
牛乳

七草入り炊き込みご飯

6日 魚のぬちまーす焼き

(月)
煮つけ

チーズ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 644 kcal たんぱく質 33.8 g 脂質 24.8 g 炭水化物 67.3 g
牛乳

麦ごはん

7日

冬野菜カレー

(火)
ビーンズサラダ

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 679 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 17.4 g 炭水化物 106.2 g

たんぱく質 炭水化物26.8 g 脂質 19.4 g

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

米、麦

うるま市勝連学校給食センター

　　TEL：978-2103

　　FAX：978-2105

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

92.4 g１食当たりの栄養価  基準値 エネルギー 　650 Kal

オレンジ（予定）

豚肉、大豆、脱脂粉乳、白
花豆＆白いんげんペースト

小麦粉、マーガリン（乳・
大豆）、こめ油、じゃがい
も

たまねぎ、かぶ、にんじ
ん、ピーマン、カリフラ
ワー、かぼちゃ、プルーン

おろしにんにく、カレール
ウ（小麦・大豆・鶏・
牛）、カレー粉、ウスター
ソース（りんご・大豆）、
デミグラスソース（小麦・
鶏）、ケチャップ、チャツ
ネ（バナナ）、ポークブイ
ヨン（鶏・豚）、ぬちまー
す

ハム（大豆・鶏・豚）、
ミックスビーンズ

三温糖、ごま油（ごま・大
豆）、白ごま

きゅうり、黄ピーマン、あ
お豆

りんご酢（りんご）、濃口
しょうゆ（小麦・大豆）、
ぬちまーす

牛乳

鶏肉、油揚げ（大豆） 米、こめ油 しめじ、だいこん葉、よも
ぎ、はくさい、ハンダマ、
山東菜、こまつな、ほうれ
ん草

チキンブイヨン（鶏）、濃
口しょうゆ（小麦・大
豆）、酒、ぬちまーす、花
かつお

さば シークヮーサー果汁 ぬちまーす

鶏肉、厚揚げ（大豆） こめ油、三温糖 こんにゃく、とうがん、に
んじん、だいこん、しいた
け

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、酒、ぬち
まーす、花かつお

チーズデザートチョコ風味
（乳・大豆・ゼラチン）

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

冬休みは楽しく過ごせましたか？

いよいよ1年の締めくくりである3学期が始まりました。

「早寝・早起き・朝ごはん」で生活リズムを整え、規則正しい

生活を心がけましょう！

沖縄県の給食は、本土より少し遅れて開始されました。

沖縄県の最初の給食は、豊見城村（現：豊見城市）の

上田小学校から始まったといわれています。

今年のテーマは

〇1月20日（月）～24日（金）の給食は沖縄の郷土料理

や食材を使った給食となっています。

全国学校給食週間は昭和25年度から始まった取り組みで、

毎年、学校給食への理解や関心を深めることを目的に実施されています。

があります。１月は

6年生のみなさんにとっては、クラスのお友達や先生と食べる給食も残り

わずかとなりました。そこで、3学期の給食ではもう一度食べたいリクエスト

メニューが登場します。お楽しみに☆

＊キムチうどん（9日） 平敷屋小 6-2さんリクエスト★

＊揚げパン（16日：平敷屋小、27日：勝連小・南原小）

皆さんからのリクエスト★

今月の

リクエスト

メニュー

＊うるま市生涯学習フェスティバル＊

日付：令和２年２月１日（土）・２日（日）

会場：生涯学習文化振興センターゆらてぃく

≪ 学校給食センターの展示内容 ≫

・給食ポスターの展示 ・各センターの給食実物展示

・給食の試食（各日１５０食限定）
・スタンプラリー（豆運び・釜体験） 等



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日
けんちん汁

(水)
魚の西京焼き

芋煮

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 635 kcal たんぱく質 27 g 脂質 16.5 g 炭水化物 91.4 g
牛乳

9日

キムチうどん

(木)
さつまいもと大豆の蜜がらめ

大根のしらす和え

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 19.1 g 炭水化物 56.3 g
牛乳

なかよしパン

10日
マカロニのクリーム煮

(金) とうもろこし

コールスローサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 645 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 21.7 g 炭水化物 85.7 g
牛乳

ジャーマンピラフ

14日
豆ポテトのカップ焼き

(火)
鉄分サラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 641 kcal たんぱく質 20.6 g 脂質 22.9 g 炭水化物 79.2 g
牛乳

麦ごはん

15日
具だくさんみそ汁

(水)
ツナ入り豆腐ハンバーグ

もずくの和えもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal たんぱく質 24 g 脂質 15.8 g 炭水化物 83.2 g
牛乳

揚げパン【平敷屋小】

16日
コッペパン・ジャム【勝連
小・南原小】

(木)

チキンと野菜のトマト煮

ごぼうサラダ

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 26.6 g 脂質 22.7 g 炭水化物 79.8 g

もずく（えび・かに） 三温糖 きゅうり、レモン 濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、ミツカン酢（小
麦）、かつおだし

みかん（予定）

鶏肉、大豆 じゃがいも、三温糖、こめ
油

にんじん、たまねぎ、しめ
じ、いんげん、トマト缶

おろしにんにく、デミグラス
ソース（小麦・鶏）、ケ
チャップ、トマトピューレ、
ウスターソース（りんご・大
豆）、赤ワイン、チキンブイ
ヨン（鶏）、ぬちまーす、白
こしょう

白ごま、練り白ごま、三温
糖、ごま油（ごま・大豆）

ごぼう、れんこん、きゅう
り、あお豆、赤ピーマン

りんご酢（りんご）、濃口
しょうゆ（小麦・大豆）

平
敷
屋
小
試
食
会

豆腐（大豆） にんじん、だいこん、ごぼ
う、たまねぎ、ねぎ

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、ぬちまーす、花かつ
お

さわら、白みそ（大豆） 三温糖、こめ油 みりん、薄口しょうゆ（小
麦・大豆）

牛乳

米

牛乳

豚ひき肉、大豆、なると、
赤みそ（大豆）、赤だし
（大豆・さば・鶏）

うどん（小麦）、こめ油 白菜キムチ（小麦・りんご・
大豆・さば）、にんじん、た
まねぎ、長ねぎ、しめじ、し
いたけ、もやし、チンゲン菜

おろしにんにく、酒、ぬち
まーす、濃口しょうゆ（小
麦・大豆）、花かつお

りんご（予定）

牛乳

なかよしパン（小麦・乳・
大豆）

大豆 さつまいも、サラダ油（大
豆）、アーモンド、白ごま、
水あめ、黒糖、三温糖

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）

ぶどう（予定）

ハム（大豆・鶏・豚） アーモンド、マヨネーズ（大
豆）、コールスロードレッシ
ング

キャベツ、もやし、赤ピー
マン

ぬちまーす、白こしょう

鶏肉 マカロニ（小麦）、じゃがい
も、小麦粉、マーガリン
（乳・大豆）、生クリーム
（乳）、こめ油

たまねぎ、はくさい、にんじ
ん、しめじ、マッシュルー
ム、カリフラワー

ポークブイヨン（鶏・豚）、
チキンブイヨン（鶏）、白ワ
イン、ぬちまーす、白こしょ
う

とうもろこし

大豆、チーズ（乳） じゃがいも、マヨネーズ（大
豆）

あお豆 ホワイトソース（小麦・大
豆・乳）

ひじき、しらす（えび・か
に・いか）、ツナ

三温糖、白ごま、オリーブ
油

こまつな、だいこん、きゅう
り、にんじん、キャベツ、
シークヮーサー果汁

特濃酢（小麦）、濃口しょう
ゆ（小麦・大豆）、ぬちまー
す、白こしょう

牛乳

豚ひき肉、牛ひき肉、大豆 米、押し麦、こめ油 たまねぎ、コーン、マッシュ
ルーム、ピーマン

おろしにんにく、ポークブイ
ヨン（鶏・豚）、白ワイン、
ぬちまーす、白こしょう

豚ひき肉、豆腐（大豆）、
ツナ

マッシュポテト粉、でん粉 たまねぎ、あお豆 ぬちまーす、白こしょう

牛乳

米、麦

豚肉 里芋、じゃがいも、三温
糖、こめ油

れんこん、にんじん、くわ
い、インゲン

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、ぬちまーす、
花かつお

しらす（えび・かに・い
か）、ツナ

三温糖 だいこん、はくさい、きゅう
り、レモン果汁

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、りんご酢（りんご）、
ぬちまーす

コッペパン（小麦・乳・大
豆）、りんごジャム（りん
ご）

牛乳

きな粉（大豆） コッペパン（小麦・乳・大
豆）、サラダ油（大豆）、
アーモンド粉、黒糖、三温
糖

ポーク（豚・鶏）、豚肉、
赤みそ（大豆）、白みそ
（大豆）

キャベツ、にんじん、だい
こん

花かつお

揚げ油①
・大豆

揚げ油②
・大豆

平敷屋小6-2

リクエストメニュー

みんなからの

リクエスト☆

このメニューは

授業の一環で

平敷屋小学校

6年生が考えました！



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

麦ごはん

17日
冬瓜のそぼろ煮

(金)
五目玉子焼き

キャベツの梅酢和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 17.3 g 炭水化物 85.3 g
牛乳

クーブジューシー

20日

ヌンクーグァー

(月) たんなふぁくるー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 648 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 17.8 g 炭水化物 98.1 g
牛乳

もちきびごはん

21日
チムシンジ

グルクンの甘酢かけ

ちきなー炒め

(火) 果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 11.1 g 炭水化物 88.8 g
牛乳

麦ごはん

22日

もずく丼

(水)

シカムドゥチ

いか天ぷら

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 648 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 20 g 炭水化物 81.9 g
牛乳

ごはん

23日
魚汁

(木)
ミヌダル

ミミガー入り酢みそ和え

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal たんぱく質 35.5 g 脂質 15.6 g 炭水化物 80.5 g
牛乳

沖縄風ぞうすい

24日
きびなごの唐揚げ

(金)
ホットぜんざい

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 15.9 g 炭水化物 78 g

豚ひき肉、厚揚げ（大豆） こめ油、でん粉

南
原
小
欠
食
／
学
校
給
食
週
間

おろし生姜、濃口しょうゆ
（小麦・大豆）、みりん、
ぬちまーす、花かつお

卵、豆腐（大豆）、ツナ コーン、しいたけ、ねぎ ぬちまーす、薄口しょうゆ
（小麦・大豆）、かつおだ
し

牛乳

米、麦

とうがん、こんにゃく、に
んじん、たまねぎ、こまつ
な

牛乳

豚肉、細切昆布、白かまぼ
こ、油揚げ（大豆）

米、麦、白ごま、こめ油 にんじん、しいたけ 濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、酒、みりん、ぬち
まーす、ポークブイヨン
（鶏・豚）、花かつお

オレンジ（予定）

牛乳

米、もちきび

もずく（えび・かに）、豚
ひき肉、牛ひき肉

三温糖、でん粉、ごま油
（ごま・大豆）、こめ油

たまねぎ、コーン、にんじ
ん、こまつな

おろしにんにく、濃口しょ
うゆ（小麦・大豆）、みり
ん、豆板醤、ぬちまーす、
白こしょう、かつおだし

豚肉、白かまぼこ こんにゃく、しいたけ、と
うがん

花かつお、ポークブイヨン
（鶏・豚）、ぬちまーす、
濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、おろし生姜

牛乳

米、麦

牛乳

米

イカ、卵 小麦粉、サラダ油（大豆） ぬちまーす、白こしょう

グレープフルーツ（予定）

赤魚、豆腐（大豆）、赤み
そ（大豆）、麦みそ（大
豆）

じゃがいも にんじん、たまねぎ、ねぎ 酒、濃口しょうゆ（小麦・
大豆）、ぬちまーす、花か
つお

豚肉 三温糖、黒ごま 濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、酒、おろし
生姜

ミミガー、しらす（えび・
かに・いか）、甘口白みそ
（大豆）

三温糖 だいこん、もやし、きゅう
り、コーン

りんご酢（りんご）

きびなご 小麦粉、でん粉、サラダ油
（大豆）

ぬちまーす、白こしょう

金時豆 白玉もち、押し麦、黒糖、
三温糖

ぬちまーす

牛乳

豚肉、ひじき 米、こめ油 にんじん、えのき、パク
チョイ

花かつお、ポークブイヨン
（鶏・豚）、濃口しょうゆ
（小麦・大豆）、ぬちまー
す

糸けずり 三温糖、白ごま キャベツ、きゅうり、もや
し、黄ピーマン、梅肉（り
んご・大豆）

ミツカン酢（小麦）、濃口
しょうゆ（小麦・大豆）

グルクン 三温糖、でん粉 黄ピーマン、たまねぎ、
シークヮーサー果汁

ミツカン酢（小麦）、濃口
しょうゆ（小麦・大豆）

ツナ、厚揚げ（大豆） こめ油 からしな、こまつな、にん
じん、たまねぎ、もやし

ぬちまーす、薄口しょうゆ
（小麦・大豆）

豚レバー、豚肉、赤みそ
（大豆）、白みそ（大豆）

じゃがいも 島にんじん、だいこん、に
んにくの芽

ぬちまーす、おろしにんに
く、花かつお

豚肉、結び昆布、厚揚げ
（大豆）

こめ油 だいこん、しいたけ、こん
にゃく、インゲン、にんじ
ん

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、みりん、酒、ぬち
まーす、花かつお

卵 黒糖、小麦粉 重曹

揚げ油③
・大豆

・乳

・小麦

揚げ油④
・大豆

・乳

・小麦

・卵

・いか



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

揚げパン【勝連小・南原小】

27日

ミネストローネ

(月)
ごまマヨサラダ

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 18 g 脂質 22.4 g 炭水化物 70.1 g
牛乳

ごはん

28日

すきやき

(火) ちくわの磯辺焼き

鮭のぬちまーすふりかけ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 671 kcal たんぱく質 32.3 g 脂質 23.6 g 炭水化物 78.8 g
牛乳

麦ごはん

29日
野菜のごまみそ汁

(水) 鶏肉の塩麹焼き（レモン風味）

こんにゃくの甘辛炒め

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 646 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 13.7 g 炭水化物 116.5 g
牛乳

きのこスパゲティ

30日
カルシウムオムレツ

(木)
ポテトサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal たんぱく質 19.2 g 脂質 27.9 g 炭水化物 34.6 g
牛乳

麦ごはん

31日

マーボー豆腐

（金）
かんぴょうのカミカミサラダ

果物

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 18.8 g 炭水化物 87.3 g

平
敷
屋
小
欠
食

牛乳

きな粉（大豆） コッペパン（小麦・乳・大
豆）、サラダ油（大豆）、
アーモンド粉、黒糖、三温
糖

いちご（予定）

ベーコン（豚）、ミックス
ビーンズ

じゃがいも、ABCマカロニ
（小麦）、三温糖、オリー
ブ油

にんじん、セロリ、たまね
ぎ、はくさい、しめじ、ト
マト缶

トマトソース（大豆）、赤
ワイン、ウスターソース
（りんご・大豆）、ぬち
まーす、白こしょう、ポー
クブイヨン（鶏・豚）、チ
キンブイヨン（鶏）

三温糖、白ごま、マヨネー
ズ（大豆）

キャベツ、もやし、ブロッ
コリー、赤ピーマン、コー
ン

りんご酢（りんご）、ぬち
まーす

牛肉、厚揚げ（大豆） 三温糖、こめ油 にんじん、こんにゃく、こ
まつな、長ねぎ、たまねぎ

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、酒、みりん、ぬち
まーす、スキヤキソース
（小麦・牛・大豆・鶏）

鮭、糸けずり 三温糖、こめ油 ぬちまーす、薄口しょうゆ
（小麦・大豆）、酒

牛乳

米

ちくわ、糸けずり、青のり
粉

マヨネーズ（大豆） 濃口しょうゆ（小麦・大
豆）

豚肉、赤みそ（大豆）、白
みそ（大豆）

じゃがいも、里芋、白ごま にんじん、だいこん、ねぎ 花かつお、濃口しょうゆ
（小麦・大豆）、みりん

豚肉 三温糖、こめ油、白ごま こんにゃく、にんじん、た
まねぎ、インゲン、にら

酒、ぬちまーす、みりん、
濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、おろしにんにく、七
味唐辛子（ごま）

牛乳

米、麦

レモン果汁 塩麹、ぬちまーす鶏肉

Caたっぷりオムレツほうれ
ん草（卵・大豆）

じゃがいも、マヨネーズ
（大豆）、コーンクリー
ミードレッシング

ミックスベジタブル、きゅ
うり

ぬちまーす、白こしょう

牛乳

鶏肉、ベーコン（豚） スパゲティ（小麦）、こめ
油

にんじん、たまねぎ、しめ
じ、えのき、マッシュルー
ム、こまつな

おろしにんにく、ぬちまー
す、チキンブイヨン
（鶏）、濃口しょうゆ（小
麦・大豆）

牛乳

米、麦

あまさん（予定）

豆腐（大豆）、豚ひき肉、
赤みそ（大豆）

こめ油、ごま油（ごま・大
豆）、でん粉、三温糖

にんじん、長ねぎ、たまね
ぎ、にら、しいたけ、たけ
のこ

おろし生姜、おろしにんに
く、濃口しょうゆ（小麦・
大豆）、豆板醤、オイス
ターソース、ポークブイヨ
ン（鶏・豚）、中華ベース
麻婆豆腐（小麦・大豆・
牛・豚・ゼラチン・ごま）

糸かまぼこ ごま油（ごま・大豆）、三
温糖

かんぴょう、コーン、キャ
ベツ、こまつな

濃口しょうゆ（小麦・大
豆）、りんご酢（りん
ご）、ぬちまーす、

揚げ油①
・大豆

みんなからの

リクエスト☆

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

たんなふぁくるーは、小麦粉・卵・黒糖を使って作る沖縄伝統の焼き菓子です。

高級菓子であった「クンペン」の代用として「たんなふぁくるー」が作られたことが

始まりで、昔から現代まで沖縄県民に親しまれる伝統菓子の１つとなりました。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＜作り方＞
1．小麦粉はふるっておく。

2．★１を鍋に入れ、火にかけてる。

黒糖を溶かし、こし網でこし、冷ましておく。※煮詰めないこと！

3．２に卵と★２を入れて混ぜ、小麦粉を入れてざっくり混ぜる。

※混ぜすぎると膨らまないので、混ぜすぎには注意！

4．手に粉をつけて、３の生地を丸めて扁平に形成する。

5．190度のオーブンで約8分焼く。

※底がべたついていたらまだ焼けていません。

するっと取れたら焼けています！

小麦粉 200g

粉末黒糖 100g

水 大さじ3（45㏄）

たまご 1/2個（25g）

重曹 小さじ1/2（2.5g）

水 小さじ1（5cc）

小麦粉 適量 ・・・ 手粉用

＜材料（10個分）＞

★１

★２


