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献立名
黄（き）の食品 赤（あか）の食品 緑（みどり）の食品

エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える
炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン類

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

うるま市立石川学校給食センター

965-3150

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

長かった休校があけ、学校が再開となりました。子ども達の様子はいかがでしょうか？

給食センターでも、この日を待ち遠しく感じていました。今年度も一生懸命給食作りを行いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。長期の休みは、不規則な生活になりがちです。

これから学校生活が始まりますので朝食をしっかり食べ、早寝、早起きを心がけましょう！

２ アレルギー表示について

★詳細献立では、食品名の（ ）内にアレルゲンを記入しています。

アレルギーは、表示義務食品・推奨食品 あわせて ２8 品目を表示しています。

食品表示表の一部改正により、特定原材料に準ずるもの（推奨表示）に「アーモンド」が追加になりました。

5月の献立表より順次対応させていただきます。

※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・アーモンド

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨

※今月より、献立表のリニューアル点が2ヶ所(献立表の表示欄と

アレルギー表示）あります。ご確認をよろしくお願いします。
１ 給食に使われる食品の体内での主な働きの表示欄が変わります。

～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。

少しずつでも、

ステップ

アップ♪

お
し
ら
せ

チェック！



牛乳

黒米ごはん

8 中身汁

(金) 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 572 kcal たんぱく質 18.9 g 脂質 10.4 g 炭水化物 96.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 705 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 11.5 g 炭水化物 122.7 g

牛乳

あげパン

11 ミネストローネ

(月) キャベツとコーンのサラダ

チーズ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 22.2 g 炭水化物 71.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 693 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 27.3 g 炭水化物 84.4 g

牛乳

麦ごはん　

12 冬瓜のカレー煮

千草焼き

おかか和え

アセロラゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 660 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 18.9 g 炭水化物 95.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 856 kcal たんぱく質 32.9 g 脂質 23.4 g 炭水化物 125.9 g

牛乳

ゆかりごはん

13 根菜のみそ汁

豚肉の生姜焼き

パパイヤイリチー

型抜きレアチーズ（いちご）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 18 g 炭水化物 80.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 778 kcal たんぱく質 34.1 g 脂質 20.4 g 炭水化物 108.9 g

牛乳

キムチチャーハン

シュウマイ

(木)
山菜の中華あえ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんぱく質 17.8 g 脂質 21 g 炭水化物 83.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 789 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 27.5 g 炭水化物 109 g
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大豆油 中身、豚肉
こんにゃく、椎茸、しょ
うが、青ねぎ

牛乳

チーズ（乳）

じゃがいも、大豆油、で
ん粉

揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン類
日 献立名

黄（き）の食品 赤（あか）の食品 緑（みどり）の食品

その他調味料など

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

三温糖、大豆油
昆布、豚肉、カステラか
まぼこ（大豆）

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

牛乳

黒米、米

コッペパン（小麦・乳・
大豆）、はったい粉、黒
糖、三温糖、大豆油

きな粉（大豆）

祝大福（大豆）

じゃがいも、三温糖、大
豆油

鶏肉、無添加ベーコン
（豚）

キャベツ、セロリ、たま
ねぎ、トマト、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）、酒、しょう
ゆ（小麦・大豆）

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、ブロッ
コリー

しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、酢
（小麦）

厚揚げ（大豆）、豚肉、
無添加ポーク（豚・鶏）

こまつな、とうがん、に
んじん、椎茸、にんにく

カレールウ（小麦・大豆・牛・
鶏）、しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、ポークブイヨン
（鶏・豚）、酒、花かつお

千草焼（小麦・卵・乳・
大豆・鶏）

牛乳

米、麦

牛乳

米 無添加ゆかり

三温糖
しらす（えび・かに）、
糸けずり

キャベツ、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）

アセロラゼリー（りんご）

大豆油
厚揚げ（大豆）、ツナ缶
（大豆）

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

型抜きレアチーズ（乳）

さつまいも、大豆油
赤みそ（大豆）、豚肉、
白みそ（大豆）

ごぼう、こまつな、だい
こん、にんじん、しょう
が

花かつお、酒

三温糖 豚肉 しょうが、にんにく
しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、酒

シュウマイ（豚・乳・小
麦・大豆）

ごま油、三温糖、春雨、
ごま

無添加ハム（豚・大豆・鶏）
山菜ミックス、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）

牛乳

こめ油、米 豚肉

きくらげ、たまねぎ、に
んじん、椎茸、あお豆
（大豆）、白菜キムチ
（大豆・小麦）、にんに
く

キムチの素（大豆）、こ
しょう、ぬちまーす、パ
プリカ粉、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏・豚）、酒、しょう
ゆ（小麦・大豆）

くだもの

揚げ油①（大豆・小麦・乳）



揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン類
日 献立名

黄（き）の食品 赤（あか）の食品 緑（みどり）の食品

その他調味料など

牛乳

麺　

15 汁　

大豆と芋のみつがらめ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal たんぱく質 24.5 g 脂質 21.6 g 炭水化物 78.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 782 kcal たんぱく質 31.5 g 脂質 26.6 g 炭水化物 100.9 g

牛乳

麺　

汁　

ミニ肉まん

(月)
茎わかめあえ

フルーツ杏仁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 21.8 g 脂質 16.2 g 炭水化物 81.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 677 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 18.4 g 炭水化物 98.7 g

牛乳

大豆入りくふぁじゅーしー

19 マグロのみそマヨ焼き

(火) セーイカともずくのウサチ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 17.5 g 炭水化物 75.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 742 kcal たんぱく質 37.2 g 脂質 22.3 g 炭水化物 95.5 g

牛乳

麦ごはん　

20 けんちん汁

(水) 鰆のごま風味焼き

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 612 kcal たんぱく質 31.3 g 脂質 17 g 炭水化物 79.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 788 kcal たんぱく質 39.3 g 脂質 19.8 g 炭水化物 107.9 g

牛乳

もちきびごはん

21 マーボー豆腐

(木) 揚げ餃子

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 19 g 炭水化物 86.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 826 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 24.2 g 炭水化物 118.3 g
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牛乳

大豆油 ちきあぎ（大豆）、豚肉
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

沖縄そば（小麦・大豆）

さつまいも、でん粉、黒
糖、三温糖、水あめ、大
豆油

カエリ（えび・
かに）、大豆

しょうゆ（小麦・大豆）

くだもの

肉まん（小麦・大豆・
豚・ごま）

こめ油、三温糖 茎わかめ
キャベツ、きゅうり、
シークヮーサー果汁、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

大豆油
なると（大豆）、赤みそ
（大豆）、豚肉、赤だし
（大豆・さば・鶏）

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

甜麺醤（大豆・小麦）、
酒、豆板醤（大豆）、こ
しょう、しょうゆ（小麦・
大豆）、ぬちまーす、豚が
ら、中華の素（小麦・乳・
大豆・牛・豚・鶏）

ラーメン（小麦・大豆）

牛乳

米、麦、こめ油
大豆、豚肉、白かまぼこ
（大豆）、油揚げ（大
豆）

ごぼう、にんじん、椎
茸、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）、みりん、花
かつお、酒

フルーツ杏仁（大豆・り
んご・もも）

くだもの

マグロ、麦みそ（大豆）、
甘口白みそ（大豆）

ノンエッグマヨ（大
豆）、酒

三温糖
いか、もずく（えび・か
に）

きゅうり、シークヮー
サー果汁、はくさい

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、酢（小麦）

大豆油、里芋 豚肉
ごぼう、こんにゃく、だい
こん、にんじん、白ねぎ

ぬちまーす、花かつお、
酒、しょうゆ（小麦・大
豆）

ごま、三温糖 さわら
みりん、酒、しょうゆ
（小麦・大豆）

牛乳

米、麦

牛乳

もちきび、米

でん粉、三温糖、大豆油
厚揚げ（大豆）、大豆、
豚肉

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、花か
つお、酒、しょうゆ（小
麦・大豆）

くだもの

ごま油、でん粉、大豆油
大豆たんぱく（大豆）、
豚レバー、豚肉、豆腐
（大豆）

きくらげ、たけのこ、た
まねぎ、にら、にんじ
ん、椎茸、にんにく、
しょうが

甜面醤（大豆・小麦）、豆
板醤（大豆）、オイスター
ソース、こしょう、ぬち
まーす、しょうゆ（小麦・
大豆）、中華の素（小麦・
乳・大豆・牛・豚・鶏）、
ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）、酒

大豆油 餃子（小麦・大豆・豚・ごま）

やさい

そば

揚げ油②（大豆・小麦・

乳・えび・かに）

みそ

ラーメン

揚げ油③（大豆・小麦・乳・えび・かに・ごま）



揚げ油エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

炭水化物・脂質 たんぱく質・無機質 ビタミン類
日 献立名

黄（き）の食品 赤（あか）の食品 緑（みどり）の食品

その他調味料など

牛乳

麦ごはん　

22 チキンカレー

(金) スコッチエッグ

豆っこサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 741 kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 24.1 g 炭水化物 101.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 943 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 28.3 g 炭水化物 136.8 g

牛乳

ごはん

25 シカムドゥチ

小いわしの梅香り揚げ

フーイリチー

うまかってん

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 652 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 21.5 g 炭水化物 81 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 818 kcal たんぱく質 37 g 脂質 24.5 g 炭水化物 107.9 g

牛乳

カラフルピラフ

チキンのバジル焼き

(火) ごぼうとナッツのサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 633 kcal たんぱく質 23 g 脂質 24.9 g 炭水化物 76.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 788 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 30.7 g 炭水化物 96.5 g

牛乳

麦ごはん　

27 厚揚げと野菜の旨煮

さばのぬちまーす焼き

油みそ

焼きのり

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal たんぱく質 31.3 g 脂質 21.6 g 炭水化物 87.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 874 kcal たんぱく質 38.9 g 脂質 25.3 g 炭水化物 118.5 g

牛乳

きのこのペペロンチーノ

ハンバーグのトマトソース

(木) ブロッコリーと豆サラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal たんぱく質 21.7 g 脂質 23.8 g 炭水化物 64.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 679 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 28.1 g 炭水化物 79.9 g

牛乳

もちきびごはん

29 具だくさんみそ汁

鮭のマヨネーズ焼き

こんにゃくの甘辛いため

ミニフィッシュ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 631 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 17.7 g 炭水化物 81.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 803 kcal たんぱく質 39.8 g 脂質 20.6 g 炭水化物 109.3 g
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じゃがいも、大豆油、小
麦粉

鶏肉、白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト

グリンピース、たまね
ぎ、にんじん、ピーマ
ン、にんにく、しょうが

カレー粉、カレールウ（小麦・大
豆・鶏・牛）ウスターソース、ぬ
ちまーす、ローリエ、鶏がら
（卵・鶏）、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、麦

牛乳

米

ツナ、レッドキドニー、
大豆

あお豆（大豆）、きゅうり、コー
ン、にんじん、ブロッコリー

こしょう、ノンエッグマヨ（大
豆）、フレンチクリーミィドレ

大豆油、麩（小麦）
無添加ポーク（豚・
鶏）、鶏卵

からしな、キャベツ、に
んじん、もやし

こしょう、ぬちまーす、
しょうゆ（小麦・大豆）

うまかってん（小麦・大豆・ごま）

大豆油
豚肉、白かまぼこ（大
豆）

こんにゃく、しょうが、と
うがん、椎茸、青ねぎ

ぬちまーす、しょうゆ（小麦・大
豆）、花かつお、酒

大豆油 小いわし梅香り揚げ（小麦）

バジルソース（小麦・大豆） 鶏肉 こしょう、ぬちまーす

アーモンド
きゅうり、ごぼう、赤
ピーマン

こしょう、ノンエッグマヨ（大
豆）、しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

こめ油、米、麦 鶏肉
グリンピース、コーン、た
まねぎ、にんじん、マッ
シュルーム、にんにく

こしょう、しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏）、酒

牛乳

米、麦

くだもの

三温糖、大豆油
赤みそ（大豆）、豚肉、白
みそ（大豆）

しょうが みりん、酒

焼きのり

じゃがいも、里芋、三温
糖、大豆油

鶏肉、厚揚げ（大豆）
いんげん、たまねぎ、に
んじん、椎茸、たけのこ

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、みりん、花か
つお、酒

さば ぬちまーす

三温糖、大豆油 ハンバーグ（大豆、鶏、豚）
えのき、しめじ、マッ
シュルーム

ウスターソース、しょうゆ
（小麦・大豆）、デミグラ
スソース（小麦・鶏）、ケ
チャップ

ミックスビーンズ
キャベツ、きゅうり、コーン、に
んじん、ブロッコリー

こしょう、ノンエッグマヨ（大
豆）、しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

オリーブ油、スパゲティ
（小麦）、大豆油

無添加ベーコン（豚）

えのき、エリンギ、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）、唐辛子、ぬち
まーす、チキンブイヨン
（鶏）、ワイン

牛乳

もちきび、米

くだもの

三温糖、大豆油 牛肉
こんにゃく、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、七味
唐辛子（ごま）、酒

ごまなしミニフィッシュ

大豆油
鶏肉、赤みそ（大豆）、
麦みそ（大豆）

ごぼう、だいこん、にんじん、か
ぼちゃ、白ねぎ 花かつお、酒

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）

揚げ油④（大豆・小麦・乳・えび・かに・ごま）


