
うるま市津堅学校給食調理場

TEL:　098-978-2141
FAX:　098-978-1005

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。

アレルゲンは、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。

★食品表示法の一部改正により、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ゲンを表示しています。

★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

短い夏休みが終わりました。例年に比べて、休み期間が少なく物足りないと思っている人も多いと思

います。まだまだ、夏真っ盛りです。夏バテしないように、バランスの良い食事を心がけて過ごしま

しょう。



牛乳

ごはん

11 夏野菜カレー

(火) アイスクリーム

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 656 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 18.2 g 炭水化物 99.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 794 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 19.2 g 炭水化物 126.4 g

牛乳

あわご飯

12 わかめスープ

(水) 韓国風豚じゃが

きのこのナムル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 20.1 g 脂質 17.1 g 炭水化物 88.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 694 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 18.9 g 炭水化物 107.1 g

牛乳

シーフードピラフ

13 コンソメスープ

(木) 鶏肉のマーマレード焼き

ビーンズサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 632 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 23.5 g 炭水化物 74.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 826 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 28.3 g 炭水化物 103.3 g

牛乳

ごはん

14 厚揚げのみそ汁

(金) さんまの梅煮

三色おひたし

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 17.4 g 炭水化物 69.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 21.9 g 炭水化物 97.8 g

牛乳

黒糖パン

17 ポークビーンズ

(月) コールスロー風サラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 751 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 23.9 g 炭水化物 102.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 869 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 27 g 炭水化物 121 g

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 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・無機質

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 27～42g 脂質 18～28g 炭水化物 104～135g

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 21～33g 脂質 14～22g 炭水化物 81～106g

こめ油 豚レバー,豚肉
かぼちゃ,トマト,なす,に
んじん

ウスターソース（りん
ご・大豆）,カレールウ
（小麦・大豆・鶏肉・牛
肉）,カレー粉,ケチャッ
プ,鶏ガラ,料理酒

アイスクリーム（乳）

牛乳

こめ

ごま油 ごま　わかめ だいこん

こめ油,じゃがいも,三温
糖

豚肉
しょうが,にんじん,にん
にく,糸こんにゃく

しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,花かつお

牛乳

あわ,こめ

牛乳

こめ,マーガリン（乳・大
豆・豚）

あさり,イカ グリンピース,にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）,
チキンコンソメ（乳・小
麦・鶏肉・大豆）,チキン
ブイヨン（鶏）,料理酒

ごま油 ごま
えのき,しめじ,にんじん,
小松菜

こしょう　ぬちまーす

マヨネーズ（卵・大豆・
りんご）,三温糖

チーズ（乳）,ミックス
ビーンズ

あお豆,キャベツ,きゅう
り

ぬちまーす,りんご酢(り
んご）,レモン果汁

マーガリン（乳・大豆・
豚）

いんげん,にんじん
チキンコンソメ（乳・小
麦・鶏肉・大豆）,ぬち
まーす,鶏ガラ

鶏肉 しょうが,にんにく しょうゆ(大豆・小麦)

厚揚げ（大豆）,赤みそ
（大豆）,白みそ（大豆）

長ねぎ

さんま 梅肉 しょうゆ（大豆・小麦）,

牛乳

こめ

牛乳

コッぺパン（小麦・乳・
大豆）、黒糖

しめじ,にんじん,ほうれ
ん草

しょうゆ（大豆・小麦）,
花かつお

オレンジ

グレープフルーツ

こめ油,じゃがいも,でん
粉

だいず,豚肉
にんじん,にんにく,玉ね
ぎ

こしょう,トマトピュー
レー,ぬちまーす,料理酒

マヨネーズ（卵・大豆・
りんご）

パルメザンチーズ（乳）,
ヨーグルト（乳）

キャベツ,コーン,にんじ
ん,にんにく

こしょう



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 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・無機質

牛乳

鶏の照り焼き丼

18 なすのみそ汁

(火) わかめの酢の物

沖縄ぜんざい

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal たんぱく質 29 g 脂質 11.9 g 炭水化物 75.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 675 kcal たんぱく質 34.9 g 脂質 12.7 g 炭水化物 104.3 g

牛乳

あわごはん

19 アーサ汁

(水) 魚天ぷら

マーミナーイリチー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 631 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 22.7 g 炭水化物 76.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 805 kcal たんぱく質 37 g 脂質 25.6 g 炭水化物 105.6 g

牛乳

和風スパゲティ

20 オニオンスープ

(木) カラフルサラダ

黒糖バナナマフィン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 26.6 g 炭水化物 77.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 761 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 30.3 g 炭水化物 89.7 g

牛乳

麦ごはん

21 豆腐のみそ汁

(金) 豚肉のしょうが炒め

オクラとえのきのポン酢和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 708 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 17.9 g 炭水化物 103.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 881 kcal たんぱく質 35.9 g 脂質 20.1 g 炭水化物 134.6 g

牛乳

鶏ごぼうごはん

24 みそ汁

(月) 鮭の塩焼き

ひじきサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 717 kcal たんぱく質 39.5 g 脂質 26.4 g 炭水化物 77.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 854 kcal たんぱく質 42.5 g 脂質 26.8 g 炭水化物 106.3 g

赤みそ（大豆）,白みそ
（大豆）

しそ,とうがん　,なす
果実、生,にんじん

花かつお

ごま油,三温糖 わかめ
きゅうり,コーン,にんじ
ん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす,酢（小麦）

牛乳

こめ 鶏肉 長ねぎ

牛乳

あわ,こめ

グラニュー糖,黒糖 金時豆 ぬちまーす

こめ油
無添加ベーコン（豚・
鶏）

キャベツ,にら,にんじん,
もやし

こしょう,しょうゆ(大
豆・小麦),ぬちまーす

豆腐（大豆）,アーサ（え
び・かに）

とうがん
しょうゆ（大豆・小麦）,
ぬちまーす,花かつお

でん粉,小麦粉,大豆油 たまご,ホキ ぬちまーす,花かつお

いんげん,にんじん,マッ
シュルーム

チキンコンソメ（乳・小
麦・鶏肉・大豆）,鶏ガラ

三温糖
かぼちゃ,カリフラワー,
シークワーサー果汁,ブ
ロッコリー,赤パプリカ

しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす

牛乳

オリーブ油,スパゲッティ
（小麦）

とりささみ
しそ,にんにく,ほうれん
草,ほんしめじ,赤パプリ
カ

しょうゆ(大豆・小麦),花
かつお

牛乳

こめ,むぎ

黒糖,小麦粉,無塩バター
（乳）

たまご,牛乳 バナナ ベーキングパウダー

かつお削り節
えのき,オクラ,シーク
ワーサー果汁,赤パプリカ

しょうゆ(大豆・小麦)

赤みそ（大豆）,豆腐（大
豆）,白みそ（大豆）

にんじん

でん粉 豚肉
しょうが,赤パプリカ,玉
ねぎ

こしょう,ぬちまーす

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,昆布だし

こめ油 べにざけ ぬちまーす

牛乳

こめ 鶏もも肉,油揚げ（大豆）
いんげん,ごぼう,にんじ
ん

しょうゆ（小麦・大豆）,
みりん,花かつお,料理酒

ごま,マヨネーズ（卵・大
豆・りんご）

乾ひじき コーン,ごぼう,にんじん しょうゆ(大豆・小麦)



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 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・無機質

牛乳

沖縄そば

25 チキナーチャンプルー

(火) 紅芋プリン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 24.2 g 炭水化物 59.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 727 kcal たんぱく質 34.2 g 脂質 28.6 g 炭水化物 78.9 g

牛乳

麦ごはん

26 冬瓜ともずくの生姜スープ

(水) さばの味噌焼き

ごぼうサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 17.6 g 炭水化物 74.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal たんぱく質 17.1 g 脂質 11.6 g 炭水化物 102.1 g

牛乳

あわご飯

27 麻婆冬瓜

(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 577 kcal たんぱく質 19.8 g 脂質 15.2 g 炭水化物 87 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 674 kcal たんぱく質 22.5 g 脂質 16.6 g 炭水化物 104.6 g

ジョアプレーン

28 セルフフィッシュバーガー

(金) クラムチャウダー

キャベツサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 727 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 27.9 g 炭水化物 82.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 865 kcal たんぱく質 40.7 g 脂質 33.5 g 炭水化物 96.6 g

牛乳

ウンケージューシー

31 なかみ汁

(月) ニガナのウサチ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 20.5 g 炭水化物 74.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 700 kcal たんぱく質 34.5 g 脂質 22.7 g 炭水化物 87.5 g

牛乳

沖縄そば（小麦,大豆）,
三温糖

かまぼこ,豚骨,豚肉 しょうが,ねぎ
しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす,みりん,花かつ
お

三温糖 さば,白みそ（大豆）
しょうゆ(大豆・小麦),み
りん

こめ油 ツナ,豆腐（大豆） からしな,にんじん
こしょう　,しょうゆ(大
豆・小麦),ぬちまーす

紅イモペースト,三温糖
ゼラチン（ゼラチン）,寒
天,牛乳,生クリーム
（乳）

牛乳

あわ,こめ

牛乳

こめ,むぎ

ごま,三温糖
きゅうり,ごぼう,にんじ
ん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす,酢（小麦）

もずく（えび・かに）,鶏
肉

しょうが,とうがん
しょうゆ（大豆・小麦）,
ぬちまーす,花かつお,昆
布だし

ごま油,三温糖
きゅうり,にんじん,もや
し

しょうゆ(大豆・小麦),り
んご酢（りんご）

ごま油,こめ油,でん粉
牛ひき肉,赤みそ（大
豆）,大豆,豚レバー,豚肉

しょうが,とうがん　,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

でん粉 たまご
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

じゃがいも,マーガリン
（乳・大豆・豚）,小麦粉

あさり,脱脂粉乳（乳）
セロリ,とうがん　,にん
じん

こしょう,チキンブイヨン
（鶏）,ぬちまーす,鶏ガ
ラ

こんにゃく 豚骨,豚肉 しいたけ,しょうが,ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,
ぬちまーす,花かつお,料
理酒

ジョアプレーン

パン粉（小麦・大豆）,小
麦粉,調合油,バーガーパ
ン(小麦,大豆,乳)

キングクリップ,たまご,
スライスチーズ（乳）

きゅうりピクルス ぬちまーす

キャベツ ぬちまーす

梨

ツナ,ピーナッツバター
(ピーナツ),豆腐（大豆）

ぬちまーす

牛乳

こめ油 ぶたかた肉,刻み昆布 にんじん
ぬちまーす,しょうゆ（小
麦・大豆）,花かつお,料
理酒


