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

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

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 炭水化物 121.4 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

酢飯

3 豚汁

(月) 五目卵焼き

たくあん

のり

黒糖ビーンズ
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 775 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 26.9 g 炭水化物 97.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 918 kcal たんぱく質 37.3 g 脂質 31 g 炭水化物 117.1 g

牛乳

あわご飯

4 豆腐ときのこのチゲスープ

(火) チンジャオロース

ナムル

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal たんぱく質 25.5 g 脂質 17.6 g 炭水化物 86.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 732 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 19.6 g 炭水化物 105.7 g

牛乳

麦ごはん

5 タコライス

(水) もずくのすまし汁

フルーツヨーグルト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 698 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 20.5 g 炭水化物 93.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 821 kcal たんぱく質 34.4 g 脂質 23 g 炭水化物 115.6 g

牛乳

コッペパン

6 ごぼうスープ

(木) 魚のカラフル焼き

冬瓜ジャム

コールスローサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 672 kcal たんぱく質 23.7 g 脂質 30.8 g 炭水化物 72.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 786 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 35.5 g 炭水化物 84.7 g

牛乳

みそラーメン

7 もずくの天ぷら

(金) 山菜の中華和え

スナックアーモンド

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 814 kcal たんぱく質 33.3 g 脂質 23.2 g 炭水化物 114.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 759 kcal たんぱく質 33.4 g 脂質 20.8 g 炭水化物 107.2 g

牛乳

白菜ときのこの洋風リゾット

10 炒り豆腐

(月) きんぴらサラダ

キャラメルポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 671 kcal たんぱく質 25.2 g 脂質 26 g 炭水化物 83.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 872 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 30 g 炭水化物 119.2 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

赤みそ（大豆）,豚肉,白みそ
（大豆）

じゃがいも,里芋
ごぼう,こんにゃく,にんじん,
長ねぎ

花かつお

たまご,ツナ,豆腐（大豆） 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

こめ,三温糖 ぬちまーす,酢（小麦）

牛乳

あわ,こめ

たくあん漬け

大豆 黒糖,三温糖

のり

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)

くだもの

鶏肉,豆腐（大豆） 大豆油 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 大豆油,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

ニューソイミー（大豆）,牛
肉,大豆,豚レバー,豚肉,チーズ
（乳）

大豆油
キャベツ,たまねぎ,にんじん,
にんにく,ピーマン,レタス

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,チリパウ
ダー,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

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

ヨーグルト（乳） パイン缶,みかん缶,もも缶

三温糖 とうがん リンゴピューレ

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
マーガリン（乳・大豆）,
小麦粉

ごぼう,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

ホキ
マヨネーズ（卵・大豆・
りんご）

ピーマン,黄パプリカ,赤パプリ
カ

こしょう,ぬちまーす

たまご,もずく（エビ・カニ） 大豆油,でん粉,小麦粉 たまねぎ,にんじん

無添加ハム（鶏・豚・大豆） ごま,ごま油,三温糖
きゅうり,にんじん,山菜ミック
ス

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまー
す,酢（小麦）

牛乳

わかめ,赤みそ（大豆）,豚肉,
白みそ（大豆）

中華めん（小麦）
きくらげ,コーン,しょうが,に
んじん,にんにく,もやし,竹の
子,長ねぎ

花かつお

牛乳

チーズ（乳）,鶏肉
こめ,大豆油,マーガリン
（乳・大豆）

えのき,しめじ,たまねぎ,にん
じん,はくさい,パセリ,マッ
シュルーム

こしょう,しょうゆ（大豆・小
麦）,チキンブイヨン（鶏）,ぬち
まーす,白ワイン

スナックアーモンド

さつまいも,大豆油,マーガ
リン（乳・大豆）,三温糖,
くるみ

たまご,鶏肉,大豆,豆腐（大
豆）

大豆油,三温糖
グリンピース,ごぼう,こんにゃ
く,しいたけ,しょうが,にんじ
ん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまー
す,料理酒

アーモンド,ごま,三温糖
あお豆,きゅうり,ごぼう,にん
じん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまー
す,みりん,花かつお,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

あわごはん

12 五目スープ

(水) 八宝菜

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal たんぱく質 27 g 脂質 13.1 g 炭水化物 74.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 686 kcal たんぱく質 32.2 g 脂質 14.3 g 炭水化物 102.6 g

牛乳

カミカミ菜飯

13 レンコンのみそ汁

(木) レバーの南蛮漬け

おかか和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 622 kcal たんぱく質 27 g 脂質 16.1 g 炭水化物 89.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 788 kcal たんぱく質 31.8 g 脂質 18 g 炭水化物 119.6 g

牛乳

シーフードパスタ

14 オニオンスープ

(金) ビーンズサラダ

手作りブラウニー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 28.4 g 炭水化物 53.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 666 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 32.7 g 炭水化物 65 g

牛乳

ナン

17 キーマカレー

(月) トマトのふわふわスープ

マッシュポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 638 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 27.4 g 炭水化物 72.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 773 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 31.9 g 炭水化物 91.4 g

牛乳

麦ごはん

18 みそ汁

(火) 肉じゃが

大豆とカエリの蜜がらめ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 661 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 15.5 g 炭水化物 96.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 787 kcal たんぱく質 35.2 g 脂質 17.5 g 炭水化物 119.1 g

牛乳

麦ごはん

19 もずく丼

(水) すまし汁

三色ゴマ和え

うむくじアンダギー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 791 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 22.3 g 炭水化物 120.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 946 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 25.2 g 炭水化物 148.8 g

豚レバー
大豆油,でん粉,三温糖,小麦
粉

しょうが,長ねぎ
しょうゆ(大豆・小麦),七味唐辛
子（ごま）,酢（小麦）

糸けずり 三温糖 キャベツ,きゅうり,にんじん
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,酢（小麦）

牛乳

しらす（えび・かに）,大豆 ごま,こめ 高菜漬け しょうゆ(大豆・小麦),みりん

赤みそ（大豆）,白みそ（大
豆）

たまねぎ,にんじん,れんこん,
小松菜

花かつお

イカ,うずら卵,豚肉 でん粉
きくらげ,しいたけ,しょうが,
たけのこ,たまねぎ,にんじん,
にんにく,はくさい

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,オイスターソース

くだもの

牛乳

あわ,こめ

鶏肉,豆腐（大豆） ごま油,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,木戸中
華料理の素（小麦・乳・牛・大
豆・鶏・豚）,料理酒

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）,鶏ガラ

ミックスビーンズ
あお豆,キャベツ,きゅうり,
レッドキドニー

フレンチクリーミー

牛乳

あさり,イカ,たこ,貝柱
オリーブ油,スパゲティ
（小麦）,無塩バター
（乳）

にんにく こしょう,ぬちまーす

牛乳

ナン（小麦・大豆）

たまご

グラニュー糖,チョコレー
ト,マーガリン（乳・大
豆）,小麦粉,無塩バター
（乳）,くるみ,ココアパウ
ダー

ベーキングパウダー

牛乳,生クリーム（乳） じゃがいも たまねぎ,にんにく こしょう,ぬちまーす

ニューソイミー（大豆）,牛
乳,大豆,豚肉

大豆油
コーン,たまねぎ,トマト缶,に
んじん,にんにく,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,こしょう,チ
キンコンソメ（乳・小麦・鶏・
大豆）,ぬちまーす,料理酒

ウインナー（豚・大豆・鶏）,
たまご

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

赤みそ（大豆）,豆腐（大
豆）,白みそ（大豆）

だいこん,長ねぎ 花かつお

豚肉 大豆油,じゃがいも
いんげん,しいたけ,たまねぎ,
にんじん,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

こめ,むぎ

カエリ,大豆
ごま,大豆油,でん粉,三温
糖,水あめ,アーモンド

しょうゆ(大豆・小麦)

ごま,三温糖 いんげん,キャベツ,にんじん しょうゆ(大豆・小麦)

グラニュー糖,さつまいも
でん粉,大豆油,タピオカ粉,
紅イモペースト

もずく（えび・かに）,牛肉,
鶏レバー,豚肉

大豆油,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,豆板醬（大豆）

豆腐（大豆） 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



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

麦ごはん

20 春雨スープ

(木) 酢豚

ナムル

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 643 kcal たんぱく質 21.8 g 脂質 17.5 g 炭水化物 97.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 765 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 19.5 g 炭水化物 120 g

牛乳

五目鶏飯

21 白菜のみそ汁

(金) さばの塩焼き

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 622 kcal たんぱく質 35 g 脂質 22.9 g 炭水化物 64.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 750 kcal たんぱく質 43 g 脂質 28.2 g 炭水化物 75.6 g

牛乳

ぬちまーすごはん

25 ゆし豆腐

(火) にんじんシリシリー

納豆和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 26.6 g 脂質 17.6 g 炭水化物 80 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 749 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 19.9 g 炭水化物 107.4 g

牛乳

オムライス

26 あさりと野菜のスープ

(水) きびなごのマリネ

くだもの

ミニケチャップ
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 721 kcal たんぱく質 27.9 g 脂質 22.6 g 炭水化物 97.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 814 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 19.6 g 炭水化物 129.8 g

牛乳

麦ごはん

27 きのこのすまし汁

(木) 鶏肉のから揚げ

白菜のごま和え
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcal たんぱく質 28.4 g 脂質 21.5 g 炭水化物 80.5 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 784 kcal たんぱく質 34.3 g 脂質 25.5 g 炭水化物 99.8 g

牛乳

きな粉揚げパン

28 野菜ミートボールのトマト煮

(金) 小魚とチーズのサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 684 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 25.4 g 炭水化物 87.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 775 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 28.3 g 炭水化物 101 g

わかめ,カニカマ風 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
大豆油,でん粉,三温糖,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

ケチャップ,しょうゆ(大豆・小
麦),みりん,りんご酢,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

鶏肉,油揚げ（大豆） こめ,大豆油
グリンピース,ごぼう,しいた
け,にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまー
す,みりん,花かつお,料理酒

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)

くだもの

赤みそ（大豆）,白みそ（大
豆）,油揚げ（大豆）

たまねぎ,にんじん,はくさい 花かつお

さば ぬちまーす,料理酒

ゆし豆腐（大豆）,赤みそ（大
豆）,白みそ（大豆）

小松菜 花かつお

たまご,ツナ 大豆油 たまねぎ,にんじん
こしょう,しょうゆ(大豆・小麦),
ぬちまーす,花かつお

牛乳

こめ ぬちまーす

牛乳

たまご,鶏肉
こめ,大豆油,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・鶏）,ぬ
ちまーす,料理酒

納豆（大豆） 三温糖 にんじん,ほうれん草,もやし しょうゆ(大豆・小麦)

ミニケチャップ

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

きびなご
オリーブ油,大豆油,三温糖,
小麦粉

たまねぎ,黄パプリカ,赤パプリ
カ

ぬちまーす,酢（小麦）,料理酒

くだもの

豆腐（大豆）
えのき,しいたけ,しめじ,だい
こん,にんじん,まいたけ

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,花かつお

鶏肉 大豆油,でん粉,小麦粉 にんにく
こしょう,しょうゆ(大豆・小麦),
ぬちまーす,みりん,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

きな粉（大豆）
コッペパン（小麦・乳・
大豆）,大豆油,はったい粉,
黒糖,三温糖

ごま,三温糖 はくさい,小松菜 しょうゆ(大豆・小麦)

くだもの

ミートボール（小麦・牛・
豚・鶏・大豆）,白いんげん豆

大豆油,じゃがいも,マーガ
リン（乳・大豆）,三温糖,
小麦粉

たまねぎ,トマト缶,にんじん,
ブロッコリー

ケチャップ,こしょう,チキンコン
ソメ（乳・小麦・鶏・大豆）,ぬ
ちまーす,鶏ガラ

カエリ,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）


