
93.6 g

炭水化物

うるま市津堅調理場
TEL:098-978-2141
FAX:098-978-1005

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

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

脂質 18.1 g 炭水化物

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

3 のっぺい汁

(火) すき焼き風煮

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 625 kcal たんぱく質 29.2 g 脂質 14 g 炭水化物 93.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 747 kcal たんぱく質 33.9 g 脂質 15.4 g 炭水化物 115.1 g

牛乳

芋ごはん

4 アーサ汁

(水) スルル小のマース煮

いかの和え物

タンナーファクルー
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 652 kcal たんぱく質 31.7 g 脂質 14.4 g 炭水化物 94.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 809 kcal たんぱく質 37.3 g 脂質 15.6 g 炭水化物 123.8 g

牛乳

麦ごはん

5 ビビンバ丼

(木) わかめスープ

ナムル

ヨーグルト
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 15.9 g 炭水化物 93.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 726 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 17.4 g 炭水化物 113.7 g

牛乳

トマトリゾット

6 魚のアーモンドフライ

(金) ビーンズサラダ

ミルメーク（ココア）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 665 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 27.6 g 炭水化物 74.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 823 kcal たんぱく質 33.9 g 脂質 31.4 g 炭水化物 97.3 g

牛乳

麦ごはん

9 タコライス

(月) もずくのすまし汁

もも

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 673 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 19.6 g 炭水化物 90.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 787 kcal たんぱく質 33 g 脂質 21.9 g 炭水化物 110.5 g

牛乳

キムタクごはん

10 春雨スープ

(火) 手作り春巻き

白菜のごま和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal たんぱく質 18.5 g 脂質 17.7 g 炭水化物 90.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 772 kcal たんぱく質 22 g 脂質 19.8 g 炭水化物 122.6 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

こめ,むぎ

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

くだもの

でん粉,やまいも
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

鶏肉,厚揚げ（大豆） こめ油,三温糖
ごぼう,にんじん,にんにく,はく
さい,ほうれん草,糸こんにゃく,
長ねぎ

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,花かつお,料理
酒

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 ぬちまーす

牛乳

鶏肉,油揚げ（大豆）
こめ,さつまいも,むぎ,紅い
も

しいたけ,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

牛乳

こめ,むぎ

イカ ねりごま,三温糖
きゅうり,シークワーサー果汁,だ
いこん,にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),酢（小
麦）

たまご 黒糖,小麦粉 重曹

ヨーグルト（乳）

牛肉,赤みそ（大豆） ごま油,でん粉,三温糖
ごぼう,たまねぎ,にんじん,にん
にく

しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
七味唐辛子（ごま）,料理酒,
豆板醬（大豆）

わかめ,豆腐（大豆） ごま 長ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,鶏ガラ

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)

たまご,ホキ
サラダ油（大豆）,小麦粉,
アーモンド

ぬちまーす

白いんげん豆 あお豆,キャベツ,きゅうり フレンチクリーミー

牛乳

鶏肉
こめ,こめ油,無塩バター
（乳）

グリンピース,たまねぎ,にんじ
ん,トマト

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・
鶏）,ぬちまーす,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

ミルメーク（大豆）

もも

ニューソイミー（大豆）,
牛肉,大豆,豚レバー,豚肉,
チーズ（乳）

こめ油
キャベツ,たまねぎ,にんじん,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,トマト
ピューレー,ぬちまーす,料理
酒,チリソース,パプリカ粉,チ
リミックス（小麦・乳）

もずく（エビ・カニ）,豆
腐（大豆）

たけのこ,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお

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

もずく（エビ・カニ）,豚
肉

春巻きの皮（小麦）,こめ
油,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

牛乳

豚肉 こめ,こめ油
にんじん,長ねぎ,白菜キムチ（小
麦・りんご・大豆・さば）,たく
あん

ごま,三温糖 はくさい,小松菜 しょうゆ(大豆・小麦)



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

あわごはん

11 むらくも汁

(水) パパイヤの煮つけ

根菜のじゃこ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 626 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 15 g 炭水化物 95.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく質 32.5 g 脂質 16.5 g 炭水化物 117.7 g

牛乳

コッペパン

12
野菜とミートボール
のクリーム煮

(木) 温野菜サラダ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 22.7 g 炭水化物 78.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 704 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 25.5 g 炭水化物 91.7 g

牛乳

五目おこわ

13 きのこのすまし汁

(金) 魚のあられ揚げ

海藻和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 16.1 g 炭水化物 82.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 764 kcal たんぱく質 36.5 g 脂質 18.4 g 炭水化物 113.6 g

牛乳

麦ごはん

16 コーン中華スープ

(月) レバニラ炒め

バンサンスー

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 652 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 17.5 g 炭水化物 98.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 775 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 19.5 g 炭水化物 120.5 g

牛乳

あわごはん

17 ソーキ汁

(火) きびなごの甘辛煮

スーネー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 15.9 g 炭水化物 87.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 720 kcal たんぱく質 29.2 g 脂質 17.5 g 炭水化物 108.4 g

牛乳

あんこと
きな粉のトースト

18 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 641 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 23.1 g 炭水化物 86.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 734 kcal たんぱく質 27 g 脂質 26 g 炭水化物 101.1 g

牛乳

あわ,こめ

しらす（エビ・カニ） ごま,三温糖
きゅうり,ごぼう,にんじん,れん
こん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

たまご でん粉
しいたけ,しょうが,たまねぎ,に
んじん,ねぎ

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

こんぶ,鶏肉,厚揚げ（大
豆）

こめ油,三温糖
こんにゃく,しいたけ,だいこん,
パパイア,チンゲン菜

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,料理酒

ミートボール（小麦・
牛・豚・鶏・大豆）,生ク
リーム（乳）,大豆

こめ油,じゃがいも,マーガ
リン（乳・大豆）,小麦粉

しめじ,たまねぎ,にんじん,はく
さい

こしょう,ぬちまーす,ホワイ
トルウ（小麦・乳・大豆・
鶏・牛）

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

コッペパン（小麦・乳・大
豆）

牛乳

鶏肉,油揚げ（大豆） こめ,こめ油,もちごめ,くり しめじ,にんじん,ねぎ,れんこん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお,料理酒,ポー
クブイヨン（豚・鶏）

くだもの

海藻ミックス,しらす（エ
ビ・カニ）

こめ油,三温糖
あお豆,キャベツ,シークワーサー
果汁,にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

えのき,しめじ,とうがん　,小松
菜,長ねぎ

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

ホキ
あられ（小麦）,サラダ油
（大豆）,でん粉,小麦粉

こしょう,ぬちまーす,花かつ
お

たまご でん粉
コーン,たまねぎ,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

豚レバー
こめ油,サラダ油（大豆）,
でん粉,三温糖

しょうが,たまねぎ,にら,にんじ
ん,にんにく,もやし

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,料理酒,オイス
ターソース

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

あわ,こめ

ごま油,はるさめ,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

くだもの

甘口白みそ（大豆）,豆腐
（大豆）

ねりごま,三温糖 からしな,にんじん,もやし ぬちまーす,酢（小麦）

こんぶ,豚ソーキ,白みそ
（大豆）,麦みそ（大豆）

だいこん,にんじん,ねぎ 花かつお

きびなご
ごま,サラダ油（大豆）,で
ん粉,三温糖,小麦粉,水あめ

しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
七味唐辛子（ごま）

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

牛乳

つぶあん,マーガリン
（乳・大豆）,食パン（小
麦・乳・大豆）,きな粉
（大豆）

くだもの



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
あわごはん

19 具たくさんみそ汁

(木) きんぴらごぼう

青菜のおひたし

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal たんぱく質 20 g 脂質 11.3 g 炭水化物 95 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 11.9 g 炭水化物 116.8 g

牛乳
麦ごはん

20 冬瓜カレー

(金) ゆで卵

フルーツ白玉

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal たんぱく質 28.3 g 脂質 17.7 g 炭水化物 98.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 811 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 19.6 g 炭水化物 121.7 g

牛乳

トゥンジージューシー

23 チリムッチ汁

(月)
鶏肉の
ゆずこしょう焼き

もずくの酢の物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 663 kcal たんぱく質 32.1 g 脂質 20.1 g 炭水化物 85.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 850 kcal たんぱく質 36.4 g 脂質 24.4 g 炭水化物 117.2 g

牛乳
麦ごはん

24 沢煮椀

(火)
マグロの
ちゃんちゃん焼き
ブロッコリーの
おかか和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 639 kcal たんぱく質 31.5 g 脂質 17.9 g 炭水化物 83.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 774 kcal たんぱく質 39.6 g 脂質 19.9 g 炭水化物 103.7 g

牛乳

ジェノベーゼパスタ

25 コンソメスープ

(水) ローストチキン

コールスローサラダ

クリスマスケーキ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 718 kcal たんぱく質 30 g 脂質 32.6 g 炭水化物 74.3 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 843 kcal たんぱく質 35.4 g 脂質 35.9 g 炭水化物 91.9 g

牛乳

あわ,こめ

ごま
しめじ,ほうれん草,まいたけ　,
小松菜

しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
花かつお

赤みそ（大豆）,麦みそ
（大豆）,油揚げ（大豆）

さつまいも
キャベツ,しいたけ,だいこん,に
んじん,長ねぎ

花かつお

ごま,こめ油,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,七味唐辛子
（ごま）

豚レバー,豚肉
かぶ,かぼちゃ,しょうが,たまね
ぎ,トマト缶,にんじん,にんにく,
ブロッコリー,ほうれん草

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

たまご

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

かまぼこ（大豆）,昆布,豚
肉,油揚げ（大豆）

こめ,むぎ,田芋 しいたけ,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),チキン
ブイヨン（鶏）,ぬちまーす,
みりん,花かつお,料理酒

黒豆（大豆） 白玉団子
シークワーサー果汁,パイン缶,み
かん缶,もも缶

もずく（エビ・カニ） 三温糖 きゅうり
しょうゆ(大豆・小麦),花かつ
お,酢（小麦）

豚肉,白みそ（大豆） さつまいも,でん粉 だいこん,にんじん,ねぎ 花かつお

鶏肉 ゆず
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,料理酒

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬ
ちまーす,花かつお

まぐろ,甘口白みそ（大
豆）

三温糖,無塩バター（乳） キャベツ,にんじん,ピーマン
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,みりん

牛乳

こめ,むぎ

豚肉
きぬさや,こねぎ,ごぼう,しいた
け,にんじん,竹の子

ブッシュドノエル（卵・
乳・小麦・大豆）

ウインナー（鶏・豚・大
豆）

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

鶏手羽元 にんにく
こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),酢（小麦）,料理酒,クミン
パウダー,ローズマリー

マヨネーズ（卵・大豆・り
んご）

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

無添加ベーコン（豚・
鶏）

オリーブ油,スパゲティ
（小麦）

たまねぎ,にんじん,にんにく,ブ
ロッコリー,マッシュルーム

ぬちまーす,みりん,料理酒,バ
ジルソテー（大豆）,ポーク
ブイヨン（豚）

糸けずり
マヨネーズ（卵・大豆・り
んご）

コーン,にんじん,ブロッコリー
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす


