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うるま市津堅学校給食調理場

炭水化物 120 g

１食当たりの栄養価(小学校) 基準値 エネルギー 640　Kcal たんぱく質 24.0 g 脂質 19.4 g 炭水化物 92.4 g

1食当たりの栄養価(中学校) 基準値 エネルギー 820　Kcal たんぱく質 30.0 g 脂質 25.0 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

日時 ： ７月14日（土）１０：００～ １6：００

場所 ：サンエー西原シティ 1階エディオン側コート

・学校給食に関する展示

・学校給食用食材の紹介、試食

・地場産物の展示

・お箸の持ち方体験 など

食と子どもの健康展

あそびにきてね♪
7月は、沖縄県産品奨

励月間です。県産のもの

を積極的に活用し、沖縄

を元気にしよう！という

運動の一つです。学校給

食でも県産品を使用した

献立を取り入れるのでど

の食材が沖縄で採れた物

か探してみましょう！



牛乳

麦ごはん

3 豆腐のみそ汁

(火) 絹さやといんげんの炒め物

納豆

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 16.6 g 炭水化物 77.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 720 kcal たんぱく質 31.3 g 脂質 18.2 g 炭水化物 105.7 g

牛乳

コッペパン

4 ABCコンソメスープ

(水) チリチーズポテト

温野菜サラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal たんぱく質 21.3 g 脂質 17.2 g 炭水化物 66.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 24.7 g 脂質 19.5 g 炭水化物 80.9 g

牛乳

あわご飯

5 冬瓜のみそ汁

(木) さばの生姜焼き

きんぴらごぼう

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal たんぱく質 27.7 g 脂質 17.5 g 炭水化物 77.8 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 21.5 g 炭水化物 106.4 g

牛乳

ちらし寿司

6 魚ソーメンのすまし汁

(金) フルーツポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal たんぱく質 18.6 g 脂質 9.5 g 炭水化物 87 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 21.9 g 脂質 10.1 g 炭水化物 118.2 g

牛乳

麦ごはん

9 けんちん汁

(月) もずく入りたまご焼き

あぶらみそ

のり

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 13.2 g 炭水化物 82.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 685 kcal たんぱく質 28.1 g 脂質 14.4 g 炭水化物 112.1 g

牛乳

セサミトースト

10 白いんげん豆のポタージュ

(火) アスパラのアーモンド和え

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 676 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 26.9 g 炭水化物 82.2 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 798 kcal たんぱく質 27.7 g 脂質 31.1 g 炭水化物 99.9 g

くだもの

生クリーム（乳）,白い
んげん豆,白花豆ペース
ト,無添加ベーコ（豚・
大豆）

こめ油,じゃがいも
たまねぎ,パセリ,にんじ
ん

こしょう,ぬちまーす,鶏ガ
ラ,ホワイトカレールウ
（小麦・乳・大豆・鶏・
牛）

アーモンド 三温糖
アスパラ,だいこん,にん
じん

しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,りんご酢

牛乳

グラニュー糖,コッペパ
ン（小麦・乳・大豆）,
マーガリン（乳・大
豆）,ごま

シークヮーサー果汁

赤みそ（大豆）,麦みそ
（大豆）,アーモンド

こめ油,三温糖 ねぎ みりん

のり

さといも
ごぼう,こんにゃく,だい
こん　,にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,花かつお

たまご,もずく（エビ・
カニ）

こめ油 にら,にんじん こしょう ,ぬちまーす

牛乳

こめ,むぎ

魚そうめん,わかめ オクラ,長ねぎ,しょうが
しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,花かつお,こん
ぶ

グラニュー糖
みかん缶,とうがん,もも
缶,パイン缶

レモン果汁

牛乳

たまご こめ,三温糖
かんぴょう,れんこん,絹
さや,にんじん,しいたけ

しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,みりん,酢（小
麦）

こめ油,三温糖,ごま
ごぼう,れんこん,絹さや,
にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,みりん

赤みそ(大豆）,豚肉,白み
そ（大豆）

とうがん,ねぎ,にんじん 花かつお,こんぶ

さば 三温糖 しょうが
しょうゆ（小麦・大豆）,
みりん,料理酒

牛乳

こめ,あわ

コーン,ブロッコリー,赤
ピーマン,カリフラワー

こしょう ,ぬちまーす

無添加ベーコン（豚・大
豆））

ABCマカロニ（小麦）,
こめ油

キャベツ,セロリー,パセ
リ,にんじん

しょうゆ（小麦・大豆）,
チキンブイヨン（鶏）,ぬ
ちまーす,鶏ガラ,料理酒

チーズ（乳）,豚肉 こめ油,じゃがいも
たまねぎ,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,料
理酒,チリミックス,チリ
ソース,チリパウダー

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

納豆（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

☆
七
夕
献
立
☆

わかめ,赤みそ（大豆）,
豆腐（大豆）,白みそ
（大豆）

長ねぎ 花かつお

たまご
いんげん,たまねぎ,絹さ
や,にんじん

こしょう ,しょうゆ（小
麦・大豆）,ぬちまーす

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
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

11 冷やし中華

(水) 手作り春巻き

パインゼリー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal たんぱく質 23.5 g 脂質 14.1 g 炭水化物 83 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 724 kcal たんぱく質 29 g 脂質 15.7 g 炭水化物 111.3 g

牛乳

あわご飯

12 ゆし豆腐

(木) きびなごのシークヮーサーかけ

冬瓜ウブサー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 27.2 g 脂質 16.5 g 炭水化物 79 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 731 kcal たんぱく質 32 g 脂質 18.3 g 炭水化物 107.8 g

牛乳

ごはん

13 タコライス

(金) もずくのすまし汁

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 27.9 g 脂質 19.7 g 炭水化物 79.1 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 786 kcal たんぱく質 33.5 g 脂質 22.3 g 炭水化物 108.3 g

牛乳

トマトリゾット

17 魚のアーモンドフライ

(火) 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 650 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 27.2 g 炭水化物 73.8 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 840 kcal たんぱく質 32.6 g 脂質 31.4 g 炭水化物 103.4 g

牛乳

麦ごはん

18 ヘチマの中華煮

(水) バンウースー

杏仁豆腐

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal たんぱく質 18.4 g 脂質 14.2 g 炭水化物 84.2 g

一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 698 kcal たんぱく質 22.1 g 脂質 15.8 g 炭水化物 114.2 g

寒天,牛乳 グラニュー糖 さくらんぼ缶

甘口白みそ（大豆）,豆
腐（大豆）,豚肉

ごま油,こめ油,でん粉
たまねぎ,とうがん,にら,
にんにく,へちま,にんじ
ん

キムチの素（いか・大
豆・りんご）

無添加ハム（鶏・豚・大
豆）,はるさめ

ごま油,三温糖
きゅうり,もやし,にんじ
ん

しょうゆ（小麦・大豆）,
酢（小麦）

牛乳

こめ,むぎ

くだもの

たまご,ホキ,アーモンド
サラダ油（大豆）,マヨ
ネーズ（卵・大豆・りん
ご）,小麦粉

マスタード

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（小
麦・大豆）,ぬちまーす

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,マッ
シュルーム

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

もも缶

牛肉,大豆,豚肉,豚レバー,
チーズ（乳）

こめ油
キャベツ,たまねぎ,にん
にく,ピーマン,にんじん

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

もずく（エビ・カニ）,
豆腐（大豆）

にんじん,たけのこ
しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,花かつお

牛乳

こめ

こんぶ,赤みそ（大豆）,
豚肉,白みそ（大豆）

こめ油,三温糖
いんげん,こんにゃく,だ
いこん,とうがん,にんじ
ん,しいたけ

みりん,花かつお,料理酒

きびなご
サラダ油（大豆）,でん
粉,小麦粉

ぬちまーす,シークヮー
サー果汁

牛乳

こめ,あわ

もずく（エビ・カニ）,
豚肉

こめ油,でん粉,三温糖
もやし,たけのこ,しいた
け

ウスターソース（りん
ご・大豆）,しょうゆ（小
麦・大豆）,料理酒

ゼラチン,寒天 三温糖 パイン缶

ゆし豆腐 ねぎ
しょうゆ（小麦・大豆）,
ぬちまーす,花かつお

牛乳

たまご,無添加ハム
（鶏・豚・大豆）

ごま油,三温糖,中華めん
（小麦）

きゅうり,もやし,にんじ
ん

しょうゆ（小麦・大豆）,
シークヮーサー果汁 ,酢
（小麦）,花かつお,キド中
華の素（小麦・乳・牛・
大豆・鶏・豚）



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

あわご飯

19 チムシンジ

(木) ゴーヤーチャンプルー

パパイヤの梅肉あえ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 16.1 g 炭水化物 87.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 770 kcal たんぱく質 30.1 g 脂質 17.9 g 炭水化物 118.6 g

牛乳

ごはん

20 夏野菜カレー

(金) シークヮーサーソルベ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 643 kcal たんぱく質 21.6 g 脂質 18 g 炭水化物 96.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 792 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 19 g 炭水化物 126 g

豚レバー,豚肉 こめ油
ズッキーニ,たまねぎ,ト
マト　,なす,ピーマン,に
んじん,かぼちゃ

カレールウ（小麦・大
豆・鶏・牛）,ウスター
ソース（りんご・大豆）,
カレー粉,ケチャップ,鶏ガ
ラ,料理酒

シークヮーサーソルベ

牛乳

こめ

わかめ 三温糖 パパイア,にんじん りんご酢,梅びしお

豚レバー,豚肉,白みそ
（大豆）,麦みそ（大
豆）

じゃがいも
たまねぎ,にんにく,ねぎ,
にんじん

花かつお

豆腐（大豆）,豚肉,ちき
あげ（大豆）

こめ油
にがうり,にら,もやし,に
んじん

こしょう,しょうゆ（小
麦・大豆）,ぬちまーす,料
理酒

牛乳

こめ,あわ

〇７月の県産品食材〇

パパイ

へちま

ゴー

かぼちゃ

ピーマン

オクラ もやし

トマト

とうがん

ぶたにく

きゅうり

もずく


