
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

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

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

うるま市石川学校給食センター
電話：965-3150 FAX：965-3282

～食物アレルギーはありませんか？～

うるま市の給食センターでは飲料用の牛乳の除去の

みに対応しています。

食物アレルギーをもつ児童生徒に対しては、各家庭

で献立表を確認してもらったうえで弁当を持参する

など、各家庭や学校の協力を得ながら児童生徒に合

わせた対応を行っています。

ご理解・ご協力よろしくお願いします。
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★牛乳

黒米ごはん

9 中身汁

(火)

千切りイリチー

★祝い大福

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 11 g 炭水化物 97.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 727 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 11.9 g 炭水化物 123.6 g

★牛乳

パン

ハンバーグ

チーズ

(水) 春キャベツの麦スープ

野菜スクランブル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 27.9 g 炭水化物 58.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 754 kcal たんぱく質 35.3 g 脂質 32.8 g 炭水化物 77.5 g

★牛乳

★ごはん

11 肉じゃが

(木) ★納豆みそ

★やきのり

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 15.5 g 炭水化物 90.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 776 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 17.6 g 炭水化物 120 g

★牛乳

めん

12 汁

豚肉と野菜の
オイスターソース炒め

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 15 g 炭水化物 67.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 628 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 17.6 g 炭水化物 86.6 g

牛乳

15 カレーうどん

(月) じゃがいものベーコン炒め

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 459 kcal たんぱく質 18.8 g 脂質 17.3 g 炭水化物 57 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal たんぱく質 21.5 g 脂質 20.5 g 炭水化物 69.4 g

入
学
・
進
級
お
め
で
と
う
献
立

(金)
豚肉

牛乳

くだもの

牛乳

なると（大豆）、豚肉、
油揚げ（大豆）

うどん（小麦）、大豆油

きくらげ、椎茸、たまね
ぎ、チンゲン菜、にんじ
ん、白菜、白ねぎ、にん
にく

カレー粉、カレールウ（小
麦・大豆・鶏・牛）、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、酒

でん粉、大豆油

たけのこ、たまねぎ、チ
ンゲン菜、にんじん、白
菜、ピーマン、椎茸、に
んにく、くわい

オイスターソース、しょ
うゆ（小麦・大豆）、
ポークブイヨン（鶏・
豚）、みりん、酒

くだもの

無添加ベーコン（豚）
じゃがいも、マーガリン
（乳・大豆・豚）

たまねぎ、にんにく、乾
燥パセリ

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまーす

なると（大豆）、赤みそ
（大豆）、豚肉、赤だし
（大豆・さば・鶏）

大豆油

きくらげ、キャベツ、
コーン、にんじん、もや
し、白ねぎ、にんにく、
しょうが

豆板醤（大豆）、甜麺醤
（大豆・小麦）、こしょ
う、ぬちまーす、豚がら、
酒、中華の素（小麦・乳・
大豆・鶏・豚・牛）

やきのり

くだもの

中華めん（小麦・大豆）

豚肉、挽きわり納豆（大
豆）、麦みそ（大豆）、
糸けずり

三温糖、大豆油 青ねぎ、しょうが みりん、酒

牛乳

米

鶏肉、無添加ウインナー
（豚）

おし麦、大豆油
キャベツ、セロリ、たま
ねぎ、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、ローリエ、鶏がら
（鶏・卵）、酒

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、にんにく

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまー
す、酒

豚肉、油揚げ（大豆） じゃがいも、大豆油
いんげん、しらたき、
しょうが、たまねぎ、に
んじん、椎茸、にんにく

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、みり
ん、花かつお、酒

牛乳

バーガーパン（小麦・
乳・大豆）

祝大福（大豆）

昆布、カステラかまぼこ
（大豆）、豚肉

三温糖、大豆油
こんにゃく、いんげん、
切干大根、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）、
みりん、花かつお、酒

牛乳

米、黒米

中身、豚肉 大豆油
こんにゃく、しいたけ、
しょうが、青ねぎ

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、花か
つお、酒

10

※小学校新１年生は、４月９日（火）～１２日（金）までは、補食給食となります。★がついた献立のみ提供します。

ハンバーグ（小麦・大
豆・鶏・豚）

チーズ（乳）

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

★
セルフ

チーズ

バーガー

★
みそ

ラーメン



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　

16 アーサ入りゆし豆腐汁

(火) さばのぬちまーす焼き

フーチャンプルー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 664 kcal たんぱく質 32.3 g 脂質 23.2 g 炭水化物 78.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 846 kcal たんぱく質 39.1 g 脂質 27.7 g 炭水化物 105.9 g

牛乳

17 キムタクチャ－ハン

揚げ餃子

バンウースー

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal たんぱく質 16.8 g 脂質 19.9 g 炭水化物 80.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 773 kcal たんぱく質 21.5 g 脂質 27.8 g 炭水化物 105.8 g

牛乳

黒糖パン

18 キャベツのクリーム煮

(木) 魚の花園焼き

アーモンド

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 758 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 31.1 g 炭水化物 86.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 892 kcal たんぱく質 36.2 g 脂質 35.5 g 炭水化物 105 g

牛乳

ゆかりごはん

19 具だくさんみそ汁

(金) 豚肉の生姜焼き

きんぴらごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 13.7 g 炭水化物 78.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 732 kcal たんぱく質 35.3 g 脂質 15.8 g 炭水化物 106.4 g

牛乳

ごはん

22 ハヤシライス

(月) 枝豆

フルーツ白玉

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 666 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 19.8 g 炭水化物 97 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 849 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 23 g 炭水化物 129.7 g

欠
食
：
宮
森
小
・
幼

(水)

牛乳

厚揚げ（大豆）、赤みそ
（大豆）、麦みそ（大
豆）

牛乳

餃子（小麦・大豆・ご
ま・豚）

牛乳

丹波黒豆（大豆）、カラ
フルボール（大豆）

シークヮーサー、パイン
缶、フルーツカクテル缶
（もも）、みかん缶、も
も缶

牛肉
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

ハヤシライスルウ（小麦・
牛・大豆）、デミグラス
ソース（小麦・鶏）、こ
しょう、ケチャップ、とん
かつソース（りんご）、ぬ
ちまーす、酒、豚ガラ

枝豆（大豆） ぬちまーす

米

豚肉、油揚げ（大豆） 三温糖、大豆油
ごぼう、こんにゃく、い
んげん、にんじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、みり
ん、花かつお、七味唐辛
子（ごま）、酒

じゃがいも
こまつな、たまねぎ、に
んじん、はくさい

花かつお

豚肉 三温糖 生姜
しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、酒

牛乳

米 ゆかり

アーモンド

鶏肉、白いんげん豆、脱
脂粉乳、白花豆ペースト

じゃがいも、小麦粉、大
豆油

いんげん、キャベツ、
コーン、たまねぎ、にん
じん、マッシュルーム

ホワイトルウ（小麦・
乳・大豆・鶏・牛）こ
しょう、ぬちまーす、
ローリエ、鶏がら（鶏・
卵）、白ワイン

ホキ
黄ピーマン、赤ピーマ
ン、乾燥パセリ

こしょう、ぬちまーす、
ノンエッグマヨ（大豆・
りんご）

黒糖パン（小麦・乳・大豆）

くだもの

大豆油

無添加ハム（豚・大豆・
鶏）

三温糖、春雨
きゅうり、にんじん、も
やし

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、酢
（小麦）

牛乳

豚肉 こめ油、米

きくらげ、グリンピー
ス、たまねぎ、にんじ
ん、椎茸、白菜キムチ
（大豆）、にんにく、た
くあん（小麦・大豆）

キムチの素（大豆）、ぬ
ちまーす、パプリカ粉、
ポークブイヨン（鶏・
豚）、花かつお、酒、
しょうゆ（小麦・大豆）

米、麦

豚肉、鶏卵 麩（小麦）、大豆油
キャベツ、たまねぎ、に
ら、にんじん

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまー
す、酒

ゆし豆腐（大豆）、アー
サ（エビ・カニ）、白み
そ（大豆）、麦みそ（大
豆）

花かつお

さば ぬちまーす

揚げ油①

（大豆）



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

23 五目鶏めし

(火) 五目揚げ豆腐

ちくわと野菜のあえもの

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 626 kcal たんぱく質 21.1 g 脂質 24.3 g 炭水化物 78.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 805 kcal たんぱく質 26.7 g 脂質 32 g 炭水化物 99.6 g

牛乳

きのことトマトの
スパゲティー

ほうれん草オムレツ

(水) コールスローのナッツ
のサラダ

ヨーグルト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal たんぱく質 20.7 g 脂質 22.9 g 炭水化物 58 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 662 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 27.9 g 炭水化物 74.8 g

牛乳

ごはん

25 厚揚げの中華煮

(木) きびなごの甘辛揚げ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 15.6 g 炭水化物 76.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 717 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 18.3 g 炭水化物 104 g

牛乳

ぬちまーすごはん

26 もずくのみそ汁

(金) パパイヤチャンプルー

手づくり黒糖アガラサー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal たんぱく質 19.9 g 脂質 13.5 g 炭水化物 88.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 15.3 g 炭水化物 119.3 g

24

欠
食
：
伊
波
小
・
幼
、

宮
森
小
・
幼

牛乳

牛乳

厚揚げ（大豆）、豚肉

ヨーグルト（乳）

牛乳

五目揚げ豆腐（小麦・大
豆・豚・さけ）

粉黒糖、強力粉（小麦） ベーキングパウダー、重曹

もずく（エビ・カニ）、
白みそ（大豆）、油揚げ
（大豆）、麦みそ（大
豆）

えのきたけ、たまねぎ、
にんじん、青ねぎ

ぬちまーす、花かつお

厚揚げ（大豆）、ツナ
（大豆）

大豆油
にら、にんじん、パパイ
ヤ

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまー
す、花かつお

米 ぬちまーす

くだもの

大豆油、でん粉

きくらげ、しいたけ、た
けのこ、たまねぎ、チン
ゲン菜、にんじん、白
菜、にんにく、生姜

豆板醤（大豆）、しょうゆ（小
麦・大豆）、オイスターソース、
ぬちまーす、ポークブイヨン
（鶏・豚）、中華の素（小麦・
乳・大豆・鶏・豚・牛）、酒

きびなご
ごま、小麦粉、でん粉、
三温糖、大豆油

みりん、七味唐辛子（ご
ま）、しょうゆ（小麦・
大豆）

牛乳

米

ほうれん草オムレ（卵・小麦・大
豆・豚・鶏・ゼラチン）

アーモンド
キャベツ、きゅうり、
コーン、にんじん

こしょう、ノンエッグマヨ
（大豆・りんご）、コール
スロー（卵・大豆）

無添加ベーコン（豚）
スパゲティ（小麦）、三
温糖、大豆油

アスパラ、エリンギ、し
めじ、たまねぎ、トマト
缶、にんじん、マッシュ
ルーム、にんにく

ウスターソース、こしょ
う、トマトピューレ、ケ
チャップ、ぬちまーす、赤
ワイン、ポークブイヨン
（鶏・豚）

くだもの

大豆油

ちくわ（大豆） ごま、ごま油、三温糖
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）

牛乳

鶏肉、油揚げ（大豆） こめ油、米
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、ポー
クブイヨン（鶏・豚）、
みりん、花かつお、酒

平成３１年４月より給食費が改定します。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。

中学校給食費 月額5,000円

小学校給食費 月額4,500円

幼稚園預かり 月額2,200円

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。

揚げ油②

（大豆・小麦・ごま・豚）

揚げ油③

（大豆・

小麦・

ごま・豚

・さけ）


