
平成29年度

１食当たりの栄養価　　基準値 エネルギー 820　　kcal たんぱく質 30.0　ｇ 脂質 24.8　　ｇ 炭水化物 119.2　　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 卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨 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

楽しい冬休みは過ごせましたか？新年も職員一同、子ども達の

ために「安全でおいしい給食」を提供していきます。どうぞよ

ろしくお願いします。

寒さも厳しくなっています。インフルエンザやノロウィルス

が流行する時期ですので、手洗い・うがいをこまめにし、体調

を管理しましょう。

明治22年、山形県の小学校で始まったとされる学校給食。戦争によって中止されながらも、さまざまな歴史をたどり、現在まで続

いています。「全国学校給食週間」は、戦後にアメリカの支援団体からの援助により、学校給食が再開されたことを記念して定めら

れたもので、学校給食の意義や役割について理解を深め、関心を高めることを目的としています。

沖縄県学校給食の歴史

沖縄県の給食は、本土より少

し遅れて開始されました。沖

縄県最初の給食は豊見城村

（現豊見城市）の上田小学校

から始まりました。

いっぱい食べて大き

くなるぞ!!
（給食は最初、子ども

達の栄養を補うため

のものでした）

①昭和30年 ミルク給食

最初は脱脂粉乳

を、お湯で溶い

たミルク給食で

した。味は、臭

いがきつく、苦

手な子どもが多

かったそうです。

②昭和35年 補食給食

パンがつくよ

うになりまし

た。今よりも

大きなパンで、

ぞうりくらい

の大きさだっ

たそうです。

③昭和37年 完全給食

給食に、副菜

がつくように

なりました。

その事で、

「完全給食」

と呼ばれます。

④昭和51年 米飯給食
給食は、「ごはん」の

イメージがありますが、

最初はララ物資の影響

もあり、パンが主食の

給食で、ごはんはその

後、取り入れられまし

た。

⑤現在の給食 給食には長い歴史があります。時代と共に給食も変わって

いくのが分かりますね。給食週間の機会に、おじいちゃん達

やお父さん・お母さんの頃の給食を聞いてみましょう。

給食は、これからも歴史を重ねながら続いていきます。みな

さんが大人になった時、子ども達はどんな給食を食べている

でしょうか。。楽しみですね♪♪

うるま市立与勝学校給食センター ＴＥＬ：978-5656 ＦＡＸ：978-5883



牛乳

赤米ごはん

なかみ汁

クーブイリチー

田芋の甘醬油からめ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく

質

22.2 g 脂質 14.7 g 炭水化物 102.3 g

牛乳

10日

ハヤシライス

（水） 白菜とりんごのサラダ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 771 kcal たんぱく

質

22.4 g 脂質 21.4 g 炭水化物 117.7 g

牛乳

11日

小豆入り炊き込みご飯

（木） お雑煮

さばのゆうあん焼き

くだもの

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 853 kcal たんぱく

質

33.9 g 脂質 28 g 炭水化物 27.6 g

牛乳

12日
麦ごはん

（金） 麻婆大根

豆腐しゅうまい

バンバンジーサラダ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 748 kcal たんぱく

質

26.5 g 脂質 22.3 g 炭水化物 107.9 g

牛乳

15日

ツナライス

（月） ふわふわスープ

焼きじゃがバター

くだもの
一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 695 kcal たんぱく

質

22.6 g 脂質 19.6 g 炭水化物 101.7 g

牛乳

麦ごはん

16日

じゃが芋のみそ煮

（火） ホキの塩こうじ焼き

大根葉ふりかけ
　

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 809 kcal たんぱく

質

36.1 g 脂質 19.4 g 炭水化物 117.6 g

9日
（火）

鏡
開
き

日 献立名

赤の食品 黄の食品

細切り昆布　豚肉

赤かまぼこ（大豆）

三温糖　米油

牛乳

三温糖

牛乳

鶏ささみチャンク 白すりごま

焼きジャガバター（乳）

牛乳

しらす（えび・かに）

刻み昆布　糸けずり

緑の食品

その他調味料など体の組織つくる 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

豚なかみ　豚肉 干ししいたけ　こんにゃく　青ねぎ

生姜

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

ぬちまーす　花かつお　料理酒

ポークブイヨン（豚）

こんにゃく　にんじん

角切り大根

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

本みりん　料理酒　　花かつお

ぬちまーす

牛乳

赤米 米

豚肉　豚レバー

白花豆ペースト

米　無圧ペン麦　じゃが芋

小麦粉　三温糖　米油

マーガリン（乳・豚・大豆）

にんじん　　玉ねぎ　ピーマン

マッシュルーム

赤ワイン　おろしにんにく　ケチャップ

ハヤシルウ（小麦・大豆・牛）

ウスターソース（大豆・りんご）

ぬちまーす　チキンブイヨン（鶏）

田芋　三温糖　かたくり粉

大豆油

生姜 濃口しょうゆ（小麦・大豆）

本みりん

白菜　りんご　小松菜　パイン

にんじん

シーザードレッシング

（たまご・乳・大豆・りんご）

イタリアンドレッシング

（たまご・小麦・大豆・豚・りんご）

ぬちまーす

鶏肉 紅白煮込みもち にんじん　大根　小松菜

干ししいたけ

花かつお　煮干だし（さば）

本みりん　うす口醬油（小麦・大豆）

ぬちまーす

さば 三温糖 ゆず皮 ぬちまーす　本みりん　料理酒

濃口しょうゆ（小麦・大豆）ゆずの華

牛乳

鶏肉　小豆

油揚げ（大豆）

チキアギ（大豆）

米　押し麦　米油 にんじん　ごぼう　青ねぎ

干ししいたけ

濃口しょうゆ（小麦・大豆）料理酒

本みりん　ぬちまーす　花かつお

ポークブイヨン（豚）

米　無圧ペン麦

ネーブル（予定）

キャベツ　もやし　きゅうり

にんじん

バンバンジーﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（小麦・ごま・

大豆・鶏・豚・ゼラチン）

豚ひき肉　牛ひき肉　大豆の華

豆腐（大豆）

赤みそ（大豆）

赤だし（大豆・さば・鶏）

三温糖　米油　ごま油

かたくり粉

大根　にんじん　玉ねぎ　ニラ

生姜　干ししいたけ

おろしにんにく　料理酒　ぬちまーす

オイスターソース　ケチャップ

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

トウバンジャン　ポークブイヨン（豚）

鶏肉　たまご　粉チーズ（乳） じゃが芋　米油

パン粉（小麦・大豆）

にんじん　玉ねぎ　パセリ うす口醬油（小麦・大豆）　こしょう

ぬちまーす　チキンブイヨン（鶏）

牛乳

ツナフレーク

ベーコン（豚・大豆）

米　米油 にんじん　玉ねぎ　ピーマン

赤ピーマン　コーン

白ワイン　おろしにんにく　ぬちまーす

こしょう　うす口醬油（小麦・大豆）

チキンブイヨン（鶏）

米　押し麦

りんご（予定） 　

三温糖　白ごま　ごま油 大根葉 濃口しょうゆ（小麦・大豆）

本みりん　特濃酢（小麦）

豚ひき肉　厚揚げ（大豆）

赤みそ（大豆）

じゃが芋　三温糖　米油 生姜　にんじん　玉ねぎ

小松菜　干ししいたけ

こんにゃく

濃口しょうゆ（小麦・大豆）料理酒

本みりん　花かつお　ぬちまーす

ホキ 塩こうじ

豆腐しゅうまい（小麦・たまご・大豆・鶏・豚）

欠
食・
行事



日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など体の組織つくる 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

欠
食・
行事

牛乳

コッペパン

17日

かぼちゃと麦のﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

（水） オムレツﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽかけ

いんげんサラダ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 768 kcal たんぱく

質

30.9 g 脂質 28.9 g 炭水化物 90.1 g

牛乳

18日
麦ごはん

（木） そぼろ汁

こんにゃくの甘辛炒め

ちくわの天ぷら

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 746 kcal たんぱく

質

30.5 g 脂質 18.2 g 炭水化物 110.8 g

牛乳

フーチバージューシー

19日
うるまのまーさん汁

（金） セーイカの酢の物

ジーマーミ豆腐

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく

質

26.1 g 脂質 17.6 g 炭水化物 96.1 g

牛乳

22日

ビビンバ丼

（月） トックスープ

カクテキ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 709 kcal たんぱく

質

27.5 g 脂質 16.2 g 炭水化物 109.7 g

牛乳

23日

沖縄そば

（火） 苦菜の白和え

手作りムーチー

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 782 kcal たんぱく

質

33.3 g 脂質 19.2 g 炭水化物 112.7 g

牛乳

24日 サフランライス

（水） ｷｰﾏｶﾚｰﾗｲｽ

フルーツライタ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 841 kcal たんぱく

質

27.4 g 脂質 25.1 g 炭水化物 117.1 g

牛乳

25日

ひじきごはん

（木） じゃが芋とわかめのみそ汁

厚揚げの野菜あんかけ

くだもの
一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 777 kcal たんぱく

質

33.9 g 脂質 26.9 g 炭水化

物

94.5 g

ぬ
ち
ぐ
す
い
献
立

第
二
中
学
校
欠
食

鶏肉　ベーコン（豚・大豆）

白花豆ペースト　脱脂粉乳

じゃが芋　小麦粉　米油　押麦

マーガリン（乳・豚・大豆）

にんじん　玉ねぎ　かぼちゃ

セロリ　パセリ

白ワイン　ぬちまーす　こしょう

チキンブイヨン（鶏）

オムレツ

（たまご・大豆・ゼラチン）

三温糖 しめじ　玉ねぎ ウスターソース（大豆・りんご）

濃口しょうゆ（小麦・大豆）ケチャップ

デミグラスソース

（小麦・乳・牛・鶏・豚・大豆）

おろしにんにく

牛乳

コッペパン（小麦・乳・大豆）

牛乳

米　無圧ペン麦 　

白ごま　白すりごま　三温糖 いんげん　きゅうり　にんじん

コーン

ゴマﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（たまご・小麦・大豆・

ごま・りんご）　ｼｰｸｧｻｧ果汁

ぬちまーす

ちくわ（大豆）　青のり粉

たまご

小麦粉　大豆油

鶏ひき肉　豆腐（大豆） かたくり粉 干ししいたけ　しめじ　にんじん

大根　青ねぎ

料理酒　濃口しょうゆ（小麦・大豆）

ぬちまーす　花かつお

煮干だし（さば）

豚肉 三温糖　白ごま　米油 こんにゃく　にんじん　玉ねぎ

にら　生姜　いんげん

料理酒　濃口しょうゆ（小麦・大豆）

おろしにんにく　ぬちまーす　本みりん

七味唐辛子（ごま）

豚肉　赤みそ（大豆）

白みそ（大豆）

うるま市産野菜 濃口しょうゆ（小麦・大豆）

花かつお

セーイカ　茎わかめ ごま油　三温糖　白ゴマ きゅうり　もやし　にんじん　大根 特濃酢（小麦）　ぬちまーす

ｼｰｸｧｻｧ果汁

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

豚肉　油揚げ（大豆）

チキアゲ（大豆）

米　押し麦　米油 よもぎ　にんじん　ごぼう

干ししいたけ

濃口しょうゆ（小麦・大豆）本みりん

ぬちまーす　花かつお　料理酒

ポークブイヨン（豚）

牛乳

牛肉　豚肉　赤みそ（大豆）

錦糸たまご

米　無圧ペン麦　三温糖

ごま油　白ゴマ

もやし　にんじん　小松菜

ぜんまい水煮

おろしにんにく　おろし生姜　本みりん

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

テンメンジャン（大豆）　トウバンジャン

うす口醬油（小麦・大豆）

ジーマーミ豆腐

（落花生・小麦・大豆）

ベーコン（豚・大豆） トック　春雨　かたくり粉　ごま油 にんじん　白菜　きくらげ

干ししいたけ　生姜

濃口しょうゆ（小麦・大豆）花かつお

チキンブイヨン（鶏）　ぬちまーす

こしょう

糸けずり はちみつ　三温糖 だいこん　きゅうり キムチの素（いか・りんご）

特濃酢（小麦）　ぬちまーす

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

豆腐（大豆）　ツナフレーク 三温糖　ごま油 にがな　にんじん 濃口しょうゆ（小麦・大豆）

ぬちまーす

もち粉　紅芋ペースト

三温糖

　

牛乳

豚肉　棒かまぼこ（大豆） 沖縄そば（小麦）　三温糖

米油

青ねぎ　生姜 濃口しょうゆ（小麦・大豆）本みりん

料理酒　ぬちまーす　花かつお

ポークブイヨン（豚）

牛乳

米 サフラン

豚ひき肉　牛ひき肉　豚レバー

ゆで大豆　白花豆ペースト

脱脂粉乳

じゃが芋　小麦粉　米油　　　マー

ガリン（乳・豚・大豆）

にんじん　玉ねぎ　ピーマン

にんにくの芽

おろしにんにく　カレー粉

ドライカレー（乳・牛・大豆・豚・

りんご）カレールウ（小麦・大豆・鶏・

牛）ウスターソース（大豆・りんご）

プルーンピューレ　フルーツチャツネ

チキンブイヨン（鶏）　ぬちまーす

うんしゅうみかん（予定）

ヨーグルト（乳） はちみつ みかん缶　もも缶　パイン缶

バナナ　りんご

シナモン粉

豚肉　わかめ　油揚げ（大豆）

赤みそ（大豆）

白みそ（大豆）

じゃが芋 にんじん　チンゲン菜 花かつお

厚揚げ（大豆）豚ひき肉 三温糖　かたくり粉　米油 しめじ　玉ねぎ　にんじん 花かつお　本みりん　料理酒

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

牛乳

ひじき　豚肉　ゆで大豆

チキアゲ（大豆）

米　押し麦　白ゴマ　米油 にんじん　ごぼう

青豆（大豆）

干ししいたけ

料理酒　濃口しょうゆ（小麦・大豆）

本みりん　花かつお　ぬちまーす

インド料理

沖縄料理

韓国料理

和食料理



日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など体の組織つくる 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

欠
食・
行事

牛乳

仲良しパン

26日

ボルシチ

ホキのマスタード焼き

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾅｯﾂのｻﾗﾀﾞ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 743 kcal たんぱく

質

33.5 g 脂質 28.5 g 炭水化物 83.1 g

牛乳

麦ごはん

29日

おでん

(月） わかさぎのから揚げ

くだもの
一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 792 kcal たんぱく

質

36.5 g 脂質 19.7 g 炭水化物 117.7 g

牛乳

30日

オムライス

(火） 白花豆スープ

ファイバーサラダ

一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 811 kcal たんぱく

質

30.1 g 脂質 26.6 g 炭水化物 105 g

牛乳

31日

みそ煮込みうどん

（水） さつま芋のレモン煮

大根のわさびマヨ和え

アーモンド
一食当たりの栄養価(中学校) ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal たんぱく

質

23 g 脂質 23.4 g 炭水化物 71.1 g

（金）

豚肉　ウィンナー（豚・大豆）

白いんげん豆

生クリーム（乳）

じゃが芋　三温糖　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ

ビーツ　トマト

赤ワイン　おろしにんにく　ケチャップ

ポークブイヨン（豚）ぬちまーす

ウスターソース（大豆・りんご）

こしょう

ホキ　チーズ（乳） パン粉（小麦・大豆）

マヨネーズ

（たまご・大豆・りんご）

ぬちまーす　こしょう　マスタード

パセリ粉

牛乳

仲良しパン（小麦・乳・大豆）

牛乳

米　押麦

三温糖　細切りアーモンド ブロッコリー　大根　赤パプリカ

コーン

イタリアンﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（たまご・小麦・

大豆・豚・りんご）ぬちまーす

ネーブル（予定）

豚肉　ちくわ（大豆）

ミニウィンナー（鶏・豚）

結び昆布　うずら卵

厚揚げ（大豆）

じゃが芋　三温糖 大根　にんじん　小松菜

こんにゃく

こんぶだし　花かつお　本みりん

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

料理酒　ぬちまーす

わかさぎ 小麦粉　かたくり粉　大豆油 ぬちまーす　こしょう

玉ねぎ　にんじん　ピーマン パプリカ粉　ケチャップ　白ワイン

ぬちまーす　こしょう　ケチャップ

うす口醬油（小麦・大豆）

チキンブイヨン（鶏）

牛乳

鶏肉　白花豆ペースト

ベーコン（豚・大豆）

脱脂粉乳

生クリーム(乳）

じゃが芋　小麦粉　米油

マーガリン（乳・豚・大豆）

にんじん　玉ねぎ　セロリ

パセリ　マッシュルーム

チキンブイヨン（鶏）　ぬちまーす

こしょう　うす口醬油（小麦・大豆）

海藻ミックス　ひじき

ハム（豚・大豆）

白ゴマ　三温糖 きゅうり　大根　にんじん シーザードレッシング

（たまご・乳・大豆・りんご）

ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　特濃酢（小麦）

ぬちまーす

豚肉　チキアゲ（大豆）

油揚げ（大豆）

赤みそ（大豆）

白みそ（大豆）

うどん(小麦）　米油　三温糖 にんじん　キャベツ　玉ねぎ

小松菜　生姜　長ねぎ

干ししいたけ

濃口しょうゆ（小麦・大豆）本みりん

ぬちまーす　チキンブイヨン（鶏）

花かつお

アーモンド

ツナフレーク 三温糖　マヨネーズ

（たまご・大豆・りんご）

だいこん　きゅうり　にんじん

コーン

濃口しょうゆ（小麦・大豆）

わさび粉　ぬちまーす

さつま芋　三温糖　グラニュー糖 レモン レモン果汁　ぬちまーす

牛乳

鶏肉

オムライスシート

（たまご・小麦・大豆）

米　米油

《ムーチー》

旧暦の12月8日は鬼餅の日です。ウニムーチーは1年間の厄を払い、健康を祈る行事として

昔から各地で行われてきました。この日は、各家庭で色々な味のムーチーを作り、仏壇や火

の神様に供えて家族で食べる習慣があります。ムーチーは、

カーサと呼ばれる月桃の葉で作るので、カーサムーチーとも

呼ばれています。

給食センターでも２３日に手作りムーチーを提供します。

utina-no gyouji 

うちなー

の行事

ロシア料理


