
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

うるま市津堅学校調理場
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

あわごはん

3 ワンタンスープ

(月) 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 841 kcal たんぱく質 29.2 g 脂質 16.7 g 炭水化物 138.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 728 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 17.9 g 炭水化物 108.3 g

牛乳

カレーうどん

4 野菜チップス

(火) じゃがいもの辛子和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal たんぱく質 16.6 g 脂質 17.3 g 炭水化物 66.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんぱく質 19.4 g 脂質 19.5 g 炭水化物 86 g

牛乳

麦ごはん

5 豆腐とわかめのすまし汁

(水) 鶏と大根のみそ煮

きなこもち

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 15.5 g 炭水化物 99.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 783 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 17.3 g 炭水化物 122.7 g

牛乳

バーガーパン

6 グリンスープ

(木) マグロカツ

サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 623 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 18 g 炭水化物 81.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 38.4 g 脂質 20 g 炭水化物 95.3 g

牛乳

あわごはん

7 アーサ汁

(金) 沖縄風煮物

あまがし

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 744 kcal たんぱく質 30.2 g 脂質 13.2 g 炭水化物 133.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 888 kcal たんぱく質 35.2 g 脂質 14.2 g 炭水化物 163.1 g

牛乳

麦ごはん

11 タコライス

(火) 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 693 kcal たんぱく質 29.3 g 脂質 20.4 g 炭水化物 94.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 823 kcal たんぱく質 34.4 g 脂質 23 g 炭水化物 116 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

わかめ,ワンタン（小麦・大
豆・豚・ごま）

たまねぎ,にら,にんじん,きくらげ
しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまーす,
鶏ガラ

牛肉 大豆油（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

こめ,あわ

牛乳

なると,豚肉,油揚げ（大豆） うどん（小麦）,三温糖
しいたけ,たまねぎ,にんじん,にんにく,
はくさい

カレールウ（小麦・大豆・鶏・
牛）,カレー粉,しょうゆ(大豆・小
麦),チキンブイヨン（鶏）,ぬちまー
す,みりん

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)

さつまいも,大豆油（大豆）,で
ん粉,小麦粉

かぼちゃ,ごぼう こしょう,ぬちまーす

ごま,ごま油,大豆油（大豆）,
じゃがいも,三温糖

きゅうり,にんじん マスタード,酢（小麦）

わかめ,豆腐（大豆） 長ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬちまー
す,花かつお

きな粉（大豆） 黒糖,三温糖,白玉団子（大豆）

鶏肉,厚揚げ（大豆）,赤みそ
（大豆）,麦みそ（大豆）

三温糖
こんにゃく,しいたけ,しょうが,だいこ
ん,にんじん,いんげん

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,白花豆ペースト
じゃがいも,マーガリン（乳・
大豆）,小麦粉

たまねぎ,にんじん,ブロッコリー,裏ご
しグリンピース

こしょう,チキンブイヨン（鶏）,ぬ
ちまーす

たまご,まぐろ
大豆油（大豆）,パン粉（小
麦・大豆）,三温糖,小麦粉,水あ
め

ウスターソース（りんご・大豆）,
ケチャップ,こしょう　,ぬちまーす

牛乳

バーガーパン（乳・小麦・大
豆）

牛乳

こめ,あわ

キャベツ,きゅうり,にんじん ぬちまーす

りょくとう,金時豆
グラニュー糖,むぎ,黒糖,白玉団
子（大豆）

ぬちまーす

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

厚揚げ（大豆）,昆布,豚ソー
キ

はちみつ,三温糖 こんにゃく,だいこん,にんじん,小松菜
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,花か
つお,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（大豆）
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

ヨーグルト（乳） パイン缶,みかん缶,もも缶



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

菜飯

12 レンコンのみそ汁

(水) 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 611 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 16.1 g 炭水化物 87.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 776 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 17.9 g 炭水化物 117.7 g

牛乳

ぬちまーすごはん

13 ゆし豆腐

(木) 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 556 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 17.5 g 炭水化物 71.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 748 kcal たんぱく質 31.1 g 脂質 19.9 g 炭水化物 107 g

牛乳

セサミトースト

14 コーンポタージュスープ

(金) アスパラのアーモンド和え

うまかっ十

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 30.1 g 炭水化物 79.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 777 kcal たんぱく質 25.5 g 脂質 33.2 g 炭水化物 92.1 g

牛乳

あわごはん

17 豆腐ときのこのチゲスープ

(月) 魚の甘酢あんかけ

海藻サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 14.9 g 炭水化物 81.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 700 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 16.6 g 炭水化物 100.9 g

牛乳

あわごはん

18 シカムドゥチ

(火) 豚肉の黒糖みそ焼き

もずくの酢の物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 681 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 24.4 g 炭水化物 83.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 869 kcal たんぱく質 36.3 g 脂質 32.2 g 炭水化物 104.4 g

牛乳

ごはん

19 うずみ

(水) 呉の肉じゃが

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal たんぱく質 26.7 g 脂質 13.1 g 炭水化物 86 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 696 kcal たんぱく質 31 g 脂質 14.3 g 炭水化物 106.1 g

牛乳

きな粉揚げパン

20 野菜ミートボールのトマト煮

(木) 小魚とチーズのサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 669 kcal たんぱく質 24.5 g 脂質 25.4 g 炭水化物 84.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 756 kcal たんぱく質 27.1 g 脂質 28.3 g 炭水化物 96.4 g

牛乳

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

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）

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

豚レバー
大豆油（大豆）,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）

ゆし豆腐（大豆）,赤みそ
（大豆）,白みそ（大豆）

小松菜 しょうゆ(大豆・小麦),花かつお

たまご,ツナ 大豆油（大豆） 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

ごま
グラニュー糖,ごま,マーガリン
（乳・大豆）,食パン（小麦・
乳・大豆）

納豆（大豆） にんじん,ほうれん草,もやし

うまかっ十（小麦・大豆・
ごま）

牛乳,鶏肉
大豆油（大豆）,でん粉,マーガ
リン（乳・大豆）,小麦粉

コーン,たまねぎ,にんじん
クリームコーン 缶,こしょう,チキン
ブイヨン（鶏）,ぬちまーす,料理酒

アーモンド,三温糖 アスパラ,だいこん,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまーす,
りんご酢

豆腐（大豆）,豚肉 大豆油（大豆）
えのき,しめじ,にら,まいたけ　,白菜キ
ムチ（小麦・りんご・大豆・さば）,
きくらげ

コチュジャン（大豆）,しょうゆ(大
豆・小麦),チキンブイヨン（鶏）,ぬ
ちまーす,鶏ガラ,料理酒

ホキ
大豆油（大豆）,でん粉,三温糖,
小麦粉

たまねぎ,ピーマン,黄パプリカ
こしょう,しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす,酢（小麦）,中華だし

牛乳

こめ,あわ

牛乳

こめ,あわ

ささみ,海藻サラダ 三温糖 きゅうり,コーン,シークワーサー果汁 しょうゆ(大豆・小麦),酢（小麦）

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）

かまぼこ（大豆）,豚肉 大豆油（大豆）
しいたけ,しょうが,とうがん　,ねぎ,こ
んにゃく

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬちまー
す,花かつお,料理酒

豚肉,白みそ（大豆） 黒糖 しょうが
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,料理
酒

赤魚,鶏肉,豆腐（大豆） さといも しいたけ,だいこん
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬちまー
す,花かつお,料理酒

豚肉,牛肉
大豆油（大豆）,じゃがいも,三
温糖

たまねぎ,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

牛乳

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

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（大豆）,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,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）



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

ボロボロジューシー

21 ふかし芋

(金) スーネー

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 589 kcal たんぱく質 21.8 g 脂質 19.7 g 炭水化物 78.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 677 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 21.9 g 炭水化物 92.2 g

牛乳

麦ごはん

24 ビーフストロガノフ

(月) アスパラソテー

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 861 kcal たんぱく質 23.5 g 脂質 18.5 g 炭水化物 145.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 736 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 18.6 g 炭水化物 117.2 g

牛乳

あわごはん

25 シカムドゥチ

(火) 豚肉の黒糖みそ焼き

もずくの酢の物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 681 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 24.4 g 炭水化物 83.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 869 kcal たんぱく質 36.3 g 脂質 32.2 g 炭水化物 104.4 g

牛乳

ミートスパゲティー

26 コンソメスープ

(水) ししゃもフリッター

みかんゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal たんぱく質 22.2 g 脂質 21.7 g 炭水化物 59.4 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 24 g 炭水化物 70.8 g

牛乳

麦ごはん

27 五目みそ汁

(木) ちくわと大豆の煮物

豚しゃぶ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 15.6 g 炭水化物 95 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 752 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 17 g 炭水化物 116.9 g

牛乳

コッペパン

28 チリコンカン

(金) ローストウインナー

野菜スープ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 623 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 23 g 炭水化物 76.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 698 kcal たんぱく質 28.5 g 脂質 24.5 g 炭水化物 88.6 g

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）

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

豚肉 こめ,大豆油（大豆） だいこん,だいこん葉,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬちまーす,
花かつお,料理酒

たまご,牛乳
グラニュー糖,大豆油（大豆）,
小麦粉

ベーキングパウダー

さつまいも

くだもの

生クリーム（乳）,牛肉
マーガリン（乳・大豆）,小麦
粉

たまねぎ,にんじん,にんにく,パセリ,
マッシュルーム

ウスターソース（りんご・大豆）,
ケチャップ,デミグラスソース（小
麦・鶏）,ぬちまーす,赤ワイン,パプ
リカ粉,ポークブイヨン（鶏・豚）

大豆油（大豆） にんじん,アスパラ,コーン
こしょう,しょうゆ（大豆・小麦）,
ぬちまーす

かまぼこ（大豆）,豚肉 大豆油（大豆）
しいたけ,しょうが,とうがん　,ねぎ,こ
んにゃく

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬちまー
す,花かつお,料理酒

豚肉,白みそ（大豆） 黒糖 しょうが
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,料理
酒

牛乳

こめ,あわ

牛乳

牛肉,大豆,豚レバー,豚肉
大豆油（大豆）,スパゲティ
（小麦）

たまねぎ,トマト缶,にんじん,にんにく,
ピーマン,マッシュルーム

ウスターソース（りんご・大豆）,
ケチャップ,こしょう,トマトピュー
レー,ぬちまーす,料理酒

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）

寒天 三温糖 みかん缶

ウインナー（豚） マーガリン（乳・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

子持ちししゃもフリッター
（小麦）

赤みそ（大豆）,白みそ（大
豆）

じゃがいも だいこん,にんじん,ねぎ,小松菜 花かつお

ちくわ（大豆）,厚揚げ（大
豆）,昆布,大豆,豚肉

三温糖 いんげん,こんにゃく,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,花か
つお,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大
豆）

甘口白みそ（大豆）,豚肉
ねりごま,マヨネーズ（卵・大
豆・りんご）

キャベツ,きゅうり,にんじん 酢（小麦）

じゃがいも
いんげん,かぼちゃ,キャベツ,セロリ,た
まねぎ,にんじん,小松菜

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

くだもの

10種ミックス （大豆）,
ニューソイミー（大豆）,大
豆,豚レバー,豚肉

大豆油（大豆）,三温糖 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,こしょう,トマトピュー
レー,ぬちまーす,料理酒,チリパウ
ダー

ウインナー（豚）


