
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

うるま市津堅調理場
TEL:098-978-2141

FAX：098-978-1005

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

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



牛乳
麦ごはん

1 もずく丼

(火) さつま汁

大根のうっちん漬け

ごま菓子

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 789 kcal たんぱく質 29 g 脂質 21.7 g 炭水化物 117.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 948 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 24.5 g 炭水化物 144.1 g

牛乳

ピラフ

2 オニオンスープ

(水) 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 637 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 23 g 炭水化物 85.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 27.2 g 脂質 25.9 g 炭水化物 99.7 g

牛乳

あわご飯

3
豆腐ときのこの
チゲスープ

(木) チンジャオロース

ナムル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 16.7 g 炭水化物 82.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 705 kcal たんぱく質 28.4 g 脂質 18.5 g 炭水化物 102 g

牛乳
赤飯

4 イナムドゥチ

(金) 千切りイリチー

グルクンのから揚げ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal たんぱく質 32.5 g 脂質 15.4 g 炭水化物 88.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 756 kcal たんぱく質 38.6 g 脂質 16.9 g 炭水化物 109.4 g

牛乳

麦ごはん

8 なめこのみそ汁

(火) 肉じゃが

大豆とカエリのゴマがらめ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 659 kcal たんぱく質 30.4 g 脂質 15.5 g 炭水化物 96.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 785 kcal たんぱく質 35.3 g 脂質 17.5 g 炭水化物 118.7 g

牛乳

かき揚げうどん

9 野菜かき揚げ

(水) カミカミ和え

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal たんぱく質 22 g 脂質 16.9 g 炭水化物 63.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 18.8 g 炭水化物 81.6 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
日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品
その他調味料など

もずく（えび・かに）,
牛肉,鶏レバー,豚肉

サラダ油（大豆）,三温
糖

たまねぎ,にんじん,にん
にく,小松菜

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,みりん,花かつ
お,料理酒

鶏肉,白みそ（大豆）,麦
みそ（大豆）

さつまいも
にんじん,はくさい,小松
菜,長ねぎ

しょうゆ(大豆・小麦),花かつ
お

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

マーガリン（乳・大豆）
にんじん,グリンピース,
ピーマン,黄パプリカ,た
まねぎ,マッシュルーム

チキンブイヨン（鶏）,チキン
コンソメ（乳・小麦・鶏・大
豆）,ぬちまーす

昆布 三温糖 だいこん
みりん,酢（小麦）,料理酒,うこ
ん粉

コーンフレーク,ごま,マーガ
リン（乳・大豆）,マシュマ
ロ,アーモンド

くだもの

いんげん,たまねぎ,にん
じん,マッシュルーム

チキンコンソメ（乳・小麦・鶏・
大豆）,ぬちまーす,鶏ガラ

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(大豆・小
麦),ぬちまーす

鶏肉,豆腐（大豆） サラダ油（大豆） えのき,しめじ

キムチの素（いか・大豆・りん
ご）,しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,鶏ガラ,木戸中華料理の素
（小麦・乳・牛・大豆・鶏・豚）,
料理酒

牛肉
サラダ油（大豆）,三温
糖

たけのこ,にんにくの芽,
ピーマン,赤ピーマン,き
くらげ

ウスターソース（りんご・大豆）,
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,木戸
中華料理の素（小麦・乳・牛・大
豆・鶏・豚）,料理酒

牛乳

あわ,こめ

牛乳

こめ,あずき

ごま,ごま油,三温糖
きゅうり,だいこん,にん
じん,もやし

しょうゆ(大豆・小麦)

グルクン
サラダ油（大豆）,でん
粉,小麦粉

こしょう,ぬちまーす

かまぼこ（大豆）,甘口
白みそ（大豆）,豚肉

こんにゃく,しいたけ 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,切り干し
大根

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお,料理酒

赤みそ（大豆）,豆腐（大
豆）,白みそ（大豆）

なめこ,長ねぎ 花かつお

豚肉
サラダ油（大豆）,じゃ
がいも

いんげん,しいたけ,たまねぎ,
にんじん,糸こんにゃく

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまー
す,みりん,花かつお,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

豚肉
うどん（小麦）,サラダ
油（大豆）

キャベツ,しいたけ,たまねぎ,
にんじん,小松菜,長ねぎ

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまーす,
みりん,花かつお,鶏ガラ,料理酒

カエリ,大豆
ごま,サラダ油（大豆）,でん
粉,三温糖,水あめ,アーモンド

しょうゆ(大豆・小麦)

くだもの

たまご
さつまいも,サラダ油
（大豆）,小麦粉

ごぼう,しそ,たまねぎ,に
んじん

ぬちまーす

ツナ,ひじき 三温糖
ごぼう,シークワーサー果汁,
だいこん,にんじん,小松菜

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）



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
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

コッペパン

10 にんじんポタージュ

(木)
ブロッコリーの
ミモザサラダ

ガーリックチキン

手作りブルーベリージャム

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 30.4 g 炭水化物 83.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 862 kcal たんぱく質 33.6 g 脂質 36.3 g 炭水化物 97.2 g

牛乳
麦ごはん

16 のっぺい汁

(水) さんまのぬちまーす焼き

千草和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 629 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 19.4 g 炭水化物 82.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 787 kcal たんぱく質 34.3 g 脂質 24.7 g 炭水化物 102.1 g

牛乳

中身そば

17 チャンプルー

(木) サーターアンダギー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal たんぱく質 26.7 g 脂質 22.1 g 炭水化物 63 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 714 kcal たんぱく質 32.6 g 脂質 25.8 g 炭水化物 83.4 g

牛乳

鶏そぼろごはん

18 すまし汁

(金) 仲良し串さし

おかか和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 662 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 20.9 g 炭水化物 85.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 843 kcal たんぱく質 35.3 g 脂質 23.5 g 炭水化物 117.8 g

牛乳
ごはん

21 シチュー

(月) コールスローサラダ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 696 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 25.3 g 炭水化物 92.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 835 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 28.8 g 炭水化物 114.4 g

牛乳
麦ごはん

23 トマトのふわふわスープ

(水) ササミフライ

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 716 kcal たんぱく質 32.1 g 脂質 21.7 g 炭水化物 94.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 865 kcal たんぱく質 39.9 g 脂質 24.5 g 炭水化物 117.2 g

牛乳,生クリーム（乳）
こめ,マーガリン（乳・
大豆）

たまねぎ,にんじん
チキンコンソメ（乳・小麦・
鶏肉・大豆）,ぬちまーす

たまご,無添加ハム
（鶏・豚・大豆）

きゅうり,ブロッコリー
コールスロードレッシング
（卵・大豆）,ぬちまーす,酢
（小麦）

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

牛乳

こめ,むぎ

鶏肉 無塩バター（乳） にんにく
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす

グラニュー糖 ブルーベリー レモン果汁

たまご 三温糖
にんじん,はくさい,ほう
れん草,もやし

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

でん粉,里芋
きぬさや,こんにゃく,し
いたけ,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

さんま ぬちまーす

たまご,ツナ,豆腐（大
豆）

サラダ油（大豆）
キャベツ,たまねぎ,にら,
にんじん

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす

たまご,牛乳
グラニュー糖,サラダ油
（大豆）,小麦粉

ベーキングパウダー

牛乳

豚肉,中身 沖縄そば（小麦）
こんにゃく,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,豚骨

牛乳

たまご,ニューソイミー
（大豆）,鶏肉,油揚げ
（大豆）

こめ,サラダ油（大豆）,
むぎ

ごぼう,しょうが,にんじ
ん,ねぎ

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,花かつお,料理酒

糸けずり 三温糖
いんげん,キャベツ,きゅ
うり,にんじん

しょうゆ（大豆・小麦）,酢
（小麦）

わかめ,豆腐（大豆） だいこん
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,花かつお

うずら卵,鶏レバー
サラダ油（大豆）,でん
粉,とうもろこし,小麦粉

きゅうり,しょうが,ミニ
トマト

しょうゆ(大豆・小麦),料理酒

牛乳,鶏肉,生クリーム
（乳）

サラダ油（大豆）,じゃ
がいも

カリフラワー,たまねぎ,
にんじん,ブロッコリー,
ほうれん草

こしょう,ぬちまーす,ホワイト
ルウ（小麦・乳・大豆・鶏・
牛）

チーズ（乳）
キャベツ,きゅうり,コー
ン,にんじん

コールスロードレッシング
（卵・大豆）

牛乳

こめ

牛乳

こめ,むぎ

くだもの

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

ウインナー（豚・大豆・
鶏）,たまご

でん粉,パン粉（小麦・
大豆）

たまねぎ,トマト,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

鶏ささみ

サラダ油（大豆）,パン
粉（小麦・大豆）,マヨ
ネーズ（卵・大豆・りん
ご）,小麦粉

パセリ
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,料理酒



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
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
あわごはん

24 きのこのすまし汁

(木) 五目卵焼き

切り干し大根のごま和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 12.8 g 炭水化物 86.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 664 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 13.8 g 炭水化物 106.9 g

牛乳

チャーハン

25 わかめスープ

(金) チヂミ

コンナムル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal たんぱく質 21.7 g 脂質 14.9 g 炭水化物 74.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 672 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 16.4 g 炭水化物 104 g

牛乳

雑穀米ごはん

28 田舎汁

(月) 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 707 kcal たんぱく質 28.7 g 脂質 24.2 g 炭水化物 90.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 862 kcal たんぱく質 35.6 g 脂質 31.7 g 炭水化物 104.9 g

牛乳

二色揚げパン

29 ヌードルスープ

(火) ポテトサラダ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 26.7 g 炭水化物 77.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 30.5 g 炭水化物 90.9 g

牛乳
麦ごはん

30 大根の煮付け

(水) 焼きししゃも

手作り佃煮

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 18.6 g 脂質 13.6 g 炭水化物 88.9 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 662 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 15.1 g 炭水化物 109.7 g

牛乳
あわご飯

31 ジュリアンヌスープ

(木) 煮込みハンバーグ

かぼちゃサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcal たんぱく質 23.7 g 脂質 19.9 g 炭水化物 89.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 772 kcal たんぱく質 27 g 脂質 22.3 g 炭水化物 110.5 g

えのき,しめじ,小松菜,長
ねぎ,しいたけ

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,花かつお

たまご,ツナ,ひじき
しいたけ,にんじん,小松
菜

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす

牛乳

あわ,こめ

牛乳

豚肉,たまご
ごま油,こめ,サラダ油
（大豆）,むぎ

きくらげ,にんじん,にんにく,
竹の子

キムチの素（いか・大豆・り
んご）,こしょう,ぬちまーす,料
理酒

ごま,三温糖
キャベツ,にんじん,小松
菜,切り干し大根

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

ごま油,三温糖,ごま
きゅうり,コーン,もやし,
にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),花かつ
お

わかめ,牛肉 ごま,サラダ油（大豆） 長ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,鶏ガラ,料理酒

たまご,小桜えび ごま油,タピオカ粉,小麦粉 にら ぬちまーす,花かつお

鶏肉,赤みそ（大豆） サラダ油（大豆）,里芋
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

牛乳

五穀米 こめ,黒米

牛乳

脱脂粉乳,きな粉（大
豆）

なかよしパン（乳・小
麦・大豆）,サラダ油
（大豆）,黒糖,三温糖,粉
末アーモンド

ココア

しらす（えび・かに）,
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

鶏肉
サラダ油（大豆）,でん
粉,スパゲティ（小麦）

セロリ,たまねぎ,にんじ
ん,マッシュルーム,小松
菜

こしょう,ぬちまーす,料理酒,
ポークブイヨン（豚・鶏）

生クリーム（乳）
じゃがいも,マヨネーズ
（卵・大豆・りんご）

きゅうり,コーン,たまね
ぎ,にんじん

こしょう

昆布,鶏肉
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,にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
花かつお,料理酒

ししゃも ぬちまーす

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

あわ,こめ

ひじき,糸けずり ごま,三温糖,水あめ きくらげ
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
花かつお

マヨネーズ（卵・大豆・
りんご）

かぼちゃ ぬちまーす

無添加ベーコン（豚・
鶏）

キャベツ,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,
鶏ガラ

たまご,牛肉,豚肉
パン粉（小麦・大豆）,
マーガリン（乳・大
豆）,三温糖

たまねぎ

ウスターソース（りんご・大豆）,
ケチャップ,こしょう,デミグラス
ソース（小麦・鶏),ナツメグ,ぬち
まーす,鶏ガラ,赤ワイン


