
牛乳

黒米ごはん

1 イナムドゥチ

(月) 千切りイリチー

魚の天ぷら

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 18.6 g 炭水化物 80.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 797 kcal たんぱく質 38.4 g 脂質 21.3 g 炭水化物 109.7 g

うるま市津堅学校調理場
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牛乳

こめ,黒米

揚げ油
炭水化物・脂質 ビタミン類

たまご,マグロ サラダ油（大豆）,小麦粉

炭水化物

18.1 g 炭水化物

かまぼこ（大豆）,甘口
白みそ（大豆）,豚肉

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

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

しいたけ,こんにゃく ぬちまーす,花かつお,豚骨

昆布,豚肉 サラダ油（大豆）,三温糖 にら,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお,料理酒

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など体の組織つくる エネルギーとなる 体の調子を整える
たんぱく質・無機質

ぬちまーす

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

＊学校給食に関する展示

＊地場産物の展示

＊学校給食用食材の紹介

＊試食

＊お箸の持ち方体験 など

日時 ： 令和元年７月６日（土）

１０：００～１７：００

場所 ： イオン具志川 ２階イベント広

場

食と子どもの健康展



揚げ油
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

牛乳

コッペパン

2 ABCコンソメスープ

(火) チリチーズポテト

温野菜サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal たんぱく質 19.6 g 脂質 16.7 g 炭水化物 55 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 629 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 20.5 g 炭水化物 85 g
牛乳

あわごはん

3 冬瓜のみそ汁

(水) さばの塩焼き

きんぴらごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 626 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 17.7 g 炭水化物 84.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 780 kcal たんぱく質 35.5 g 脂質 21.6 g 炭水化物 105.1 g
牛乳

麦ごはん

4 麻婆豆腐

(木) 卵スープ

春雨サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 17.5 g 炭水化物 81.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 748 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 19.6 g 炭水化物 110.9 g
牛乳

ちらし寿司

5 そうめん汁

(金) 冬瓜ポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 20 g 脂質 9.8 g 炭水化物 100.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 10.8 g 炭水化物 134.2 g
牛乳

麦ごはん

8 けんちん汁

(月) もずく入りたまご焼き

あぶらみそ

のり
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal たんぱく質 21.1 g 脂質 13.4 g 炭水化物 86.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 673 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 14.6 g 炭水化物 107.3 g
牛乳

トマトリゾット

9 魚のアーモンドフライ

(火) じゃがいもソテー

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 25.7 g 炭水化物 80.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 835 kcal たんぱく質 34 g 脂質 29.4 g 炭水化物 109 g

七
夕
献
立

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

カリフラワー,コーン,ブ
ロッコリー,赤ピーマン

こしょう,ぬちまーす

無添加ベーコン（豚・大
豆）

ABCマカロニ（小麦）,サ
ラダ油（大豆）

キャベツ,セロリ,にんじん,
パセリ

しょうゆ（大豆・小麦）,チ
キンブイヨン（鶏）,ぬち
まーす,鶏ガラ,料理酒

チーズ（乳）,豚肉
サラダ油（大豆）,じゃが
いも

たまねぎ,にんにく,ピーマ
ン

ウスターソース（りんご・大
豆）,ケチャップ,料理酒,チリ
ミックス（大豆）,チリソー
ス,チリパウダー

わかめ,赤みそ（大豆）,
豚肉,白みそ（大豆）

とうがん,にんじん,ねぎ 花かつお

さば ぬちまーす,料理酒

牛乳

こめ,あわ

牛乳

こめ,むぎ

ごま,サラダ油（大豆）,三
温糖

きぬさや,ごぼう,にんじん,
れんこん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん

ごま油,三温糖,はるさめ きゅうり,にんじん,もやし
しょうゆ(大豆・小麦),りんご
酢

牛肉,赤みそ（大豆）,大
豆,豆腐（大豆）,豚レ
バー,豚肉

ごま油,サラダ油（大豆）,
でん粉

しょうが,たまねぎ,にら,に
んじん,にんにく

木戸中華料理の素（小麦・
乳・牛・大豆・鶏・豚）,料
理酒,豆板醤（大豆）

たまご でん粉 きぬさや,にんじん,長ねぎ
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,鶏ガラ

こめ,むぎ

牛乳

たまご こめ,三温糖
かんぴょう,きぬさや,しい
たけ,にんじん,れんこん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,酢（小麦）

鶏肉
こめ,サラダ油（大豆）,無
塩バター（乳）

グリンピース,たまねぎ,に
んじん,トマト缶

こしょう,チキンコンソメ
（乳・小麦・鶏・大豆）,デ
ミグラスソース（小麦・乳・
牛・鶏・豚・大豆）,ぬち
まーす,料理酒

のり

わかめ そうめん（小麦） オクラ,長ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお,だし昆布

グラニュー糖
とうがん,みかん缶,もも缶,
パイン缶

レモン果汁

さといも
ごぼう,こんにゃく,だいこ
ん,にんじん

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

牛乳

赤みそ（大豆）,麦みそ
（大豆）

サラダ油（大豆）,三温糖 ねぎ みりん

たまご,もずく（エビ・
カニ）

サラダ油（大豆） にら,にんじん こしょう,ぬちまーす

くだもの

たまご,ホキ
サラダ油（大豆）,小麦粉,
アーモンド

じゃがいも
いんげん,えのき,エリンギ
,コーン,赤ピーマン

こしょう,しょうゆ（小麦・
大豆）,ぬちまーす

牛乳



揚げ油
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

牛乳

麦ごはん

10 ヘチマの中華煮

(水) バンウースー

手作り杏仁豆腐
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 19.1 g 脂質 14.4 g 炭水化物 96.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 723 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 16 g 炭水化物 119.5 g
牛乳

あわごはん

11 きのこのすまし汁

(木) ささみのしそ焼き

オクラの和え物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 32.5 g 脂質 11 g 炭水化物 89.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 670 kcal たんぱく質 38.2 g 脂質 11.4 g 炭水化物 104.9 g
牛乳

ごはん

12 夏野菜カレー

(金) 手作り福伸漬け

豆っこサラダ
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 614 kcal たんぱく質 23.2 g 脂質 13.4 g 炭水化物 98.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 14.5 g 炭水化物 121 g
牛乳

冷やし中華

16 五目スープ

(火) 手作り春巻き

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 18.7 g 炭水化物 76 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 21.1 g 炭水化物 100.2 g
牛乳

麦ごはん

17 みそ汁

(水) 筑前煮

納豆
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 654 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 17.3 g 炭水化物 91.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 778 kcal たんぱく質 34.4 g 脂質 19.3 g 炭水化物 113.3 g
牛乳

あわごはん

18 アーサ汁

(木)
きびなごの
シークヮーサーかけ

冬瓜ウブサー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 15.5 g 炭水化物 102.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 755 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 17 g 炭水化物 128.2 g

甘口白みそ（大豆）,豆
腐（大豆）,豚肉

ごま油,サラダ油（大豆）,
でん粉

たまねぎ,とうがん,にら,に
んじん,にんにく,へちま

キムチの素（いか・大豆・り
んご）

無添加ハム（鶏・豚・大
豆）

ごま油,三温糖,はるさめ きゅうり,にんじん,もやし
しょうゆ（大豆・小麦）,酢
（小麦）

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

こめ,あわ

寒天,牛乳 グラニュー糖 さくらんぼ缶

糸けずり ごま,三温糖
オクラ,キャベツ,きゅうり,
にんじん

しょうゆ(大豆・小麦)

えのき,しめじ,にんじん,小
松菜,長ねぎ

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

鶏ささみ
サラダ油（大豆）,でん粉,
三温糖

しそ
ぬちまーす,みりん,花かつお,
ねりうめ

豚レバー,豚肉 サラダ油（大豆）
かぼちゃ,たまねぎ,トマト,
なす,にんじん,ピーマン

ウスターソース（りんご・大
豆）,カレールウ（小麦・大
豆・鶏・牛）,カレー粉,ケ
チャップ,鶏ガラ,料理酒

三温糖
きゅうり,しょうが,だいこ
ん,れんこん

しょうゆ(大豆・小麦),酢（小
麦）

牛乳

こめ

牛乳

たまご,無添加ハム
（鶏・豚・大豆）

ごま油,三温糖,中華めん
（小麦）

きゅうり,にんじん,もやし

しょうゆ(大豆・小麦),花かつ
お,酢（小麦）,木戸中華料理
の素（小麦・乳・牛・大豆・
鶏・豚）,シークワーサー果
汁

ミックスビーンズ あお豆,きゅうり フレンチクリーミー

くだもの

豆腐（大豆） でん粉
たまねぎ,にんじん,はくさ
い,長ねぎ,チンゲン菜

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお,鶏ガラ

もずく（エビ・カニ）,
豚肉

春巻きの皮（小麦）,サラ
ダ油（大豆）,でん粉,三温
糖

しいたけ,もやし,竹の子
ウスターソース（りんご・大
豆）,しょうゆ(大豆・小麦),料
理酒

わかめ,赤みそ（大豆）,
豆腐（大豆）,白みそ
（大豆）

だいこん,にんじん 花かつお

鶏肉 サラダ油（大豆）,三温糖
いんげん,ごぼう,こんにゃ
く,だいこん,たけのこ,にん
じん,れんこん

しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
花かつお,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

こめ,あわ

納豆（大豆・小麦）

昆布,赤みそ（大豆）,豚
肉,白みそ（大豆）

サラダ油（大豆）,三温糖
いんげん,こんにゃく,しい
たけ,だいこん,とうがん,に
んじん

みりん,花かつお,料理酒

豆腐（大豆）,アーサ
（エビ・カニ）

とうがん
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

きびなご
サラダ油（大豆）,でん粉,
小麦粉

ぬちまーす,シークワーサー
果汁



揚げ油
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

牛乳

19

オムライス

(金) あさりと野菜のスープ

コールスローサラダ

バニラアイスクリーム

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 771 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 31.5 g 炭水化物 91.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 876 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 30.3 g 炭水化物 123.3 g
牛乳

麦ごはん

26 春雨スープ

(月) 酢豚

キャベツのゴマ和え
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcal たんぱく質 21.9 g 脂質 18.1 g 炭水化物 98.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 774 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 20.2 g 炭水化物 121 g
牛乳

麦ごはん

27 クーリジシ

(火) もずくのかき揚げ

ちくわの和え物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 667 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 19.8 g 炭水化物 90.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 796 kcal たんぱく質 33.4 g 脂質 22.1 g 炭水化物 111.8 g
牛乳

イカスミリゾット

28 コンソメスープ

(水) 魚の香草パン粉焼き

温野菜サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 22 g 炭水化物 65 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 755 kcal たんぱく質 32.6 g 脂質 26.7 g 炭水化物 93.1 g
牛乳

ゆかりじゃこご飯

29 田舎汁

(木) 豚肉の生姜焼き

昆布和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 679 kcal たんぱく質 31 g 脂質 25.3 g 炭水化物 79.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 914 kcal たんぱく質 39.9 g 脂質 33.1 g 炭水化物 110.2 g
牛乳

スパゲティー
ミートソース

30 青のりポテト

(金) ごぼうサラダ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal たんぱく質 19.9 g 脂質 16.6 g 炭水化物 60.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 18.4 g 炭水化物 73 g

青のり じゃがいも ぬちまーす

ごま,三温糖
きゅうり,ごぼう,たまねぎ,
にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

鶏肉,赤みそ（大豆）
サラダ油（大豆）,さとい
も

こんにゃく,にんじん,小松
菜,長ねぎ

花かつお,料理酒

豚ロース 三温糖 しょうが
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
料理酒

昆布 三温糖
キャベツ,きゅうり,はくさ
い

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす

くだもの

牛乳

牛肉,大豆,豚レバー,豚肉
サラダ油（大豆）,スパゲ
ティ（小麦）

セロリ,たまねぎ,トマト缶,
にんじん,にんにく,ピーマ
ン,マッシュルーム

ウスターソース（りんご・大
豆）,ケチャップ,こしょう,ト
マトピューレー,ぬちまーす,
白ワイン

牛乳

しらす（エビ・カニ）,
わかめ

こめ,白ごま ゆかり粉

ウインナー（豚）
マーガリン（乳・大豆・
豚）

いんげん,たまねぎ,にんじ
ん

チキンコンソメ（乳・小麦・
鶏・大豆）,ぬちまーす,鶏ガ
ラ

ホキ パン粉（小麦・大豆） にんにく,パセリ
こしょう,ぬちまーす,料理酒,
バジル粉,パプリカ粉,

カリフラワー,コーン,ブ
ロッコリー,赤ピーマン

こしょう,ぬちまーす

牛乳

イカ,イカ墨,無添加ベー
コン（豚・鶏）

オリーブ油,こめ,無塩バ
ター（乳）,チーズパウ
ダー（乳）

えのき,しめじ,たまねぎ,に
んじん,にんにく,はくさい

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,鶏ガラ

かまぼこ（大豆）,たま
ご,豚肉

こんにゃく,しいたけ,とう
がん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお,豚骨

たまご,もずく（エビ・
カニ）

サラダ油（大豆）,小麦粉
あお豆,ごぼう,たまねぎ,に
んじん

ぬちまーす

ちくわ（大豆） ごま油,三温糖
にんじん,はくさい,ほうれ
ん草,もやし

しょうゆ（小麦・大豆）,酢
（小麦）

こめ,むぎ

わかめ はるさめ
たまねぎ,にんじん,ほうれ
ん草,きくらげ

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,鶏ガラ

豚肉
サラダ油（大豆）,でん粉,
小麦粉

しいたけ,しょうが,たけの
こ,たまねぎ,にんじん,パイ
ン缶,ピーマン

みりん,料理酒

ごま,三温糖 キャベツ,にんじん しょうゆ(大豆・小麦)

牛乳

あさり じゃがいも
いんげん,セロリ,たまねぎ,
にんじん

こしょう,チキンコンソメ
（乳・小麦・鶏・大豆）,チ
キンブイヨン（鶏）,ぬち
まーす

キャベツ,コーン,にんじん
コールスロードレッシング
（卵・大豆）

牛乳

たまご,鶏肉
こめ,サラダ油（大豆）,
マーガリン（乳・大豆）

グリンピース,たまねぎ,に
んじん,マッシュルーム

ケチャップ,こしょう,チキン
コンソメ（乳・小麦・鶏・大
豆）,デミグラスソース（小
麦・乳・牛・鶏・豚・大
豆）,ぬちまーす,料理酒

こめ,むぎ

牛乳

アイスクリーム（乳）


