
.

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

うるま市津堅学校調理場
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 脂質

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

炊き込みご飯

7 若竹汁

(火) 魚のから揚げ

えのきときゅうりの梅肉和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 16.8 g 炭水化物 65.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 690 kcal たんぱく質 32.4 g 脂質 19.2 g 炭水化物 93.7 g

牛乳

あわごはん

8 大根のすり流し汁

(水) ゴーヤーウブサー

ツナ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 18.8 g 炭水化物 72.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 713 kcal たんぱく質 27.2 g 脂質 21.1 g 炭水化物 100.1 g

牛乳

コッペパン

9 鶏のトマト煮

(木) オニオンスープ

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 675 kcal たんぱく質 22.6 g 脂質 28.7 g 炭水化物 80.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 783 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 33 g 炭水化物 93.6 g

牛乳

焼きそば

10 かきたま汁

(金) おかか和え

じゃがバター

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 664 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 16.7 g 炭水化物 93.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 633 kcal たんぱく質 31.6 g 脂質 17.8 g 炭水化物 84 g

牛乳

五目鶏飯

13 なめこ汁

(月) ぎせい豆腐

キャベツのゴマ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 21.1 g 炭水化物 69.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 706 kcal たんぱく質 38.3 g 脂質 23.9 g 炭水化物 82.5 g

牛乳

きのこリゾット

14 手作り白花豆コロッケ

(火) ごぼうサラダ

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく質 19.7 g 脂質 21.2 g 炭水化物 92.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 737 kcal たんぱく質 21.4 g 脂質 23.2 g 炭水化物 109.9 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

油揚げ（大豆） ごま,こめ,むぎ
あお豆,ごぼう,しいたけ,たまね
ぎ,にんじん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,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

糸けずり 三温糖 えのき,きゅうり,だいこん
しょうゆ(大豆・小麦),酢（小
麦）,梅びしお

わかめ たけのこ ぬちまーす,花かつお,昆布

マグロ
サラダ油（大豆）,でん粉,
小麦粉

こしょう,ぬちまーす

でん粉
しいたけ,だいこん,にんじん,小
松菜

しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,花かつお

厚揚げ（大豆）,豚肉,麦
みそ（大豆）

サラダ油（大豆） ゴーヤー みりん,花かつお,料理酒

牛乳

こめ,もちきび

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大
豆）

ツナ 三温糖 にんじん,はくさい,もやし
しょうゆ(大豆・小麦),酢（小
麦）,シークワーサー果汁

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）

鶏肉,白いんげん豆
サラダ油（大豆）,じゃが
いも,マーガリン（乳・大
豆）,三温糖,小麦粉

しめじ,たまねぎ,にんじん,ブ
ロッコリー,トマト缶

ケチャップ,こしょう,ぬちまー
す,鶏ガラ

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・
鶏肉・大豆）,鶏ガラ

たまご しいたけ,ほうれん草
こしょう,しょうゆ（大豆・小
麦）,ぬちまーす,花かつお

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

豚肉 中華めん（小麦）
きくらげ,キャベツ,たまねぎ,に
ら,にんじん,にんにく,もやし,
小松菜

ウスターソース（りんご・大
豆）,しょうゆ(大豆・小麦),ぬ
ちまーす,焼きそばソース

牛乳

鶏肉,油揚げ（大豆） こめ,こめ油
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

じゃがいも,無塩バター
（乳）

こしょう,ぬちまーす

ごま,三温糖 キャベツ,にんじん しょうゆ(大豆・小麦)

わかめ,赤みそ（大豆）,
豆腐（大豆）,白みそ（大
豆）

だいこん,なめこ 花かつお

たまご,豆腐（大豆） 三温糖 きぬさや,しいたけ,にんじん
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,花かつお

たまご,白花豆ペースト

サラダ油（大豆）,じゃが
いも,パン粉（小麦・大
豆）,小麦粉,無塩バター
（乳）

コーン こしょう,ぬちまーす

ごま,三温糖
きゅうり,ごぼう,たまねぎ,にん
じん

しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,酢（小麦）

牛乳

無添加ベーコン（豚・大
豆）

こめ,マーガリン（乳・大
豆）

エリンギ,しいたけ,しめじ,たま
ねぎ,にんじん,パセリ,マッシュ
ルーム

こしょう,しょうゆ（大豆・小
麦）,チキンコンソメ（乳・小
麦・鶏肉・大豆）,ぬちまーす,
白ワイン

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

沖縄そば

15 フーチャンプルー

(水) ごま菓子

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 788 kcal たんぱく質 33.3 g 脂質 33 g 炭水化物 86.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 998 kcal たんぱく質 40.8 g 脂質 39.6 g 炭水化物 114.3 g

牛乳

五穀米ごはん

16 みそ汁

(木) 魚の花園焼き

きのこの和え物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 14.4 g 炭水化物 81.4 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 g 脂質 16.1 g 炭水化物 100.8 g

牛乳

あわごはん

17 卵スープ

(金) 回鍋肉

大豆と小魚のみつがらめ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 623 kcal たんぱく質 28 g 脂質 20.1 g 炭水化物 79.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 788 kcal たんぱく質 33 g 脂質 22.7 g 炭水化物 108.9 g

牛乳

麦ごはん

20 ジュリアンヌスープ

(月) 手作りハンバーグ

マッシュポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 19.1 g 炭水化物 86.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 783 kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 21.6 g 炭水化物 116.4 g

牛乳

麦ごはん

21 沖縄風みそ汁

(火) スンシーイリチー

黒糖アガラサー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 648 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 16.3 g 炭水化物 97 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 818 kcal たんぱく質 29 g 脂質 18.4 g 炭水化物 129.6 g

牛乳

あわごはん

22 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 538 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 12.8 g 炭水化物 76.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 688 kcal たんぱく質 31.6 g 脂質 14 g 炭水化物 105 g

牛乳

かまぼこ,豚肉 沖縄そば（小麦）,三温糖 しょうが,ねぎ
しょうゆ(大豆・小麦),ぬち
まーす,みりん,花かつお,豚骨

牛乳

五穀米 こめ

たまご,ツナ こめ油,麩（小麦）
キャベツ,たまねぎ,にら,にんじ
ん

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす

ごま
コーンフレーク,ごま,マー
ガリン（乳・大豆）,マ
シュマロ,アーモンド

ごま,三温糖
えのき,エリンギ,きくらげ,しめ
じ,にんじん,ほうれん草

しょうゆ(大豆・小麦),りんご
酢

赤みそ（大豆）,白みそ
（大豆）

だいこん,にんじん,小松菜 花かつお

ホキ
マヨネーズ（卵・大豆・り
んご）,三温糖

たまねぎ,黄パプリカ,赤パプリ
カ

こしょう,ぬちまーす,料理酒

たまご でん粉 きぬさや,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

豚肉 こめ油,でん粉,三温糖
キャベツ,しいたけ,にんにく,
ピーマン,赤パプリカ,長ねぎ

こしょう,しょうゆ(大豆・小
麦),ぬちまーす,みりん,甜麵醬,
豆板醤,木戸中華料理の素（小
麦・乳・牛・大豆・鶏・豚）,
料理酒

牛乳

こめ,もちきび

牛乳

こめ,むぎ

カエリ,大豆
サラダ油（大豆）,でん粉,
黒糖,三温糖,水あめ

しょうゆ(大豆・小麦)

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

無添加ベーコン（豚・大
豆）

キャベツ,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・鶏肉・大豆）,チ
キンブイヨン（鶏）,ぬちまー
す

たまご,牛肉,豚肉
パン粉（小麦・大豆）,
マーガリン（乳・大豆）,
三温糖

たまねぎ

ウスターソース（りんご・大
豆）,ケチャップ,こしょう,デミ
グラスソース（小麦・鶏）
,ナツメグ,ぬちまーす,赤ワイン

赤みそ（大豆）,豆腐（大
豆）,豚肉,白みそ（大
豆）

こんにゃく,さんとうさい,だい
こん,もやし

花かつお,料理酒

かまぼこ（大豆）,豚肉
こんにゃく,サラダ油（大
豆）,三温糖

いんげん,しいたけ,しょうが,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,料理酒

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

こめ,もちきび

牛乳
グラニュー糖,黒糖,強力粉
（小麦）

レーズン ベーキングパウダー

くだもの

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,料理酒

イカ,うずら卵,えび,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,八宝菜の素（小麦・大
豆・鶏・豚・ごま）,料理酒



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

麦ごはん

23 豚汁

(木) きびなごの磯辺揚げ

和風和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 703 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 26.1 g 炭水化物 84.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 888 kcal たんぱく質 34.5 g 脂質 29.9 g 炭水化物 114.4 g

牛乳

ピザトースト

24 パンプキンスープ

(金) ブロッコリーソテー

くだもの

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 21.8 g 炭水化物 76.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 696 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 24.4 g 炭水化物 89.2 g

牛乳

麦ごはん

28 もずくのすまし汁

(火) 野菜炒め

鶏肉のはちみつレモン焼き

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 27 g 脂質 17.5 g 炭水化物 74.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 751 kcal たんぱく質 34.1 g 脂質 21.2 g 炭水化物 102.3 g

牛乳

麦ごはん

29 シーフードカレー

(水) ビーンズサラダ

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 19.2 g 脂質 19.4 g 炭水化物 95.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 814 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 22.1 g 炭水化物 128.2 g

牛乳

焼豚チャーハン

30 わかめスープ

(木) ナムル

ポークシューマイ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 19.6 g 炭水化物 76.1 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 692 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 21.5 g 炭水化物 94.9 g

牛乳

麦ごはん

31 親子丼

(金) すまし汁

ほうれん草のおひたし

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 28.3 g 脂質 15.4 g 炭水化物 79 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 755 kcal たんぱく質 35 g 脂質 18.3 g 炭水化物 108.2 g

豚肉,八丁みそ（大豆）,
油揚げ（大豆）

じゃがいも
ごぼう,こんにゃく,にんじん,長
ねぎ

花かつお,料理酒

たまご,きびなご,青のり サラダ油（大豆）,小麦粉 ぬちまーす

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

チーズ（乳）
オリーブ油,三温糖,食パン
（小麦・乳・大豆）

コーン,たまねぎ,トマト缶,にん
にく,ピーマン,マッシュルーム,
黄パプリカ,赤パプリカ

こしょう,ぬちまーす

ツナ,わかめ 三温糖
キャベツ,きゅうり,にんじん,も
やし

しょうゆ(大豆・小麦),酢（小
麦）

くだもの

牛乳,鶏肉,生クリーム
（乳）,脱脂粉乳

じゃがいも,マーガリン
（乳・大豆）,小麦粉

セロリ,にんじん,パセリ,裏ごし
かぼちゃ

こしょう,チキンブイヨン
（鶏）,ぬちまーす,料理酒

無添加ハム（鶏・豚・大
豆）

サラダ油（大豆） コーン,にんじん,ブロッコリー
こしょう,しょうゆ（大豆・小
麦）,ぬちまーす

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

ツナ,ちきあげ（大豆）
キャベツ,ゴーヤー,たまねぎ,に
ら,にんじん,もやし

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,むぎ

あさり,イカ,えび こめ油,じゃがいも たまねぎ,にんじん,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,鶏ガラ,
料理酒,チャツネ

ミックスビーンズ
マヨネーズ（卵・大豆・り
んご）,三温糖

あお豆,キャベツ,きゅうり,にん
じん

ぬちまーす,りんご酢,レモン果
汁

牛乳

こめ,むぎ

牛乳

たまご,豚肉 ごま油,こめ
しいたけ,たまねぎ,にんじん,
ピーマン

こしょう,ぬちまーす,料理酒

くだもの

ポークシューマイ（豚・
小麦）

わかめ,牛肉 ごま,こめ油 長ねぎ
しょうゆ（大豆・小麦）,ぬち
まーす,鶏ガラ,料理酒

ごま,ごま油,三温糖
にんじん,はくさい,ほうれん草,
もやし

しょうゆ(大豆・小麦)

しょうゆ(大豆・小麦),レモン
果汁,料理酒

はちみつ鶏肉

ごま しめじ,ほうれん草,まいたけ
しょうゆ(大豆・小麦),みりん,
花かつお

たまご,鶏肉 こめ油,三温糖
しいたけ,たまねぎ,とうみょう,
にんじん

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

牛乳

こめ,むぎ


