
平成29年

入学・進級おめでとうございます。新学期がいよいよ始まりました。

希望や期待で胸がいっぱいのことでしょう。

学校給食は、成長期にあるみなさんの心と体の健康や発達のため、旬の食材を取り入れ、

栄養バランスを考えて作っています。また、行事食・郷土料理、他国の料理などバラエティーに

富んだ給食を提供していきますので、楽しみにしていてくださいね。

給食センター一同、心を込めておいしい給食作りに取り組んでいきます。



 ①きゅうしょくのまえには、てをあらいましょう。 ②ただしいしせいで、きゅうしょくをたべよう。

③たべものやきゅうしょくをつくっているひとにかんしゃをしましょう。

   

○毎日の献立には、(株)ぬちまーすより寄贈されたぬちまーすを使用しています。

○材料その他、都合により献立を変更することがあります。

　　🌼きゅうしょくのやくそく🌼

給食はただの『お昼ごはん』ではなく、食べ物や栄養、食事のマナーを学ぶ場でもあります。
きゅうしょく　　　　　　　　　　　ひる　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　もの　　　えいよう　　しょくじ　　　　　　　　　　　まな　　　ば　　　　　　　　　　　　

　給食の約束を守って、友だちや先生と楽しい給食時間をすごしましょう。
　　　きゅうしょく　 やくそく 　   まも　　　　  　とも　　　　     せんせい　たの　       きゅうしょくじかん 

● アレルギー表示について

★表示義務食品・表示推奨食品あわせて、以下の２７品目を表示しています。
卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・くるみ・さば・さけ・キウイ

牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ

※もずく・アーサ・しらすは、収穫の際えび・かに混入の可能性があるためアレルギー表示対象としています。

★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。

うるま市立津堅学校調理場 TEL 978-2141 FAX 978-1005



献　立　名

黒米ごはん

　 なかみ汁

魚天ぷら

千切りイリチー

　 紅白かるかん

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 753 Kcal たんぱく質 28.6 ｇ 脂　質 18.4 ｇ 炭水化物 118.3 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 912 Kcal たんぱく質 35.9 ｇ 脂　質 20.4 ｇ 炭水化物 146.2 ｇ

くーぶじゅーしー

ゆし豆腐

マーミナチャンプルー

ユヌクもち

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 555 Kcal たんぱく質 29.2 ｇ 脂　質 20.3 ｇ 炭水化物 63.9 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 709 Kcal たんぱく質 35 ｇ 脂　質 22.9 ｇ 炭水化物 90.7 ｇ

あわご飯

コーン中華スープ

酢豚

杏仁豆腐

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 616 Kcal たんぱく質 21.5 ｇ 脂　質 18.4 ｇ 炭水化物 91.1 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 776 Kcal たんぱく質 25.7 ｇ 脂　質 20.8 ｇ 炭水化物 121.5 ｇ

麦ごはん

みそ汁

肉じゃが

もずくの卵焼き

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 635 Kcal たんぱく質 24.6 ｇ 脂　質 21.8 ｇ 炭水化物 85.1 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 797 Kcal たんぱく質 29.3 ｇ 脂　質 24.9 ｇ 炭水化物 113.9 ｇ

麦ごはん

ポークカレー

コールスローサラダ

りんご

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 740 Kcal たんぱく質 20.7 ｇ 脂　質 29.4 ｇ 炭水化物 98.2 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 931 Kcal たんぱく質 24.9 ｇ 脂　質 33.9 ｇ 炭水化物 131.6 ｇ

ひじきご飯

きのこのすまし汁

さばのねぎみそかけ

白和え

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 657 Kcal たんぱく質 30.3 ｇ 脂　質 24.5 ｇ 炭水化物 78.8 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 785 Kcal たんぱく質 37.8 ｇ 脂　質 29.2 ｇ 炭水化物 92.8 ｇ

けんちんうどん

カエリと大豆のかき揚げ

白菜和え

オレンジ

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 522 Kcal たんぱく質 26.3 ｇ 脂　質 17.6 ｇ 炭水化物 64.6 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 597 Kcal たんぱく質 37.8 ｇ 脂　質 19.8 ｇ 炭水化物 66.9 ｇ

10
(月)

木綿豆腐（大豆）ツナ サラダ油（大豆） もやし　からし菜　人参 ぬちまーす　しょうゆ（大豆・小麦）こしょう

豚中身　豚肉

ホキ　たまご

こんにゃく　生姜　ねぎ　しいた
け

花かつお　ぬちまーす　料理酒
しょうゆ（大豆・小麦）　豚骨

小麦粉　でん粉　サラダ油（大豆） ぬちまーす

精白米　黒米

11
(火)

牛乳

しょうゆ（大豆・小麦）　みりん　ぬちまーす
料理酒

脱脂粉乳（乳）

大根　小松菜　人参 花かつお

オレンジ

しらす（えび・かに）

カエリ　脱脂粉乳（乳）たま
ご　　大豆　あおのり

小麦粉　ごま　サラダ油（大豆） 人参 ぬちまーす

牛乳

17
(月)

豚肉　ひじき 精白米　ペン麦
人参　ごぼう　グリンピース
しいたけ

料理酒　ぬちまーす　サラダ油（大豆）花かつお

えのき　しめじ　小松菜　長ねぎ しょうゆ（大豆・小麦）　ぬちまーす　花かつお

牛乳

木綿豆腐（大豆）ひじき
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
ゴマ油

人参　ほうれん草 しょうゆ（大豆・小麦）　ぬちまーす

さば　みそ（大豆） 三温糖 ねぎ　しょうが みりん

精白米　ペン麦

クッキングチーズ（乳）
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
コールスロー（卵・大豆）

キャベツ　人参　きゅうり　コー
ン

牛乳

豚肉　豚レバー じゃがいも　サラダ油（大豆）
人参　玉ねぎ　いんげん　ピーマ
ン　トマトホール缶

チャツネ　トマトケチャップ
ウスターソース(りんご・大豆)　鶏ガラ
カレールウ(小麦・大豆・鶏肉・牛肉)

りんご

たまご でん粉 こしょう　しょうゆ（大豆・小麦）　鶏ガラ　ぬちまーす

13
(木)

みそ（大豆）

精白米　ペン麦

豚肉
じゃがいも　サラダ油（大豆）
三温糖

人参　こんにゃく　玉ねぎ
パクチョイ

花かつお　みりん　しょうゆ（大豆・小麦）

もずく（えび・かに）たまご
紅麹ハム（鶏・豚・大豆）

サラダ油（大豆） 人参　ニラ ぬちまーす　こしょう

牛乳

14
(金)

12
(水)

牛乳

18
(火)

豚肉　油揚げ（大豆）
うどん（小麦）さといも
サラダ油（大豆）

ごぼう　大根　人参　長ねぎ みりん　しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす

白菜　きゅうり　キャベツ 山海ぶし　ぬちまーす

豚肉
サラダ油（大豆）　でん粉　三温
糖

玉ねぎ　人参　ピーマン　竹の子
しいたけ　パイン

木戸中華（小麦・乳・大豆・牛・豚・鶏）
しょうゆ（大豆・小麦）トマトケチャップ　ぬちまーす

チェリー缶 アーモンドエッセンス

千切昆布　豚肉
カステラかまぼこ(卵)

精白米　サラダ油（大豆） 人参　ごぼう　しいたけ　ニラ

人参　玉ねぎ　長ねぎ　コーン

ゆし豆腐（大豆）みそ（大
豆）

はったい粉　粉黒糖　グラニュー
糖　もち粉

小松菜 しょうゆ（大豆・小麦）花かつお

牛乳　かんてん 三温糖

精白米　あわ

三温糖　サラダ油（大豆）

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

牛乳

細切り昆布　　　豚肉
カステラかまぼこ（卵）

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

にんじん　ニラ　こんにゃく
切干大根

花かつお　しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす

かるかん（たまご・やまいも）



献　立　名

あわご飯

もずく丼

沖縄風みそ汁

千草和え

ごま菓子

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 761 Kcal たんぱく質 28.9 ｇ 脂　質 26.5 ｇ 炭水化物 101.7 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 950 Kcal たんぱく質 34.8 ｇ 脂　質 30.1 ｇ 炭水化物 135.0 ｇ

津堅にんじんのポタージュ

キウイ

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 746 Kcal たんぱく質 29 ｇ 脂　質 36.3 ｇ 炭水化物 75.8 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 881 Kcal たんぱく質 33.8 ｇ 脂　質 42.4 ｇ 炭水化物 91.1 ｇ

ゆかりジャコご飯

じゃがいものみそ汁

チキンのナッツソースかけ

ブロッコリーのおかか和え

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 483 Kcal たんぱく質 18.3 ｇ 脂　質 14.3 ｇ 炭水化物 70.3 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 616 Kcal たんぱく質 22 ｇ 脂　質 16.1 ｇ 炭水化物 95.8 ｇ

あみパン（胚芽）

ポトフ

魚のアーモンドフライ

バナナ

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 666 Kcal たんぱく質 27 ｇ 脂　質 31 ｇ 炭水化物 69.8 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 769 Kcal たんぱく質 32.7 ｇ 脂　質 35.8 ｇ 炭水化物 79.0 ｇ

カレーピラフ

オニオンスープ

オープンオムレツ

ヨーグルト

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 499 Kcal たんぱく質 27 ｇ 脂　質 31 ｇ 炭水化物 28.0 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 769 Kcal たんぱく質 32.7 ｇ 脂　質 35.8 ｇ 炭水化物 79.0 ｇ

あわご飯

卵スープ

マーボー豆腐

バンウースー

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 588 Kcal たんぱく質 23.3 ｇ 脂　質 17.2 ｇ 炭水化物 85.0 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 740 Kcal たんぱく質 27.7 ｇ 脂　質 19 ｇ 炭水化物 114.6 ｇ

スパゲティーナポリタン

ジュリアンヌスープ

いわしのカリカリフライ

チョコバナナケーキ

牛乳

一食当たりの栄養価(小) エネルギー 644 Kcal たんぱく質 24.8 ｇ 脂　質 22.7 ｇ 炭水化物 85.1 ｇ

一食当たりの栄養価(中) エネルギー 739 Kcal たんぱく質 27.8 ｇ 脂　質 25.4 ｇ 炭水化物 99.8 ｇ

たまご　チーズ（乳） サラダ油（大豆）
セロリー　玉ねぎ　ピーマン
赤ピーマン　トマト　パセリ

こしょう　ぬちまーす
チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大豆)

無塩せきウィンナー（豚）

小麦粉　アーモンド
サラダ油（大豆）
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

マスタード

牛乳

コーンフレーク　ゴマ
アーモンド
マシュマロ（ゼラチン）
マーガリン（乳・大豆・豚）

花かつお　ぬちまーす

25
(火)

精白米　サラダ油（大豆）
ミックスビーンズ　鶏肉
あさり

うっちん粉　カレー粉　しょうゆ（大豆・小麦）
ぬちまーす　白ワイン　チキンブイヨン(鶏肉)

にんじん　玉ねぎ　コーン　マッ
シュルーム　にんにく

24
(月)

あみパン(小麦・乳・大豆)

無塩せきウィンナー（豚）
大根　玉ねぎ　にんじん　キャベ
ツ　セロリー

チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大豆)　こしょう
ぬちまーす　鶏ガラ

無塩せきベーコン（豚・大
豆）

ヨーグルト(乳)

ホキ　たまご

たまご 三温糖　サラダ油（大豆） 人参　白菜　もやし　ほうれん草 しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす　みつかん酢（小麦）

牛乳

マーガリン(乳・大豆・豚） 玉ねぎ　にんじん　いんげん
鶏ガラ　ぬちまーす
チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大豆)

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

21
(金)

精白米　ゴマ

ブロッコリー　人参　コーン

しらす（えび・かに）

アーモンド　くるみ　はちみつ
三温糖

マヨネーズ(卵・大豆・りんご)
コールスロー(卵・大豆)

ゆかり粉

しょうゆ（大豆・小麦）

鶏肉 しょうゆ(大豆・小麦)　みりん　料理酒

みそ（大豆） じゃがいも にんじん　小松菜 花かつお

20
(木)

コッペパン（小麦・乳・大豆）

キウイ

豚肉　大豆 サラダ油（大豆） いんげん　にんじん　玉ねぎ
ウスターソース（りんご・大豆）　トマトケチャップ
ぬちまーす　こしょう　タバスコ

牛乳　生クリーム（乳）
マーガリン(乳・大豆・豚）精白
米

にんじん　玉ねぎ チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大豆)　ぬちまーす

チリドック
（自分でサンドしてみよう！）

26
(水)

精白米　あわ

たまご でん粉 にんじん　絹さや　長ねぎ ぬちまーす　こしょう　しょうゆ（大豆・小麦）鶏ガラ

木綿豆腐（大豆）豚肉　牛肉
豚レバー　大豆　みそ（大
豆）

サラダ油（大豆）ごま油　三温糖
でん粉

にんじん　玉ねぎ　ニラ　にんに
く　しょうが

しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす　木戸中華

紅麹ハム（鶏・豚・大豆）
錦糸卵（卵・小麦・大豆）

はるさめ　ごま油　三温糖 にんじん　もやし　きゅうり

牛乳

りんご酢（りんご）しょうゆ（大豆・小麦）

27
(木)

無塩せきウィンナー（豚）
スパゲティー（小麦）
サラダ油（大豆）

にんじん　玉ねぎ　ピーマン
赤ピーマン　黄ピーマン
マッシュルーム　しめじ　にんに
く

トマトケチャップ　トマトピューレ
ウスターソース(りんご・大豆)　ぬちまーす　こしよ
う

無塩せきベーコン（豚・大
豆）

キャベツ　玉ねぎ　セロリー　人
参

チキンコンソメ(乳・小麦・鶏肉・大豆)
ぬちまーす　こしょう

いわしのカリカリフライ サラダ油（大豆）

たまご　牛乳
小麦粉　チョコチップ(乳・大豆)
アーモンドダイス　三温糖
マーガリン(乳・大豆・豚)

バナナ

牛乳

バナナ

木綿豆腐（大豆）　豚肉
みそ（大豆）

こんにゃく　もやし　冬瓜　山東
菜

もずく（えび・かに）豚肉
牛肉　豚レバー

サラダ油（大豆）　三温糖 玉ねぎ　人参　小松菜　にんにく
しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす　みりん　花かつ
お　こしょう　豆板醤

19
(水)

精白米　あわ


