
TEL: FAX: 965-3282

うるま市立石川学校給食センター

965-3150

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、上記の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

～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。

ご入学・ご進級おめでとうございます！

いよいよ新年度が始まります。新入生のみなさんも、在校生のみなさんも、これから

始まる新しい生活に期待と不安が入り混じっていることと思います。

楽しい学校生活を送るためには、健康第一です！

早寝早起きを心がけ、朝ごはんをしっかり食べて登校するようにしましょう。
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★牛乳

黒米ごはん

8 中身汁

(水) 千切りイリチー

★祝大福

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 10.8 g 炭水化物 97.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 11.9 g 炭水化物 123.5 g

★牛乳

バーガーパン

ハンバーグ

スライスチーズ

(木) 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 651 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 28.5 g 炭水化物 65.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 758 kcal たんぱく質 35.6 g 脂質 33 g 炭水化物 77.3 g

★牛乳

★麦ごはん　

10 肉じゃが

(金) ★納豆みそ

★焼きのり

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 643 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 15.1 g 炭水化物 98 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 829 kcal たんぱく質 33.9 g 脂質 17.5 g 炭水化物 132.6 g

★牛乳

13 ★カレーうどん

枝豆

じゃがいものベーコン炒め

型抜きレアチーズ（イチゴ）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal たんぱく質 20.6 g 脂質 21.3 g 炭水化物 50 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal たんぱく質 25 g 脂質 24.3 g 炭水化物 62.7 g

日 献立名
赤の食品 黄の食品

牛乳

黒米、米

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

牛乳

バーガーパン（乳・小
麦・大豆）

ハンバーグ（大豆・豚・
鶏）

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 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

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

祝大福（大豆）

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、ポー
クブイヨン（鶏・豚）、
花かつお、酒

昆布、豚肉、カステラか
まぼこ（大豆）

三温糖、大豆油
こんにゃく、いんげん、
にんじん、切干大根

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

緑の食品
その他調味料など

チーズ（乳）

鶏肉、無添加ウインナー
（豚）

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
（卵・鶏）、酒

豚肉、油揚げ（大豆）
じゃがいも、しらたき、
三温糖、大豆油

いんげん、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、酒、花かつお

糸けずり、豚肉、ひきわ
り納豆（大豆）、麦みそ
（大豆）

三温糖、大豆油 青ねぎ、しょうが みりん、酒

牛乳

米、麦

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、こまつな、し
めじ、たまねぎ、にんじ
ん、椎茸、白ねぎ、にん
にく

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）、ぬちまー
す、ポークブイヨン
（鶏・豚）、みりん、花
かつお、酒、カレー粉

のり

くだもの

レアチーズ（乳）

枝豆（大豆） ぬちまーす

無添加ベーコン（豚）
じゃがいも、マーガリン
（乳・大豆）

たまねぎ、ピーマン、赤
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

欠
食

※小学校新１年生は、４月８日（水）～１３日（月）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。
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(月)

セルフ

チーズ

バーガー

★



日 献立名
赤の食品 黄の食品

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

緑の食品
その他調味料など

欠
食

牛乳

ごはん

14 タコミート

ゆでキャベツ

チーズ

肉団子スープ

アーモンド

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 701 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 27.5 g 炭水化物 81.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 921 kcal たんぱく質 38.9 g 脂質 34.9 g 炭水化物 110.3 g

牛乳

中華おこわ

揚げ餃子

(水) バンウースー

フルーツ杏仁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal たんぱく質 19.2 g 脂質 23.5 g 炭水化物 82.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 813 kcal たんぱく質 23.5 g 脂質 30.7 g 炭水化物 105.2 g

牛乳

あみ胚芽パン

16 キャベツのクリーム煮

(木) チキンのバジル焼き

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 29 g 炭水化物 85.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 871 kcal たんぱく質 35.1 g 脂質 34 g 炭水化物 103.5 g

牛乳

ぬちまーすごはん

17 大根のンブシー

(金) 鰆のごま風味焼き

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 21.6 g 炭水化物 89.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 844 kcal たんぱく質 35.6 g 脂質 25.8 g 炭水化物 120.8 g

牛乳

もちきびごはん

20 ゆし豆腐汁

(月) マグロフライ

人参シリシリー（卵入り）

うまかってん

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 693 kcal たんぱく質 34 g 脂質 22 g 炭水化物 86.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 893 kcal たんぱく質 42.2 g 脂質 26.8 g 炭水化物 116.3 g

牛乳

五目鶏めし

千草焼き

(火) 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 581 kcal たんぱく質 22.4 g 脂質 19.5 g 炭水化物 76.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 735 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 24.7 g 炭水化物 96.8 g
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15

牛乳

チーズ（乳）

きゃべつ

アーモンド

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、トマトピューレ、ぬちまー
す、クミンパウダー、パプリカ
粉、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、酒

肉だんご（大豆・豚・
鶏）

春雨
たけのこ、たまねぎ、にん
じん、はくさい、椎茸、白
ねぎ、しょうが

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、鶏がら（卵・
鶏）

餃子（小麦・大豆・豚・ごま） 大豆油

無添加ハム（豚・大豆・鶏）
ごま、ごま油、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、油揚げ（大豆） こめ油、もち米、米
しめじ、たけのこ、にん
じん、あお豆（大豆）

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏）、花かつお、酒

牛乳

あみ胚芽パン（小麦・乳・大豆）

フルーツ杏仁（大豆・もも・りんご）

くだもの

鶏肉、白いんげん豆、脱
脂粉乳、白花豆ペース
ト、生クリーム（乳）

じゃがいも、大豆油、小
麦粉

キャベツ、コーン、たま
ねぎ、にんじん、マッ
シュルーム、いんげん

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（卵・鶏）、ワ
イン

鶏肉 乾バジル
バジルソース（小麦・大
豆）、こしょう、ぬち
まーす

昆布、厚揚げ（大豆）、豚
肉、白みそ（大豆）、麦み
そ（大豆）、無添加ポーク
（鶏・豚）

三温糖、大豆油
こまつな、だいこん、に
んじん

ぬちまーす、みりん、花
かつお、酒

さわら ごま、三温糖 みりん、酒、しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

米 ぬちまーす

牛乳

もちきび、米

くだもの

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）、こしょう

うまかってん（小麦・大豆・ごま）

ゆし豆腐（大豆）、白みそ
（大豆）、麦みそ（大豆）

青ねぎ 花かつお

マグロフライ（小麦・大豆） 大豆油

千草焼き（小麦・卵・
乳・大豆・鶏）

しらす（えび・かに）、
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）

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

くだもの

米

(火)

⒚
日
は
、

食
育
の
日

タ
コ
ラ
イ
ス

揚げ油①（大豆・小麦・豚・ごま）

揚げ油②（大豆・小麦・豚・ごま）



日 献立名
赤の食品 黄の食品

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

緑の食品
その他調味料など

欠
食

牛乳

黒糖パン

22 ABCスープ

(水) 鮭のマヨネーズ焼き

アスパラときのこのソテー

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく質 31.7 g 脂質 24.9 g 炭水化物 81.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 811 kcal たんぱく質 38.3 g 脂質 29.4 g 炭水化物 97.4 g

牛乳

五穀ごはん

中華コーンスープ

シュウマイ

(木) 厚揚げの豚キムチ炒め

ごまなしミニフィッシュ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 624 kcal たんぱく質 22.4 g 脂質 20.5 g 炭水化物 83 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 828 kcal たんぱく質 28.3 g 脂質 26 g 炭水化物 114.8 g

牛乳

ごはん

24 ハヤシライス

(金) チーズオムレツ

フルーツ白玉

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 707 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 21.9 g 炭水化物 99 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 921 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 27.2 g 炭水化物 133.5 g

牛乳

麦ごはん　

27 豚汁

小いわしの梅香り揚げ

ひじき入りきんぴらごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 17.9 g 炭水化物 84.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 789 kcal たんぱく質 31.8 g 脂質 20.9 g 炭水化物 113.4 g

牛乳

スパゲティーナポリタン

豆とポテトのカップ焼き

(火) コールスローサラダ（ナッツ入り）

ヨーグルト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 28.1 g 炭水化物 67.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 765 kcal たんぱく質 27 g 脂質 34.7 g 炭水化物 84.2 g

牛乳

もちきびごはん

30 厚揚げの中華煮

(木) さばのピリ辛焼き

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 632 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 21.2 g 炭水化物 79.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 808 kcal たんぱく質 34.7 g 脂質 25.1 g 炭水化物 106.9 g

牛乳

黒糖パン（小麦・乳・大豆）

無添加ベーコン（豚） 大豆油
アスパラ、コーン、しめ
じ、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

くだもの

レッドキドニー、鶏肉、
無添加ベーコン（豚）

ABCマカロニ（小
麦）、三温糖、大豆油

あお豆（大豆）、キャベ
ツ、コーン、たまねぎ、
トマト、にんじん、にん
にく

しょうゆ（小麦・大豆）、ウス
ターソース、こしょう、ケチャッ
プ、トマトピューレ、ぬちまー
す、ローリエ、鶏がら（卵・
鶏）、ワイン

チーズ（乳）、鮭
たまねぎ、赤ピーマン、
乾パセリ

ノンエッグマヨ（大豆）

鶏卵、豆腐（大豆）、無
添加ハム（豚・大豆・
鶏）

大豆油、でん粉
コーン、チンゲンサイ、
にんじん、はくさい

こしょう、ぬちまーす、鶏
がら（卵・鶏）、酒、しょ
うゆ（小麦・大豆）

シュウマイ（豚・乳・小麦・大豆）

牛乳

米、五穀米

牛乳

米

厚揚げ（大豆）、豚肉 でん粉、大豆油

きくらげ、キャベツ、たま
ねぎ、にら、にんじん、白
菜キムチ（大豆・小麦）、
にんにく

キムチの素（大豆）、しょ
うゆ（小麦・大豆）、ポー
クブイヨン（鶏・豚）、み
りん、酒

ごまなしミニフィッシュ

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

牛肉
こめ油、じゃがいも、大
豆油、小麦粉

たまねぎ、トマト、にん
じん、ピーマン、マッ
シュルーム、にんにく

こしょう、デミグラスソース（小
麦・鶏）、ケチャップ、とんかつ
ソース （りんご）、ぬちまー
す、酒、ハヤシライスルウ（小
麦・大豆・牛）、豚がら

オムレツ（乳・卵・小麦・大豆）

赤みそ（大豆）、豚肉、油揚げ
（大豆）、麦みそ（大豆） 大豆油、里芋

ごぼう、こんにゃく、大
根、にんじん、白ねぎ

花かつお、酒

小いわし梅香り揚げ（小麦） 大豆油

牛乳

米、麦

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、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、トマトピューレ、ケ
チャップ、ぬちまーす、ﾎﾟｰ
ｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、ワイン

ちきあぎ（大豆）、ひじ
き、鶏肉 ごま、ごま油、三温糖、

大豆油
ごぼう、にら、にんじ
ん、しょうが

しょうゆ（小麦・大豆）、
みりん、花かつお、七味唐
辛子（ごま）、酒

もちきび、米

ヨーグルト（乳）

チーズ（乳）、大豆 フレンチポテト あお豆（大豆）、コーン
ノンエッグマヨ（大豆）、ホワイ
トソース （小麦・乳・大豆）

アーモンド
キャベツ、きゅうり、
コーン、にんじん

ノンエッグマヨ（大豆）、コール
スロードレ（卵・大豆）、こしょ
う、ぬちまーす

くだもの

厚揚げ（大豆）、豚肉 ごま油、大豆油、でん粉

きくらげ、椎茸、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

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

さば 三温糖 しょうが、にんにく
しょうゆ（小麦・大豆）、
酒、豆板醤（大豆）

牛乳

23

(月)

欠
食
：
宮
森
小
・
幼

28
欠
食
：
伊
波
小
・
幼

さ
と
う
き
び
の
日

揚げ油③（大豆・小麦・豚・ごま）


