kcal たんぱく質 36.7 g 脂質 17.6 g 炭水化物 107.7 g

牛乳

沖縄そば

汁　　

セーイカともずくのウサチ

黒糖蒸しケーキ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 18.3 g 炭水化物 72.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 676 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 21.7 g 炭水化物 88 g

牛乳

食パン

9 ツナペースト

ブロッコリーのポタージュ

三色ソテー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 23.7 g 脂質 24.1 g 炭水化物 66.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 708 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 29.1 g 炭水化物 79.9 g

欠
食
：
宮
森
小
・
幼

(火)

☆
七
夕
献
立

コッペパン（小麦・乳・大豆）

ツナ きゅうり、たまねぎ
こしょう、ぬちまーす、ノンエッグマ
ヨ（大豆）、粒マスタード

鶏肉、脱脂粉乳、白花豆
ペースト

じゃがいも、大豆油
コーン、しめじ、たまね
ぎ、にんじん、ブロッコ
リー

こしょう、ぬちまーす、鶏
がら（鶏・卵）、ワイン、
ホワイトルウ（小麦・乳・
大豆・牛・鶏）

無添加ベーコン（豚）
マーガリン（乳・大豆・
豚）

アスパラ、ヤングコーン、にんじ
ん、にんにく

こしょう、しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、ワイン

いか、もずく（えび・か
に）

三温糖
きゅうり、シークヮー
サー果汁

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、酢（小麦）

黒糖蒸ケーキ（小麦・乳）

牛乳

牛乳

ちきあぎ（大豆）、豚肉 大豆油
きくらげ、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、もやし、
にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、花かつお、七味唐辛子
（ごま）、豚がら、酒

七夕ゼリー

沖縄そば（小麦・大豆）

鶏肉、大豆たんぱく（大
豆）、豚肉

三温糖、大豆油
いんげん、たまねぎ、に
んじん、しょうが

ぬちまーす、みりん、花かつお、
酒、しょうゆ（小麦・大豆）

魚そうめん、鶏肉
オクラ、しょうが、椎
茸、にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、花かつお

牛乳

米

錦糸卵（卵）

鶏卵、無添加ベーコン
（豚）

大豆油
たまねぎ、にんじん、
ピーマン

こしょう、ぬちまーす、
酒

ポークビーンズ缶（小
麦・大豆・豚）、豚肉

こめ油、じゃがいも、三
温糖、小麦粉、大豆油

あお豆（大豆）、にんじ
ん、マッシュルーム、に
んにく

こしょう、ケチャップ、ト
マトピューレー、ぬちまー
す、デミグラスソース（小
麦・鶏）、ワイン、豚がら

ホキ、チーズ（乳）
黄ピーマン、赤ピーマ
ン、乾パセリ

ノンエッグマヨ（大豆）

牛乳

黒糖パン（小麦・乳・大豆）

くだもの

さわら 三温糖 しょうが
みりん、酒、しょうゆ
（小麦・大豆）

三温糖
きゅうり、だいこん、に
んじん

ぬちまーす、酢（小
麦）、ゆかり

牛乳

鶏肉、油揚げ（大豆） 米、こめ油
あお豆（大豆）、ごぼ
う、にんじん、椎茸

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、
みりん、花かつお、酒

米、麦

黄金芋のゴマ団子（ご
ま）、大豆油

大豆たんぱく（大豆）、
豚レバー、豚肉

でん粉、大豆油

きくらげ、たまねぎ、と
うがん、たけのこ、に
ら、にんじん、椎茸、に
んにく、生姜

豆板醤（大豆）、テンメンジャン
（小麦・大豆）、オイスターソー
ス、こしょう、ぬちまーす、ﾎﾟｰｸ
ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、酒、中華の素
（小麦・乳・大豆・牛・豚・鶏）

しらす（えび・かに） ごま、ごま油
きゅうり、にんじん、もや
し、山菜ミックス

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、酢（小麦）

牛乳

8

(月)

揚げ油①（大豆）

そ
ぼ
ろ

丼

野
菜

そ
ば

ツ
ナ

サ
ン
ド



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

牛乳
麦ごはん　

10 ゆし豆腐汁

(水) 卵入り人参シリシリー

納豆みそ

やきのり

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 15.8 g 炭水化物 86.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 764 kcal たんぱく質 31.1 g 脂質 18.4 g 炭水化物 116.1 g

牛乳
ごはん

11 夏野菜カレー

(木) スコッチエッグ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 737 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 24.9 g 炭水化物 101.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 913 kcal たんぱく質 27.7 g 脂質 27.5 g 炭水化物 134.3 g

牛乳

キムチチャーハン

揚げ餃子

(金) ゴーヤーの中華サラダ

冷凍パイン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal たんぱく質 19.5 g 脂質 17.7 g 炭水化物 86.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 759 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 22.6 g 炭水化物 108.8 g

牛乳
菜めし

16 ソーキ汁

(火) ウンチェーバー炒め

田芋パイ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal たんぱく質 19.8 g 脂質 18.5 g 炭水化物 91.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 754 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 20 g 炭水化物 117.6 g

牛乳
もちきびごはん

17 中華つくねスープ

豚肉の中華風生姜焼き

八宝菜

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 652 kcal たんぱく質 28.3 g 脂質 22.2 g 炭水化物 79.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 843 kcal たんぱく質 36.2 g 脂質 26.5 g 炭水化物 108.3 g

牛乳

クーブジューシー

グルクンのから揚げ

(木) モーウィのツナあえ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal たんぱく質 27 g 脂質 19.5 g 炭水化物 77.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 752 kcal たんぱく質 32.9 g 脂質 24.3 g 炭水化物 97.8 g

牛乳

スパゲティーナポリタン

チキンのガーリック焼き

(金) コールスローのナッツサラダ

アイスクリーム

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 683 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 31 g 炭水化物 71.9 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 725 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 29.6 g 炭水化物 88.9 g

☆
納
豆
の
日

12

１
学
期
終
業
式

19

18

(水)

シークヮーサーソルベ

鶏肉 にんにく、乾パセリ
こしょう、ぬちまーす、ガーリッ
クパウダー

アーモンド
キャベツ、きゅうり、
コーン、にんじん

こしょう、ぬちまーす、ノンエッ
グマヨ（大豆）、コールスロー
（卵・大豆）

牛乳

無添加ウインナー
（豚）、無添加ベーコン
（豚）

スパゲティ（小麦）、三
温糖、大豆油

たまねぎ、トマト缶、にん
じん、ピーマン、マッシュ
ルーム、にんにく

ウスターソース、こしょう、ケ
チャップ、ぬちまーす、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖ
ﾝ（鶏・豚）、ワイン、トマト
ピューレ

くだもの

グルクン でん粉、小麦粉、大豆油 こしょう、ぬちまーす

ツナ きゅうり、にんじん、モーウイ 青じそドレ（小麦・大豆・豚・りんご）

牛乳

昆布、豚肉、白かまぼこ
（大豆）、油揚げ（大
豆）

麦、こめ油、米
あお豆（大豆）、にんじ
ん、椎茸

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、
みりん、花かつお、酒

いか、うずら卵、豚肉 でん粉、ごま油、大豆油
きくらげ、たけのこ、たまねぎ、
チンゲン菜、にんじん、はくさ
い、にんにく、生姜

こしょう、しょうゆ（小麦・大
豆）、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、八
宝菜の素（小麦・大豆・鶏・豚・
ごま）、酒

中華風つくね（小麦・大
豆・ごま・豚・鶏）

春雨
こまつな、椎茸、たまね
ぎ、にんじん、はくさい

しょうゆ（小麦・大豆）、こしょ
う、ぬちまーす、花かつお、鶏が
ら（鶏・卵）

豚肉 ごま油、三温糖 しょうが、にんにく
みりん、酒、しょうゆ（小麦・大
豆）、豆板醤（大豆）

牛乳

米、もちきび

田芋パイ（小麦・乳・大豆）

昆布、赤みそ（大豆）、豚
ソーキ、白みそ（大豆）

椎茸、しょうが、とうが
ん、にんじん、パクチョイ

花かつお

厚揚げ（大豆）、ツナ
（大豆）

大豆油
ウンチェー、たまねぎ、に
んじん、にんにく

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、酒

牛乳

米 菜めし

パイン

餃子（小麦・大豆・豚・ごま） 大豆油

鶏ささみ、ひじき ごま、三温糖、ごま油 きゅうり、ゴーヤー、にんじん しょうゆ（小麦・大豆）、酢（小麦）

牛乳

豚肉 米、こめ油
きくらげ、たまねぎ、にんじん、
にんにく、椎茸、あお豆（大
豆）、白菜キムチ（大豆・小麦）

キムチの素（大豆）、こしょう、
ぬちまーす、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・
豚）、酒、しょうゆ（小麦・大
豆）

くだもの

豚肉、白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト

こめ油、じゃがいも、小
麦粉、大豆油

セロリ、たまねぎ、トマ
ト、にんじん、なす、かぼ
ちゃ、ピーマン、へちま、
にんにく、生姜

ウスターソース、カレー粉、カ
レールウ（小麦・大豆・牛・
鶏）、ぬちまーす、豚がら、酒、
チャツネ（りんご）

スコッチエッグ（卵・小
麦・大豆・牛・豚・鶏）

牛乳

米

糸けずり、赤みそ（大豆）、白み
そ（大豆）、納豆（大豆） 三温糖 しょうが みりん、酒

やきのり

ゆし豆腐（大豆）、赤みそ（大
豆）、白みそ（大豆） 青ねぎ 花かつお

鶏卵、豚肉 大豆油 たまねぎ、にら、にんじん
ぬちまーす、酒、しょうゆ（小
麦・大豆）

牛乳

米、麦

揚げ油②（大豆・ごま）

揚げ油③（大豆・ごま）



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

牛乳

梅入り炊き込みごはん

23 手づくりチキアギ

(金) 島野菜きんぴら

くだもの

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 31.9 g 脂質 24.3 g 炭水化物 93.5 g
牛乳

あげパン

26 ブロッコリーのトマト煮

(月) キャベツとコーンのサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal たんぱく質 21.6 g 脂質 19.1 g 炭水化物 78.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 690 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 22 g 炭水化物 96.1 g

牛乳

もちきびごはん

27 ワンタンスープ

(火) さばのピリ辛焼き

回鍋肉

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 18.2 g 炭水化物 77.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 758 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 21.2 g 炭水化物 105.2 g

牛乳

ごはん

28 ハヤシライス

(水) 枝豆

スイカ入りフルーツポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 21.1 g 脂質 18.9 g 炭水化物 97.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 843 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 21.4 g 炭水化物 131.8 g

牛乳

麦ごはん　

29 具だくさんみそ汁

(木) お豆たっぷりとろみ炒め

手づくりふりかけ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 13.6 g 炭水化物 80.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 725 kcal たんぱく質 32.8 g 脂質 15.8 g 炭水化物 109.1 g

牛乳

ごはん

30 冬瓜のカレー煮込み

(金) ちくわと野菜のゴマ和え

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 20.7 g 脂質 15.7 g 炭水化物 83.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 740 kcal たんぱく質 26 g 脂質 18.4 g 炭水化物 113 g

中
学
の
み

ちくわ（大豆） ごま、三温糖、ごま油
きゅうり、にんじん、は
くさい、もやし

しょうゆ（小麦・大
豆）、酢（小麦）

くだもの

米

厚揚げ（大豆）、豚肉、
ポークランチョンミート
（豚・鶏）

じゃがいも、大豆油、で
ん粉

こまつな、とうがん、に
んじん、椎茸、にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏・豚）、花かつお、
酒、カレールウ（小麦・大
豆・牛・鶏）

牛乳

厚揚げ（大豆）、大豆、
豚肉

でん粉、三温糖、大豆油
いんげん、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、もやし

ぬちまーす、みりん、しょ
うゆ（小麦・大豆）、花か
つお、酒

しらす（えび・かに）、糸
けずり、青のり

ごま、三温糖 ゆかり、ぬちまーす

米、麦

鶏肉、赤みそ（大豆）、
麦みそ（大豆）

大豆油
ごぼう、だいこん、にん
じん、かぼちゃ、白ねぎ

花かつお、酒

牛乳

枝豆（大豆） ぬちまーす

カラフルボール（大豆）
シークヮーサー果汁、すいか、パ
イン缶、みかん缶、もも缶、フ
ルーツカクテル缶（もも）

米

牛肉
こめ油、じゃがいも、大
豆油、小麦粉

たまねぎ、トマト缶、に
んじん、ピーマン、マッ
シュルーム、にんにく

こしょう、ケチャップ、とんかつ
ソース（りんご）、デミグラス
ソース（小麦・鶏）、ハヤシルウ
（小麦・大豆・牛）、ぬちまー
す、酒、豚ガラ

牛乳

豚肉 ごま油、三温糖、大豆油
キャベツ、たまねぎ、にん
じん、ピーマン、もやし、
白ねぎ、にんにく、生姜

テンメンジャン（大豆・小
麦）、しょうゆ（小麦・大
豆）、豆板醤（大豆）、み
りん、酒

米、もちきび

ワンタン（小麦・大豆・
豚・ごま）

きくらげ、チンゲン菜、に
んじん、はくさい、椎茸

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまーす、
鶏がら（鶏・卵）

牛乳

こめ油、三温糖
キャベツ、きゅうり、コーン、
シークヮーサー果汁、にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、酢（小麦）

さば 三温糖 生姜、にんにく
しょうゆ（小麦・大豆）、酒、豆
板醤（大豆）、みりん

きな粉（大豆）
はったい粉、コッペパン
（小麦・乳・大豆）、黒
糖、三温糖、大豆油

鶏肉、白いんげん豆
じゃがいも、三温糖、大
豆油

しめじ、たまねぎ、トマト缶、に
んじん、ブロッコリー、にんにく

こしょう、ケチャップ、ぬちまー
す、ローリエ、鶏がら（鶏・
卵）、ワイン

牛乳

ごぼう、にら、にんじん

２
学
期
始
業
式
（

小
）

☆
8
/
3
1
は
野
菜
の
日

豚肉、油揚げ（大豆） ごま油、三温糖、大豆油
ウンチェー、こんにゃ
く、しめじ、にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん、七味唐辛子（ごま）、酒

くだもの

牛乳

ひじき、鶏肉、油揚げ
（大豆）

米、麦、ごま、こめ油
たけのこ、にんじん、青
ねぎ、カリカリ梅

しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん、花かつお、酒、梅肉（大豆・
りんご）

魚すり身（大豆）、ひじ
き、鶏卵

大豆油 揚げ油①（大豆）

揚げ油①（大豆）


