
34.2 g 脂質 23.1 g 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

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

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

平成30年12月✿予定献立表✿
うるま市立与那城学校給食センター

TEL   ９７８－３５２８

FAX  ９７８－３５２９

風邪やインフルエンザ、ノロウイルスが猛威を振るう季節に
なりました。原因となる菌やウイルスは目に見えませんが、ド
アノブや手すりなどあちこちにくっついており、それが手に付
くと口や鼻から体内に入って感染します。しっかり手を洗うこ
とは、予防の第一歩です。

今年も残すところあと1か月になりました。あっという間ですね。12月は寒さも増し、空気
も乾燥してくるので、風邪やインフルエンザの流行、ノロウイルスによる食中毒なども多く起
こります。手洗いはしっかりし、朝・昼・夕の３食を規則正しく、栄養バランスを考えてとり、
元気に新しい年を迎えたいですね☆ミ



牛乳

・ごはん　　　　

3 ・親子丼の具　　

(月) おかか和え

小倉白玉

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 639 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 15.4 g 炭水化物 94.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 790 kcal たんぱく質 33.7 g 脂質 17.7 g 炭水化物 120.5 g

牛乳

コッペパン

4 魚のマスタード焼き

(火) 白菜のクリーム煮

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 28.3 g 脂質 27.7 g 炭水化物 70.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 851 kcal たんぱく質 36.7 g 脂質 38 g 炭水化物 86.8 g

牛乳

うっちんジューシー

5 ちくわの2色揚げ

(水) 魚汁

パイン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 15.2 g 炭水化物 85 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 753 kcal たんぱく質 34.5 g 脂質 17.9 g 炭水化物 108.3 g

牛乳

麦ごはん

6 鶏八宝菜

(木) もずくのナムル

りんご（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal たんぱく質 22.5 g 脂質 13.4 g 炭水化物 76.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 676 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 15 g 炭水化物 106 g

牛乳

五穀ごはん

7 魚の梅マヨネーズ焼き

(金) こんにゃくの甘辛炒め

白菜とじゃが芋の味噌汁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 17.8 g 炭水化物 74.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 776 kcal たんぱく質 32.1 g 脂質 23 g 炭水化物 106.2 g

牛乳

和風スパゲティ

10 さつま芋といかの蜜がらめ

(月) ゆかり和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 14.9 g 炭水化物 87 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 744 kcal たんぱく質 34.1 g 脂質 17.1 g 炭水化物 110.9 g

牛乳

もちきびごはん

11 千切りイリチー

(火) 赤だし（あさり）

手作りふりかけ（鮭）

梨（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal たんぱく質 28.9 g 脂質 14.3 g 炭水化物 79.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 38.3 g 脂質 18.2 g 炭水化物 105.4 g

揚げ油①
・大豆

彩
橋
中
１
・
中
２
欠
食

彩
橋
中
１
・
中
2
欠
食

彩
橋
中
１
・
中
2
欠
食

揚げ油②
・大豆
・卵
・小麦

鮭 糸けずり こめ油 三温糖 白ごま
ぬちまーす 酒 
薄口醤油（大豆・小麦）

梨（予定）

ちきあげ
昆布 豚肉

こめ油 三温糖 こんにゃく 人参 切干大根
ぬちまーす みりん 酒 
醤油（大豆・小麦）

あさり わかめ 
絹ごし豆腐（大豆）

えのき 大根 長ねぎ
赤だし（大豆・さば・鶏肉）
赤みそ（大豆）かつお節

牛乳

もちきび 米

いか
さつまいも 三温糖 
小麦粉 水あめ 大豆油

七味唐辛子 醤油（大豆・小麦）

三温糖 きゅうり 人参 大根 白菜
ぬちまーす ゆかり粉 
醤油（大豆・小麦） 酢（小麦）

牛乳

ツナ 豚肉 こめ油 スパゲティ（小麦）
えのき エリンギ しめじ 
にんにく 玉葱 小松菜 人参

ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）

わかめ 油揚げ（大豆） じゃがいも
えのき ねぎ 小松菜 
人参 白菜

かつお節 ぬちまーす 
赤みそ（大豆） 白みそ（大豆）

ホキ 梅（乾）
こしょう ぬちまーす 
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

豚肉 こめ油 三温糖
いんげん こんにゃく 
にんにく 玉葱 人参 生姜

かつお節 ぬちまーす みりん 
七味唐辛子 酒 醤油（大豆・小麦）

牛乳

五穀米 米

りんご（予定）

いか 鶏肉 ごま油 こめ油 でん粉
きくらげ にんにく 小松菜 
ヤングコーン 玉葱 人参 
生姜 白菜

オイスターソース こしょう 
チキンブイヨン（鶏肉） 
ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）

もずく（エビ・カニ） ごま油
いんげん にんにく 
ブロッコリー 人参

かつお節 こしょう 酢（小麦）

牛乳

麦 米

パイン

青のり 竹輪 卵 小麦粉 大豆油 カレー粉 ぬちまーす

メヌケ 沖縄豆腐（大豆） 大根 長ねぎ
かつお節 赤みそ（大豆） 
麦みそ（大豆）

牛乳

かまぼこ ひじき 豚肉 こめ油 麦 米 ねぎ 玉葱 人参
うっちん粉 かつお節 ぬちまーす
酒 薄口醤油（大豆・小麦）

チーズ（乳） ホキ 
生クリーム（乳）

パセリ
マスタード 
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

ベーコン（豚肉） 
生クリーム（乳） 脱脂粉乳 
白花豆ペースト 
白いんげん豆ペースト

こめ油 じゃがいも 
小麦粉 マーガリン
（乳・大豆・豚肉）

アスパラ 玉葱 人参 白菜
こしょう チキンブイヨン（鶏肉）
ぬちまーす

牛乳

コッペパン
（乳・小麦・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

小豆 黒糖 三温糖 白玉餅だんご ぬちまーす

鶏肉 卵 こめ油 でん粉 三温糖
にんにく ほうれん草 
玉葱 人参 椎茸

かつお節 ぬちまーす 
みりん 薄口醤油（大豆・小麦）

糸けずり 三温糖 きゅうり もやし 小松菜
ぬちまーす 醤油（大豆・小麦） 
酢（小麦）

牛乳

米

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

親
子
丼



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

チーズポテトライス

12 カレードレッシングサラダ

(水) ビーンズスープ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 614 kcal たんぱく質 21 g 脂質 21.4 g 炭水化物 82.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 767 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 25.6 g 炭水化物 105.4 g

牛乳

麦ごはん

子持ちししゃも（磯辺）

13 五目中華スープ

(木) ビーフンサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal たんぱく質 21 g 脂質 17.5 g 炭水化物 77 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 733 kcal たんぱく質 25.6 g 脂質 19.6 g 炭水化物 110.1 g

牛乳

玄米ごはん

14 かぼちゃのそぼろ煮

(金) 野菜炒め

りんご（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal たんぱく質 20.8 g 脂質 14.5 g 炭水化物 93.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 787 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 17.8 g 炭水化物 126.9 g

牛乳

すき焼きうどん

17 きびなごのガーリック揚げ

(月) ごぼうナッツサラダ

チーズ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 26.3 g 炭水化物 48.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 659 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 32.5 g 炭水化物 58.6 g

牛乳

ごはん

18 大根カレー

(火) ゆで卵

パパっとサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 638 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 22.9 g 炭水化物 80 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 774 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 25.4 g 炭水化物 103.6 g

牛乳

冬至ジューシー

19 グルクンのアーサあんかけ

(水) 豆乳味噌汁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 16.5 g 炭水化物 77.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 692 kcal たんぱく質 32.8 g 脂質 17.9 g 炭水化物 96.7 g

牛乳

麦ごはん

20 チンジャオロース

(木) ジャンボぎょうざ

サンラータン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 18.9 g 炭水化物 75.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 756 kcal たんぱく質 31.9 g 脂質 21 g 炭水化物 106.3 g

揚げ油③
・大豆
・小麦

揚げ油③
・大豆
・卵
・小麦
・いか

揚げ油①
・大豆

与
幼
稚
園
欠
食

揚げ油②
・大豆
・小麦

牛乳

ちきあげ 豚肉 田芋 麦 米 ねぎ 人参 椎茸
かつお節 ぬちまーす 酒 
醤油（大豆・小麦）

ツナ オリーブ油 三温糖
キャベツ きゅうり 
コーン はんだま

醤油（大豆・小麦） 酢（小麦）

鶏肉
こめ油 小麦粉
マーガリン
（乳・大豆・豚肉）

わかめ 卵
絹ごし豆腐（大豆）

ごま油 でん粉
きくらげ もやし 人参 
長ねぎ 椎茸

かつお節 こしょう ぬちまーす
チキンブイヨン（鶏肉）  豆板醤
醤油（大豆・小麦） 酢（小麦）

牛肉 こめ油 でん粉 三温糖
ピーマン 赤ピーマン 
竹の子

オイスターソース ぬちまーす 
醤油（大豆・小麦） 豆板醤

ジャンボ餃子（卵・乳・小麦・大豆・鶏肉・豚肉）

牛乳

麦 米

アーサ（エビ・カニ） 
グルクン

でん粉 三温糖 大豆油 きゅうり パイン 人参
ぬちまーす 酢（小麦） 
薄口醤油（大豆・小麦）

わかめ 豆乳（大豆） 
油揚げ（大豆）

じゃがいも こんにゃく ねぎ 人参 大根
かつお節 赤みそ（大豆） 
白みそ（大豆）シママース

かぼちゃ セロリー 
にんにく ほうれん草 
玉葱 人参 生姜 大根

ウスターソース カレールウ（小麦
・牛肉・大豆・豚肉・りんご） 
カレー粉 チャツネ(りんご） 
ぬちまーす 
ポークブイヨン（豚肉）

卵

牛乳

米

チーズ（乳）

きびなご でん粉 大豆油
ガーリックパウダー 
こしょう ぬちまーす

ツナ
アーモンド 三温糖 
練りごま

きゅうり ごぼう 人参
ぬちまーす 
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

牛乳

牛肉 厚揚げ（大豆）
うどん（小麦） 
こめ油 三温糖

ほうれん草 人参 
長ねぎ 椎茸 白菜

かつお節 ぬちまーす 
みりん 酒 醤油（大豆・小麦）

りんご（予定）

鶏ひき肉 厚揚げ（大豆） じゃがいも 三温糖
かぼちゃ グリンピース 
ねぎ 玉葱 絹さや

かつお節 ぬちまーす みりん 
酒 醤油（大豆・小麦）

ツナ 厚揚げ（大豆） こめ油 キャベツ もやし 人参 ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）

牛乳

米 玄米

無添加ハム
（豚肉・大豆・鶏肉）

ごま油 すりごま 
ビーフン 三温糖

きゅうり コーン 
もやし 人参

こしょう ぬちまーす  酢（小麦）
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
薄口醤油（大豆・小麦）

かにかま 卵 ごま油 でん粉
きくらげ コーン 人参 
長ねぎ 椎茸 白菜

かつお節 こしょう ぬちまーす
チキンブイヨン（鶏肉） 
醤油（大豆・小麦） 
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

麦 米

子持ちししゃも磯辺フリッター（小麦・大豆）

ツナ
アーモンド 
オリーブ油 三温糖

アスパラ キャベツ コーン
カレー粉 ぬちまーす 酢（小麦）
薄口醤油（大豆・小麦）

ベーコン（豚肉） 
ミックスビーンズ

こめ油 じゃがいも 三温糖 セロリー トマト 玉葱 人参
こしょう チキンブイヨン（鶏肉） 
トマトピューレ ぬちまーす

牛乳

チーズ（乳） 豚肉 こめ油 ポテト 大豆油 米 あお豆 コーン 玉葱 人参
こしょう チキンブイヨン（鶏肉）
ぬちまーす 酒 
薄口醤油（大豆・小麦）

食
育
の
日



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

パーカーハウスパン

21 🎄ハンバーグ

(金) マッシュポテト

ベジタブルスープ

🍰クリスマスケーキ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 24.1 g 炭水化物 88.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 816 kcal たんぱく質 31.9 g 脂質 29.2 g 炭水化物 104.1 g

牛乳

ごはん

25 キムチ肉じゃが

(火) 納豆

青菜の胡麻和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 15.3 g 炭水化物 85.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 783 kcal たんぱく質 32.8 g 脂質 19.7 g 炭水化物 116.8 g

ごま油 すりごま 
三温糖 練りごま

ほうれん草 もやし 
人参 白菜

ぬちまーす 酢（小麦） 
薄口醤油（大豆・小麦）

豚肉
こめ油 じゃがいも 
三温糖 糸こんにゃく

玉葱 絹さや 人参 
生姜 長ねぎ

かつお節 ぬちまーす みりん 酒
キムチ味（りんご・大豆・エビ）
薄口醤油（大豆・小麦）

納豆（大豆）　タレ（大豆・小麦）

牛乳

米

ウインナー（豚肉）
セロリー トマト パセリ 
ほうれん草 玉葱 人参 
冬瓜 白菜

チキンブイヨン（鶏肉） 
こしょう ぬちまーす 
薄口醤油（大豆・小麦）

ショコラケーキ（大豆）

もみの木ハンバーグ
（大豆・鶏肉・豚肉）

三温糖
ウスターソース 
ケチャップ こしょう 赤ワイン

チーズ（乳） 加工乳 じゃがいも 玉葱 こしょう ぬちまーす

牛乳

コッペパン
（小麦・乳・大豆）

🎂
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冬休みは、クリスマスやお正

月など行事があり、食べ過ぎや

栄養の偏りが心配です。野菜を

意識して食事に取り入れ、腹八

分目を心掛けましょう。また、

寒いからと部屋で過ごすことが

多くなり、運動不足になりやす

い時期です。早寝・早起きと適

度な運動で体調を整え、楽しい

冬休みにしましょう。

１２月２２日は「冬至」です。沖縄の方言で冬至のことを「トゥ

ンジー」といいます。冬至は一年を通して最もお昼の短い日で、

その頃になると沖縄には季節風が吹き、寒い日が続きます。この

寒さを「トゥンジービーサ」と言い、冬至の日には「トゥンジー

ジューシー」というジューシーを作り、火の神や仏壇に供え、家

族の健康祈願を行います。このジューシーは滋養をつけて、寒さ

を乗り切るために、昔から田芋や里芋などの芋類を入れて作られ

ていました。今回は、12/19（木）の献立に田芋を使ったトゥン

ジージューシーを入れていますよ♪


