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※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用しています。

★給食では「（株)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

2日 牛乳

(月) もちきびごはん

魚汁

ふーいりちー

もずくの佃煮

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 750 kcal たんぱく質 32.6 g 脂質 17.7 g 炭水化物

もずく(えび・かに)　糸けずり 三温糖　水あめ しょうが

青切りみかん(予定)

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん

112.1

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
花かつお　みりん　料理酒

しょうゆ(小麦・大豆)　こしょう
ぬちまーす

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

沖縄豆腐(大豆)　赤みそ(大豆)
赤魚　白みそ(大豆)

だいこん　にんじん　にんにく
長ねぎ

たまご　ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ(豚・大豆)
豚肉　湿麩(小麦)

米油 キャベツ　たまねぎ　にら
にんじん　もやし

牛乳

米　もちきび

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

推奨
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

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

●●●●●●●●●●●●●●●●●     　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。

表示
義務

たまご・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

２学期が始まりましたが、沖縄はまだまだ蒸し暑い日が続きますね。

休み明けは、頭痛や腹痛、だるい、イライラする、やる気が出ないなど、心身

ともに不調を感じる人が多くなります。これは、生活リズムの乱れや夏の疲れが

主な原因として考えられ、改善するには 食事と睡眠がカギ となります。

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変えるために必
要な栄養素です。夏場に不足しやすく、夏バテの原因
の一つと考えられています。意識して食事に取り入れ
ましょう。
また、柑橘類や梅干しの酸味成分である「クエン
酸」にも疲労回復効果があります。

朝は余裕をもって起き
ましょう。朝の光を浴
びることで、セロトニ
ンという脳内物質が分
泌され、脳と体を目覚
めさせ、心のバランス
を整えます。

特に１日の始まりの食事である

朝ごはんが重要です。主食・主

菜・副菜がそろった朝ごはんを

毎日食べることで、勉強や運動

への集中力が高まり、しっかり

力を発揮することができますよ。

にんにく、にら、

ねぎに含まれる

「アリシン」と

一緒にとると

効果がアップ！

２学期初めから９月中旬頃まで

沖縄県産の新米が給食に登場します！

楽しみにしていてくださいね!(^^)!

ごはんはパンと違って、粒のまま食べるから

消化・吸収がゆるやか♪だからぼくを食べた後

は腹持ちがいいんだよ！



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

3日 牛乳

(火) ちゃんぽん麺

モーウイのキムチ和え

紅芋のごま天ぷら

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 685 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 16.5 g 炭水化物

4日 牛乳

(水) もずく丼

セーイカのみそ汁

焼きししゃも

ミニトマト

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 716 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 18 g 炭水化物

5日 牛乳

(木) 鮭とコーンのピラフ

トマトと卵のスープ

豆とポテトのカップ焼き

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 775 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 23.6 g 炭水化物

6日 牛乳

(金) 黒米ごはん

イナムドゥチ

スンシー入りイリチー

黒糖アガラサー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 712 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 17.5 g 炭水化物

9日 牛乳

(月) 黒糖パン　

ポークビーンズ

キャベツのメンチカツ

パパイヤサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 885 kcal たんぱく質 32.7 g 脂質 32.7 g 炭水化物

10日 牛乳

(火) 麦ごはん

煮つけ

手づくり千草焼き

梅みそ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 745 kcal たんぱく質 30.8 g 脂質 19.5 g 炭水化物 111.2
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糸けずり　赤みそ(大豆)
白みそ(大豆)

三温糖　白ごま　米油 梅肉(りんご・大豆) みりん

鶏肉　結び昆布
がんも(大豆)

三温糖　米油 にんじん　ごぼう　大根
こんにゃく　いんげん

たまご　沖縄豆腐(大豆)
鶏ささみチャンク(鶏)

米油 にんじん　ほうれんそう
干ししいたけ

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
花かつお

牛乳

米　無圧ペン麦

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
花かつお　みりん　料理酒

赤ワイン　ケチャップ　ぬちまーす
ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・大豆・牛・豚・鶏
　　　　　　ゼラチン)
ｳｽﾀｰｿｰｽ(大豆・りんご)　こしょう
ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ(豚)

ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(卵・乳・大豆・りんご)
ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(卵・小麦・大豆・豚・りんご)
ぬちまーす　こしょう

牛乳

黒糖パン(小麦・乳・大豆)

三温糖　白ごま パパイヤ　きゅうり　人参
パイン

ポークビーンズ(小麦・大豆・
豚)
ゆで大豆　豚肉

じゃがいも　三温糖　小麦粉
米油　無塩バター(乳)

セロリー　たまねぎ　にんじん
ピーマン　にんにく　トマト

キャベツのメンチカツ
(小麦・大豆・鶏・豚)

大豆油

牛乳 強力粉　黒糖 重曹　ベーキングパウダー

豚もも肉　豚バラ肉
カステラかまぼこ(大豆)
甘口白みそ(大豆)
白みそ(大豆)

ピーナッツバター
(落花生・大豆)

こんにゃく　干ししいたけ

ちきあげ(大豆)
細切昆布　豚肉

三温糖　米油 こんにゃく　スンシー
人参　角切り大根

料理酒　しょうゆ(小麦・大豆)
みりん　ぬちまーす　花かつお

牛乳

米　黒米

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
花かつお　みりん　料理酒
ポークブイヨン(豚)

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
こしょう　ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)

ホワイトソース(小麦・乳・大豆)

牛乳

鮭　ベーコン(豚・大豆) 米　押麦　無塩バター(乳) にんじん　玉ねぎ　青豆
にんにく

巨峰(予定)

たまご　鶏肉
ベーコン(豚・大豆)

えのきたけ　大根　玉ねぎ
トマト　にんじん　パセリ

チーズ(乳)　ゆで大豆 パン粉(小麦・大豆)　じゃが芋 パセリ

ミニトマト

白ワイン　ぬちまーす　こしょう
しょうゆ(小麦・大豆)　ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)

セーイカ　沖縄豆腐(大豆)
赤みそ(大豆)　豚肉
白みそ(大豆)

大根　にんじん　長ねぎ
しょうが

ししゃも

牛乳

もずく(えび・かに)　牛ひき肉
錦糸卵　豚ひき肉

米　無圧ペン麦　でん粉
三温糖　米油

こまつな　玉ねぎ　にんじん
にんにく

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
ぬちまーす　こしょう　花かつお
トウバンジャン

料理酒　花かつお

糸けずり はちみつ モーウィ　きゅうり　人参
白菜キムチ
(小麦・大豆・りんご・さば)

たまご 紅芋　小麦粉　黒ごま
大豆油

特濃酢(小麦)

ぬちまーす

牛乳

なると　むきえび 　豚肉 中華めん(小麦・大豆)　米油
ごま油

キャベツ　もやし　にんじん
ｺｰﾝ　椎茸　きくらげ

木戸中華(小麦・乳・大豆・牛・鶏・豚)
花かつお　しょうゆ(小麦・大豆)
料理酒　こしょう
ぬちまーす　ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ(豚肉)



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

11日 牛乳

(水) ツナライス

ベジタブルスープ

ホキのマスタード焼き

アーモンド

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 766 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 30.3 g 炭水化物

12日 牛乳

(木) 麦ごはん

韓国風肉じゃが

切干大根の中華和え

ぎょうざ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 770 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 18.2 g 炭水化物

13日 牛乳

(金) さつま芋とごぼうの
炊き込みごはん

お月見汁

さばの山椒焼き

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 869 kcal たんぱく質 37.7 g 脂質 29.8 g 炭水化物

17日 牛乳

(火) 麦ごはん

うるまのまーさん汁

豆腐チャンプルー

さばのｼｰｸｧｻｧあんかけ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 824 kcal たんぱく質 34.8 g 脂質 30.2 g 炭水化物

18日 牛乳

(水) ナシゴレン

チキンスープ

ガドガド(ピーナツサラダ)

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 678 kcal たんぱく質 26.1 g 脂質 19.8 g 炭水化物

19日 牛乳

(木) 麦ごはん

豚汁

野菜のゆず和え

さんまの松前煮

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 741 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 21.4 g 炭水化物
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108.1

さんま切り身　刻み昆布 三温糖 しょうが しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
りんご酢(りんご)　花かつお

しょうゆ(小麦・大豆)　花かつお

特濃酢(小麦)　しょうゆ(小麦・大豆)
ぬちまーす　ゆずの華

鶏肉 はるさめ　ごま油
じゃがいも

キャベツ　玉ねぎ　にんじん

ごま油　アーモンド 　三温糖
ピーナッツバター
(落花生・大豆)

きゅうり　コーン　大根
にんじん　冷ブロッコリー

ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)　しょうゆ(小麦・大豆)
ぬちまーす　こしょう

ミツカン酢(小麦)
しょうゆ(小麦・大豆)

豚肉　赤みそ(大豆)
白みそ(大豆)

ごま油 大根　にんじん　こんにゃく
チンゲン菜　長ねぎ　生姜

ツナ(大豆) 三温糖　白ごま キャベツ　にんじん　もやし
ほうれんそう

牛乳

米　無圧ペン麦

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす

ﾁﾘｿｰｽ(小麦・大豆・豚肉・りんご
　　　ゼラチン・ごま)
ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)　ナンプラー(魚介類)
しょうゆ(小麦・大豆)　ｹﾁｬｯﾌﾟ
ぬちまーす　こしょう

豚肉　赤みそ(大豆)
白みそ(大豆)

市内産野菜

ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ(豚・大豆)
沖縄豆腐(大豆)　豚肉

米油 キャベツ　にんじん　もやし しょうゆ(小麦・大豆)
こしょう　ぬちまーす

牛乳

丸目玉焼き(卵・大豆)
鶏肉

米　米油 たまねぎ　にんじん　ピーマン
にんにく

さば切り身 でん粉　三温糖 ｼｰｸヮｰｻｰ

牛乳

米　無圧ペン麦

花かつお

花かつお　煮干だし(さば)
しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
ぬちまーす

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
ぬちまーす　さんしょう

牛乳

鶏肉　油揚げ(大豆) 米　押麦　さつまいも
黒ごま　白ごま　米油

ごぼう　にんじん　しいたけ
青ねぎ

柿(予定)

わかめ　鶏肉　油揚げ(大豆) 芋もち(乳) しょうが　だいこん　長ねぎ
飾り人参

さば切り身 三温糖

ぎょうざ
(小麦・大豆・鶏・豚)

花かつお　ﾎﾟｰｸﾌﾞｲﾖﾝ(豚)　料理酒
しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす

125.1

牛肉 じゃがいも　三温糖　米油
ごま油

たまねぎ　にら　にんじん
しいたけ　糸こんにゃく
長ねぎ　生姜　にんにく

ハム(豚・大豆) ごま油　三温糖　白ごま 切干大根　もやし　にんじん
きゅうり　ｼｰｸヮｰｻｰ

しょうゆ(小麦・大豆)　特濃酢(小麦)
ぬちまーす

牛乳

米　無圧ペン麦

トウバンジャン　料理酒　花かつお
テンメンジャン(小麦・大豆・ごま)
しょうゆ(小麦・大豆)　みりん
ぬちまーす

ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)　しょうゆ(小麦・大豆)
ぬちまーす　こしょう

ぬちまーす　こしょう　マスタード

牛乳

ツナ　ベーコン(豚・大豆) 米　米油 コーン　たまねぎ　にんじん
ピーマン　赤ピーマン
にんにく

アーモンド

鶏肉　ベーコン(豚・大豆) ABCマカロニ(小麦)
じゃがいも

キャベツ　たまねぎ　人参

ホキ切り身　チーズ(乳) パン粉(小麦・大豆)
マヨネーズ(卵・大豆・りんご)

パセリ

白ワイン　ぬちまーす　こしょう
しょうゆ(小麦・大豆)　ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)



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

20日 牛乳

(金) 胚芽パン

かぼちゃと麦のﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

洋風いり豆腐

手作りぶどうゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 810 kcal たんぱく質 32 g 脂質 28.5 g 炭水化物

24日 牛乳

(火) くりごはん

もずくスープ

おかか和え

厚揚げのきのこあんかけ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 666 kcal たんぱく質 29.4 g 脂質 21.2 g 炭水化物

25日 牛乳

(水) スパゲティぺペロンチーノ

彩り野菜のサラダ

オムレツﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽかけ

ヨーグルト

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcal たんぱく質 29.2 g 脂質 22.1 g 炭水化物

26日 牛乳

(木) 麦ごはん

じゃが芋のみそ煮

もやしのツナ和え

ちくわのマヨネーズ焼き

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 793 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 22.4 g 炭水化物

27日 牛乳

(金) 麦ごはん

つくねスープ

バンバンジーサラダ

ユーリンチー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 789 kcal たんぱく質 29.7 g 脂質 25.5 g 炭水化物

30日 牛乳

(月) ひじきごはん

冬瓜のすまし汁

ホキの紅葉焼き

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 748 kcal たんぱく質 34 g 脂質 24.1 g 炭水化物
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三温糖 みかん

牛乳　鶏肉　脱脂粉乳
ベーコン(豚･大豆)
白花豆ペースト

じゃがいも　無塩ﾊﾞﾀｰ(乳)
小麦粉　米油　無圧ペン麦

にんじん　玉ねぎ　かぼちゃ
セロリ　パセリ

沖縄豆腐(大豆)　豚ひき肉 無塩ﾊﾞﾀｰ(乳) コーン　たまねぎ　にんじん
ピーマン　にんにく

白ワイン　ぬちまーす　こしょう
ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)

カレー粉　ぬちまーす
しょうゆ(小麦・大豆)

アガー　ぶどうジュース

牛乳

105.2

116.9

79

87.7

104.2

牛乳

米　無圧ペン麦

ちくわ(大豆) マヨネーズ(卵・大豆・りんご) わさび粉　しょうゆ(小麦・大豆)

梨(予定)

96.7

マヨネーズ(卵・大豆・りんご) 裏ごしにんじん

牛乳

ちきあげ(大豆)　ひじき
ゆで大豆　豚肉　油揚げ(大豆)

米　押麦　白ごま　米油 にんじん　ごぼう　青豆
しいたけ

米　無圧ペン麦

しょうゆ(小麦・大豆)　料理酒　みりん
花かつお　ぬちまーす

しょうゆ(小麦・大豆)　ぬちまーす
花かつお　煮干しだし(さば)

ぬちまーす　こしょう

鶏肉 小麦粉　でん粉　三温糖
大豆油

長ねぎ　しょうが

中華風つくね
(小麦・ごま・大豆・鶏・豚)
鶏肉

はるさめ　でん粉 にんじん　玉ねぎ　長ねぎ
生姜　コーン　きくらげ

鶏ささみチャンク(鶏) 白すりごま キャベツ　きゅうり　にんじん
もやし

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん　料理酒
花かつお　チキンブイヨン(鶏)
ぬちまーす

捧々鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ｾﾞﾗﾁﾝ)

ぬちまーす　こしょう　みりん
しょうゆ(小麦・大豆)　ミツカン酢(小麦)

豚肉　白かまぼこ(大豆) 冬瓜　にんじん　しいたけ
しょうが　ねぎ

ホキ切り身

しょうゆ(小麦・大豆)　みりん　料理酒
花かつお　ぬちまーす

しょうゆ(小麦・大豆)　特濃酢(小麦)
ぬちまーす

ヨーグルト(乳・ゼラチン)

ハム(豚・大豆) 三温糖 ブロッコリー　かぼちゃ
赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　きゅうり　ｺｰﾝ
レモン

オムレツ (卵・大豆・小麦) 三温糖 しめじ　たまねぎ
にんにく

ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(卵・小麦・大豆・豚・りんご)
ﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
しょうゆ(小麦・大豆)

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・大豆・豚・鶏・牛・
　　　　　　ゼラチン)
ｳｽﾀｰｿｰｽ(大豆･りんご)
ｹﾁｬｯﾌﾟ　しょうゆ(小麦・大豆)

厚揚げ(大豆)　赤みそ(大豆)
豚ひき肉

じゃがいも　三温糖　米油 生姜　にんじん　玉ねぎ
小松菜　椎茸　こんにゃく

ツナ ごま油　三温糖　白すりごま もやし　ほうれん草　人参

牛乳

花かつお　しょうゆ(小麦・大豆)
みりん　料理酒

白ワイン　ぬちまーす　こしょう
チキンブイヨン(鶏)
しょうゆ(小麦・大豆)

もずく(えび・かに)　錦糸卵
鶏肉　絹ごし豆腐(大豆)

しょうが　にんじん　青ねぎ

ちくわ　糸けずり ごま油　三温糖　白ごま こまつな　にんじん　もやし しょうゆ(小麦・大豆)　特濃酢(小麦)

牛乳

鶏肉　ベーコン(豚・大豆) スパゲティ(小麦)
オリーブ油

キャベツ　しめじ　たかの爪
たまねぎ　にんじん　にんにく
ピーマン

鶏ひき肉　厚揚げ(大豆) でん粉　三温糖　米油 しめじ　えのきたけ　青ねぎ
にんじん　干ししいたけ

青切りみかん(予定)

牛乳

米　栗煮　黒ごま

花かつお　ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ(鶏)　ぬちまーす
しょうゆ(小麦・大豆)

胚芽パン(小麦・乳・大豆)


