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牛乳

沖縄風七草がゆ

7 魚のみそマヨ焼き

(月) 野菜の塩昆布和え

蒸しケーキ
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 12.1 g 炭水化物 55.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 13.4 g 炭水化物 65.5 g

料理酒、ノンエッグマヨネーズ
（大豆・りんご）

しらす(えび・かに）、塩昆
布（小麦・大豆）

三温糖、ごま
キャベツ、きゅうり、に
んじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、酢（小麦）

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

965-3282
うるま市給食センター

365-3150

炭水化物 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

七
草

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

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

蒸しケーキ （小麦・乳）

その他調味料など

牛乳

ツナ、鶏肉 大豆油、米
だいこん、だいこん葉、
にんじん、はくさい、よ
もぎ

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、みりん、チキ
ンブイヨン(鶏)、花かつお、
料理酒

揚げ油

ホキ、甘口白みそ（大豆）

12月の食育の取り組み

宮森小学校 5年生

「五大栄養素について知ろう」

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



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

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
その他調味料など 揚げ油

牛乳

ごはん

8 根菜汁

(火) 千草焼き

こんにゃくの甘辛いため

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 15.2 g 炭水化物 80.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 29.4 g 脂質 18.6 g 炭水化物 109 g

牛乳

麦ごはん　

9 キムチチゲ

(水) 豆腐しゅうまい

チンゲン菜の香り漬け

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal たんぱく質 21 g 脂質 15.2 g 炭水化物 78 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 679 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 16.3 g 炭水化物 104.3 g

牛乳

きのこのペペロンチーノ

10 てりやきチキン

(木) ごまじゃこサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 20.6 g 炭水化物 58.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 631 kcal たんぱく質 28.8 g 脂質 23.9 g 炭水化物 72.3 g

牛乳

ごはん

11 だいこんのそぼろ煮

(金) もち入りきんとん

手づくりふりかけ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 20 g 炭水化物 80.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 789 kcal たんぱく質 30.2 g 脂質 17.8 g 炭水化物 108.1 g

牛乳

ごはん

15 みそ汁

(火) 豚肉のしょうが焼き

お豆たっぷりとろみ炒め

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 641 kcal たんぱく質 30.9 g 脂質 21.6 g 炭水化物 76.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 823 kcal たんぱく質 38.4 g 脂質 25.8 g 炭水化物 103.9 g

牛乳

２色あげパン 揚げ油①

16 ポトフ

(水) ごぼうサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal たんぱく質 19.9 g 脂質 23.4 g 炭水化物 72.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 699 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 28.5 g 炭水化物 85.8 g

鶏肉、無添加ウインナー
（豚）

じゃがいも、大豆油
しめじ、たまねぎ、にん
じん、はくさい、ブロッ
コリー、にんにく

ぬちまーす、チキンブイヨ
ン（鶏）、鶏がら（鶏・
卵）、料理酒、しょうゆ
（小麦・大豆）

チーズ（乳）
きゅうり、ごぼう、にん
じん

こしょう、ノンエッグマヨネーズ
（大豆・りんご）、しょうゆ（小
麦・大豆）

牛乳

きな粉（大豆）
はったい粉、三温糖、大豆
油、粉末黒糖、なかよしパ
ン（小麦・乳・大豆）

ココア

厚揚げ（大豆）、大豆
、豚肉

でん粉、三温糖、大豆油
キャベツ、たまねぎ、に
んじん、もやし

ぬちまーす、みりん、花かつお、
料理酒、しょうゆ（小麦・大豆）

鶏肉、赤みそ（大豆）、麦みそ
（大豆）、油揚げ（大豆） 大豆油

キャベツ、たまねぎ、に
んじん

花かつお、料理酒

豚肉 三温糖 しょうが
みりん、しょうゆ（小
麦・大豆）、料理酒

米

きざみのり、しらす（え
び・かに）、糸けずり

ごま、三温糖
しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす

あお豆（大豆）、こんにゃ
く、だいこん、にんじん、
しいたけ

ぬちまーす、みりん、花か
つお、料理酒、しょうゆ
（小麦・大豆）

白花豆＆白いんげん豆
ペースト、牛乳

紅イモ、三温糖、白玉だ
んご、バター（乳）

牛乳

米

くだもの

みりん、しょうゆ（小
麦・大豆）、料理酒

しらす（えび・かに） ごま油、三温糖、ごま
キャベツ、きゅうり、に
んじん、もやし

ぬちまーす、酢（小麦）、
しょうゆ（小麦・大豆）

無添加ベーコン（豚・大
豆）

オリーブ油、スパゲッ
ティ（小麦）、大豆油

えのきたけ、しめじ、たま
ねぎ、にんじん、ブロッコ
リー、マッシュルーム、に
んにく

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、とうがらし、
ぬちまーす、チキンブイヨ
ン（鶏）、白ワイン

こんにゃく、さやいんげ
ん、たまねぎ、にんじ
ん、しょうが、にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、みりん、花か
つお、七味唐辛子（ご
ま）、料理酒

ごま油、三温糖、ごま
キャベツ、チンゲンサ
イ、にんじん、もやし

酢（小麦）、しょうゆ
（小麦・大豆）

しめじ、だいこん、に
ら、にんじん、白ねぎ、
白菜キムチ（大豆）

キムチの素（大豆）、ぬ
ちまーす、花かつお、料
理酒、しょうゆ（小麦・
大豆）

豆腐しゅうまい（小麦・
大豆）

米

牛乳

赤みそ(大豆）、豚肉、
麦みそ(大豆）

さつまいも、じゃがい
も、大豆油

しめじ、だいこん、にん
じん、こまつな

花かつお、料理酒

鏡
開
き

米、麦

鶏肉 三温糖 しょうが

牛乳

牛肉 大豆油

豚肉、木綿豆腐(大豆） 大豆油

牛乳

鶏肉、厚揚げ（大豆）、大
豆たんぱく（大豆）、豚肉

三温糖、大豆油、でん粉

牛乳

千草焼き（卵・乳・小
麦・大豆・鶏）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

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
その他調味料など 揚げ油

牛乳

チャーハン

17 魚のピリ辛焼き

(木) かみかみ中華和え

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 14.9 g 炭水化物 78.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 697 kcal たんぱく質 34.6 g 脂質 17.8 g 炭水化物 96.8 g

牛乳

カレーうどん

18 じゃがベーコン

(金) アーモンドカル
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 428 kcal たんぱく質 19.9 g 脂質 17.6 g 炭水化物 46.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal たんぱく質 23.5 g 脂質 20.4 g 炭水化物 57.1 g

牛乳
ごはん　

21 肉

(月) ナムル

わかめスープ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal たんぱく質 20.4 g 脂質 15.1 g 炭水化物 78.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 694 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 17.9 g 炭水化物 103.8 g

牛乳

ぬちまーすごはん

22 豚肉のみそ煮

(火) ししゃもフリッター 揚げ油②

ほうれん草の和え物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 18.9 g 炭水化物 82 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 756 kcal たんぱく質 27.7 g 脂質 21.5 g 炭水化物 109.5 g

牛乳

バーガーパン

23 ハンバーグ

(水) ビーンズスープ

ブロッコリーとコーンのソテー

チーズ大福

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 19.9 g 炭水化物 78.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 737 kcal たんぱく質 32 g 脂質 24.2 g 炭水化物 92.7 g

牛乳
ごはん

24 ソーキのにつけ

(木) さばのぬちまーす焼き
くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 17.5 g 炭水化物 85.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 728 kcal たんぱく質 30.5 g 脂質 20.1 g 炭水化物 105.9 g

くだもの

結び昆布、厚揚げ（大
豆）、豚ソーキ

三温糖
こんにゃく、さやいんげ
ん、とうがん、にんじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、みり
ん、花かつお、料理酒

さば ぬちまーす

牛乳
米

無添加ウインナー（豚） 大豆油
コーン、たまねぎ、にん
じん、ブロッコリー

こしょう、ぬちまーす、
しょうゆ（小麦・大豆）

チーズ大福（乳・大豆）

レッドキドニー、鶏肉、
白いんげん豆

三温糖、大豆油
キャベツ、コーン、しめ
じ、たまねぎ、トマト
缶、にんじん、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（卵・鶏）、料理酒、ト
マトピューレ

ハンバーグ（小麦・大
豆・鶏・豚）

牛乳

バーガーパン（小麦・
乳・大豆）

ごま、ごま油
きくらげ、こまつな、に
んじん、もやし

ぬちまーす、しょうゆ
（小麦・大豆）

牛肉、豚肉 三温糖、大豆油
たけのこ、たまねぎ、にん
じん、赤ピーマン、しょう
が、にんにく

みりん、しょうゆ（小
麦・大豆）、料理酒、豆
板醤（大豆）

ごま、三温糖
キャベツ、にんじん、ほ
うれんそう、もやし

酢（小麦）、しょうゆ
（小麦・大豆）

赤みそ（大豆）、竹輪
（大豆）、豚肉、白みそ
（大豆）

じゃがいも、三温糖、大
豆油

あお豆（大豆）、こんにゃ
く、しいたけ、だいこん、
たまねぎ、にんじん、れん
こん、にんにく

みりん、花かつお、しょ
うゆ（小麦・大豆）、料
理酒

子持ちししゃもフリッター
（小麦）

大豆油

牛乳

米 ぬちまーす

くだもの

無添加ベーコン（豚・大
豆）

じゃがいも、大豆油
たまねぎ、にんにくの
芽、にんにく

こしょう、ぬちまーす

アーモンドカル（ごま）

わかめ、豆腐（大豆） にんじん、しいたけ
こしょう、ぬちまーす、花かつ
お、しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

米

牛乳

なると（大豆）、豚肉、
油揚げ（大豆）

大豆油、うどん（小麦）
きくらげ、しいたけ、たま
ねぎ、チンゲンサイ、にん
じん、白ねぎ、にんにく

ウスターソース、しょうゆ（小
麦・大豆）、ポークブイヨン
（鶏・豚）、みりん、花かつお、
カレー粉、カレールウ（小麦・大
豆・鶏・牛）、料理酒

牛乳

豚肉、錦糸卵 こめ油、米
きくらげ、グリンピース、
たけのこ、たまねぎ、にん
じん、しいたけ、にんにく

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまーす、
ポークブイヨン（鶏・
豚）、料理酒、中華の素
（小麦・乳・大豆・鶏・
豚・牛）

くだもの

まぐろ 三温糖 にんにく、しょうが
四川豆板醤（大豆）、しょ
うゆ（小麦・大豆）、料理
酒

くきわかめ、無添加ハム
（豚・大豆・鶏）

ごま油、三温糖、ごま
きゅうり、にんじん、もや
し

酢（小麦）、しょうゆ
（小麦・大豆）

学
校
給
食
週
間

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

ビ
ビ
ン
バ
丼



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

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
その他調味料など 揚げ油

牛乳
ごはん

25 ミート

チーズ
キャベツ

(金) アーサのすまし汁

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 655 kcal たんぱく質 32 g 脂質 21.8 g 炭水化物 83.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 842 kcal たんぱく質 40.5 g 脂質 25.5 g 炭水化物 110.7 g

牛乳

麺

汁

28 からしな炒め

(月) くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 21.4 g 炭水化物 62.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 673 kcal たんぱく質 32.1 g 脂質 25.1 g 炭水化物 75.9 g

牛乳
黒糖パン

29 黄金芋のクリームスープ

(火) くるま麩のナゲット

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 597 kcal たんぱく質 24 g 脂質 16.2 g 炭水化物 86.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 715 kcal たんぱく質 29.2 g 脂質 18.9 g 炭水化物 104.2 g

牛乳

ぼろぼろじゅーしー

30 グルクンのから揚げ 揚げ油③

(水) ミミガーのあえもの

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 19.2 g 炭水化物 54.6 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 621 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 24.8 g 炭水化物 68.8 g

牛乳

ごはん

31 ビーフンスープ

(木) 回鍋肉

くるみと小魚のごまがらめ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal たんぱく質 23.3 g 脂質 18 g 炭水化物 77 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 715 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 19.5 g 炭水化物 103.9 g

牛乳

米

カエリ（えび・かに）
アーモンド、くるみ、ご
ま、三温糖、水あめ

しょうゆ（小麦・大豆）

鶏肉 大豆油、ビーフン
きくらげ、にんじん、は
くさい、白ねぎ、しょう
が

こしょう、ぬちまーす、鶏
がら（卵・鶏）、しょうゆ
（小麦・大豆）、料理酒

豚肉 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、
しょうが、にんにく

甜麺醤（大豆・小麦）、みりん、
料理酒、しょうゆ（小麦・大
豆）、豆板醤（大豆）

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

ミミガー（豚）、白みそ
（大豆）

三温糖、ねりごま きゅうり、もやし 酢（小麦）

牛乳

豚肉、油揚げ（大豆） 麦、大豆油、米
えのきたけ、こまつな、
にんじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、ポー
クブイヨン（鶏・豚）、
花かつお、料理酒

牛乳
黒糖パン（小麦・乳・大
豆）

ごま、三温糖
キャベツ、コーン、シー
クヮーサー、にんじん、ブ
ロッコリー

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、酢
（小麦）

鶏肉、脱脂粉乳（乳）、白
花豆ペースト

さつまいも、黄金芋、大
豆油

コーン、たまねぎ、にんじ
ん、パセリ

こしょう、ぬちまーす、ローリ
エ、鶏がら（卵・鶏）、白ワイ
ン、ホワイトルウ（小麦・乳・大
豆・牛・鶏・豚）

くるま麩のナゲット（小
麦・鶏・大豆）

鶏卵、豚肉 大豆油、麩（小麦）
からしな、キャベツ、に
んじん、もやし

ぬちまーす、しょうゆ（小麦・大
豆）、料理酒

くだもの

牛乳

かまぼこ（大豆）、豚肉 大豆油 しょうが、青ねぎ
ぬちまーす、花かつお、豚
がら、しょうゆ（小麦・大
豆）、料理酒

くだもの

大豆、牛肉、大豆たんぱ
く（大豆）、豚レバー、
豚肉

大豆油
たまねぎ、にんじん、ピー
マン、にんにく

ウスターソース、こしょ
う、チリソース、チリパウ
ダー、ケチャップ、ぬち
まーす、パプリカ粉、ポー
クブイヨン（豚・鶏）、料
理酒、クミンパウダー、ト
マトピューレ

鶏肉、アーサ（えび・か
に）、豆腐（大豆）

大豆油
えのきたけ、しょうが、
にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、花かつお、料
理酒

牛乳

米

キャベツ

学
校
給
食
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間

学
校
給
食
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間

学
校
給
食
週
間

学
校
給
食
週
間

沖縄そば（小麦・大豆）

チーズ（乳）

沖
縄
そ
ば

タ
コ
ラ
イ
ス

給食費について・・・
保護者のみなさまに負担していただく給食費は、食材材料費のみでそれ以外の人件費

や施設・設備にかかる経費は含みません。これからも子どもたちへの栄養バランスの

とれたおいしい給食を提供していきたいと思いますので、ご理解とご協力のほど、

よろしくお願いします。


