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牛乳

7 あげパン

ポトフ

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 23.3 g 脂質 22.9 g 炭水化物 72.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 713 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 26.9 g 炭水化物 88.3 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

965-3150 965-3282

うるま市立石川学校給食センター

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

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

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
牛乳

きな粉（大豆）
コッペパン（小麦・乳・大豆）、
はったい粉、黒糖、三温糖、大豆
油

鶏肉、無添加ウインナー
（豚）

じゃがいも、大豆油

キャベツ、しめじ、だい
こん、たまねぎ、にんじ
ん、ブロッコリー、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）、ワイン

ツナ 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）

(火)

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

揚げ油１回目

（大豆）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

ごはん

8 アーサ入り中華スープ

(水) チンジャオロース

ゴーヤーの中華サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 13.3 g 炭水化物 77.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal たんぱく質 28 g 脂質 15 g 炭水化物 97.1 g

牛乳

梅入り炊き込みごはん

マグロのみそマヨ焼き

(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 583 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 17.1 g 炭水化物 77 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 733 kcal たんぱく質 34.5 g 脂質 21.1 g 炭水化物 97.9 g

牛乳

ごはん

10 筑前煮

(金) 野菜の酢みそあえ

アセロラゼリー

胚芽ふりかけ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal たんぱく質 20.1 g 脂質 11.7 g 炭水化物 89.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 24.3 g 脂質 12.8 g 炭水化物 109.2 g

牛乳

ごはん

13 ポークカレー

(月) 豆っこサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 21.5 g 脂質 16.8 g 炭水化物 95.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 790 kcal たんぱく質 27 g 脂質 20.4 g 炭水化物 122.7 g

牛乳

中華おこわ

豚肉の中華風生姜焼き

(火) 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 651 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 24.3 g 炭水化物 78.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 809 kcal たんぱく質 31.7 g 脂質 29.8 g 炭水化物 98.5 g

牛乳

ごはん

15 シカムドゥチ

(水) さばのごまだれかけ

豆腐チャンプルー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 19.3 g 炭水化物 69.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 706 kcal たんぱく質 34 g 脂質 22.5 g 炭水化物 87 g

牛乳

米

鶏ささみ、ひじき ごま、三温糖、ごま油
きゅうり、ゴーヤー、
コーン、にんじん

しょうゆ（小麦・大
豆）、酢（小麦）

あおさ（エビ・カニ）、
鶏卵、豆腐（大豆）

でん粉 えのき、にんじん

こしょう、しょうゆ（小
麦・大豆）、ぬちまーす、
花かつお、鶏がら（鶏・
卵）

牛肉、豚肉 でん粉、三温糖、大豆油
たけのこ、たまねぎ、
ピーマン、赤ピーマン、
にんにく

オイスターソース、ぬち
まーす、みりん、豆板醤
（大豆）、酒、しょうゆ
（大豆・小麦）

マグロ、甘口白みそ（大豆）、麦
みそ（大豆）

ノンエッグマヨ（大豆・
りんご）、酒

しらす（エビ・カニ）、
糸けずり

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）

牛乳

ひじき、鶏肉、油揚げ
（大豆）

米、麦、こめ油
あお豆（大豆）、カリカリ梅、た
けのこ、にんじん、椎茸、梅肉
（大豆・りんご）

しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、花かつ
お、酒

牛乳

米

くだもの

アセロラゼリー（りんご）

ふりかけ（小麦・大豆・ごま）

鶏肉、厚揚げ（大豆） 三温糖、大豆油、里芋
ごぼう、こんにゃく、いんげん、
しょうが、だいこん、にんじん、
椎茸、れんこん、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

わかめ、ちくわ（大豆）、
甘口白みそ（大豆）

三温糖
きゅうり、だいこん、に
んじん、もやし

ぬちまーす、酢（小麦）

豚肉、白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト

じゃがいも、小麦粉、大
豆油

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

ウスターソース、カレー
粉、チャツネ（りんご）、
カレールウ（小麦・大豆・
鶏・牛）、ぬちまーす、
ローリエ、鶏がら（鶏・
卵）、酒

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、フレンチクリー
ミー、ノンエッグマヨ（大
豆・りんご）

牛乳

米

牛乳

豚肉、油揚げ（大豆） 米、もち米、こめ油
しめじ、たけのこ、にん
じん、あお豆（大豆）

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

くだもの

くだもの

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）

無添加ハム（豚・大豆・
鶏）

ごま、三温糖、春雨、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）

豚肉、カステラかまぼこ
（大豆）

大豆油
こんにゃく、しょうが、と
うがん、椎茸、青ねぎ

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、花かつお、酒

さば ごま、でん粉、三温糖 しょうが しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

米

豆腐（大豆）、ツナ缶
（大豆）

大豆油
キャベツ、にら、にんじ
ん、もやし

しょうゆ（大豆・小麦）、
こしょう、ぬちまーす

9
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日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

ごはん

16 タコミート

ゆでキャベツ
チーズ

もずくのすまし汁

黒糖ビーンズ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 660 kcal たんぱく質 32 g 脂質 22.9 g 炭水化物 79 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 806 kcal たんぱく質 39.1 g 脂質 27.2 g 炭水化物 97.3 g

牛乳

中華めん

17 汁

ミニ肉まん

フルーツ杏仁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal たんぱく質 20.1 g 脂質 15.4 g 炭水化物 77.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 653 kcal たんぱく質 24.3 g 脂質 17.4 g 炭水化物 96.2 g

牛乳

沖縄そば

20 汁

大豆と芋のみつがらめ

カップもずく

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 629 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 22.8 g 炭水化物 76.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 754 kcal たんぱく質 32.3 g 脂質 24.1 g 炭水化物 99 g

牛乳

カレーピラフ

21 トマトオムレツ

(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 614 kcal たんぱく質 19.2 g 脂質 23.6 g 炭水化物 78.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 771 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 29.5 g 炭水化物 100.1 g

牛乳

麦ごはん　

22 マーボー豆腐

(水) 大根の梅肉あえ

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 21.2 g 脂質 14 g 炭水化物 84 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 16.6 g 炭水化物 106.1 g

牛乳

あみ胚芽パン

23 ヌードルスープ

(木) ハンバーグのトマトソース

ジャーマンポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal たんぱく質 23.7 g 脂質 25.9 g 炭水化物 69.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 782 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 31.6 g 炭水化物 91.4 g

牛乳

米

黒糖ビーンズ（大豆）

豚肉、牛肉、豚レバー、
大豆たんぱく（大豆）、
大豆

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、パプリカ粉、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ
（鶏・豚）、酒、クミンパウダー

もずく（えび・かに）、
鶏肉

大豆油
しょうが、とうがん、に
んじん、椎茸

しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす、花かつお、酒

チーズ（乳）

きゃべつ

肉まん（小麦・大豆・豚・ごま）

杏仁豆腐（乳・大豆）
フルーツカクテル缶（もも）、パ
イン缶、みかん缶、もも缶、シー
クヮーサー果汁

牛乳

なると（大豆）、豚肉 ごま油、大豆油、でん粉

きくらげ、コーン、たけの
こ、たまねぎ、チンゲン
菜、にんじん、はくさい、
椎茸、にんにく、しょうが

オイスターソース、こしょう、
しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、鶏がら（鶏・卵）、豚が
ら、酒

中華めん（小麦・大豆）

カエリ（えび・かに）、
大豆

さつまいも、でん粉、黒糖、三温
糖、水あめ、大豆油 しょうゆ（小麦・大豆）

味付もずく（小麦・大豆・エビ・
カニ）

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

沖縄そば（小麦・大豆）

トマトオムレツ（卵・大豆・鶏）

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・りんご）、しょうゆ（小麦・
大豆）

牛乳

鶏肉 米、こめ油

きくらげ、グリンピース、
コーン、たまねぎ、にんじ
ん、マッシュルーム、赤
ピーマン、にんにく

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、カレー粉、ドライカレー
ルウ（乳・大豆・牛・豚・りん
ご）ポークブイヨン（鶏・豚）、
ワイン

牛乳

米、麦

くだもの

くだもの

豚肉、豚レバー、大豆た
んぱく（大豆）、豆腐
（大豆）

ごま油、でん粉、大豆油

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

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

糸けずり 三温糖
きゅうり、だいこん、にんじん、
梅肉（大豆・りんご） ぬちまーす、酢（小麦）

無添加ベーコン（豚）
スパゲッティ（小麦）、
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

ハンバーグ（小麦・大
豆・鶏・豚）

三温糖、大豆油
えのき、しめじ、たまね
ぎ

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

牛乳

あみ胚芽パン（小麦・大豆・乳）

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、ピーマン、マッシュ
ルーム、にんにく

こしょう、ぬちまーす、酒

欠
食
：
伊
波
中
・
石
川
中

(金)

(月)
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揚げ油２回目

（大豆・小麦・乳）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

もちきびごはん

24 沖縄風みそ汁

マグロフライ

野菜いため

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 638 kcal たんぱく質 29 g 脂質 20.3 g 炭水化物 80.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 778 kcal たんぱく質 34.6 g 脂質 24 g 炭水化物 100.4 g

牛乳

27 たけのこごはん

さんまの梅煮

野菜の塩昆布和え

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 616 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 22.1 g 炭水化物 77.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 753 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 26.1 g 炭水化物 97.1 g

牛乳

28 きのこのペペロンチーノ

チキンのバジル焼き

ブロッコリーと豆サラダ

チーズ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 27 g 炭水化物 52.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 689 kcal たんぱく質 30.9 g 脂質 31.8 g 炭水化物 66.3 g

牛乳

ごはん

29 具だくさんみそ汁

(水) 魚のにんじんソース焼き

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 566 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 16.5 g 炭水化物 76.2 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 30 g 脂質 18.5 g 炭水化物 95.9 g

牛乳

もちきびごはん

30 大根のンブシー

(木) もずく入り厚焼き卵

手づくりからしなふりかけ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 21.8 g 炭水化物 88.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 791 kcal たんぱく質 32 g 脂質 26 g 炭水化物 112.2 g

牛乳

コッペパン

チリコンカン

(金) コーンチャウダー

ゴーヤーのサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 635 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 23.1 g 炭水化物 74.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 753 kcal たんぱく質 34.8 g 脂質 26.8 g 炭水化物 88.7 g

牛乳

米、もちきび

豚肉、ちきあぎ（大
豆）、厚揚げ（大豆）

大豆油
からしな、キャベツ、に
んじん、もやし

こしょう、ぬちまーす、酒、しょ
うゆ（小麦・大豆）、

豚肉、鶏卵、豆腐（大
豆）、赤みそ（大豆）、
白みそ（大豆）

大豆油
こんにゃく、さんとうさ
い、とうがん、にんじ
ん、もやし

花かつお、酒

マグロフライ（小麦・大豆） 大豆油

さんまの梅煮（小麦・大豆）

しらす（エビ・カニ）、塩
昆布（大豆・小麦）、糸け
ずり

三温糖、ごま
インゲン、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） 米、こめ油
ごぼう、たけのこ、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

牛乳

無添加ベーコン（豚）
オリーブ油、スパゲッ
ティ（小麦）、大豆油

えのき、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）、ワイン

くだもの

チーズ（乳）

鶏肉
バジルソテーソース（小麦・大
豆）、こしょう、ぬちまーす

鶏ささみ、ミックスビー
ンズ

ごま
キャベツ、コーン、ブ
ロッコリー

ノンエッグマヨ（大豆・りん
ご）、しょうゆ（大豆・小麦）

鶏肉、赤みそ（大豆）、
白みそ（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

ホキ にんじん、乾燥パセリ
ノンエッグマヨ（大豆・りん
ご）、こしょう、ぬちまーす

牛乳

米

牛乳

米、もちきび

牛肉 大豆油
こんにゃく、いんげん、たまね
ぎ、にんじん、にんにく、しょう
が

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、ごま油、三温糖 からしな、からしな漬け
ぬちまーす、しょうゆ
（小麦・大豆）

豚肉、昆布、厚揚げ（大
豆）、白みそ（大豆）、
麦みそ（大豆）、無添加
ポーク（豚・鶏）

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

もずく入り 厚焼玉子（卵・大
豆・エビ・カニ）

ツナ
きゅうり、ゴーヤー、コー
ン、だいこん、にんじん

こしょう、ぬちまーす、ノ
ンエッグマヨ（大豆・りん
ご）

牛肉、豚肉、豚レバー、
大豆、大豆たんぱく（大
豆）、レッドキドニー

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、チリパウダー、ケ
チャップ、トマトピュー
レ、ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ（豚・鶏）、
ワイン、チリソース

鶏肉、大豆、生クリーム
（乳）、脱脂粉乳

大豆油
コーン、たまねぎ、にん
じん、にんにく

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

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大豆）

しらす（エビ・カニ）、
糸けずり

(金)

(月)

欠
食
：
城
前
小
・
幼

(火)
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揚げ油３回目

（大豆・小麦・乳・

エビ・カニ）


