
今年度も残すところあとひと月となりました。残りの日々を

大切に、友達や先生方と楽しい給食時間を過ごして下さいね♪

さて、3月は卒業や進級に向けて1年のまとめをする時期です。

この1年間の食生活を振り返るとともに、自分自身の健康につ

いても考えてみましょう☆彡

令和2年 3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

卒業おめでとうございます♪

食事は私たちのからだをつくるもとに

なり、元気にすごすための基本です。

勉強やスポーツで自分の目標を達成す

るためには、もちろん日々の努力が大

切ですが、そのためのパワーの源にな

るのが毎日の規則正しいバランスのと

れた食事です。「食べたもので体がつ

くられていく」ことを意識してこれか

らも食べることを大切にしてください

ね♡

3/3 3月3日は、ひな人形や

桃の花を飾り、女の子の健

やかな成長と幸せを願って

お祝いをする日です。行事

食には、旬の食材を使った

ちらし寿司やはまぐりの潮

汁、ひしもち、ひなあられ

などがあります！給食でも、

ひな祭りにちなんだメ

ニューが登場しますよ♪

●栄養バランスの良い食事をとろう

好き嫌いせず、なんでも食べましょう♪

●早寝早起きをしよう

春休みも生活リズムが崩れない

ように早寝早起きをしましょう。

●朝食をとろう

朝食は1日の元気のみな

もとです。しっかり食べま

しょう♪



.

牛乳

コッペパン

2
ハンバーグの
　トマトソースかけ

(月) マッシュポテト

ベジタブルスープ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 20.5 g 炭水化物 76 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 701 kcal たんぱく質 28.8 g 脂質 24.2 g 炭水化物 90.6 g

牛乳

3 ちらし寿司

(火) 魚の胡麻醤油かけ

赤だし（あさり）

ひなあられ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 641 kcal たんぱく質 30.7 g 脂質 19.3 g 炭水化物 82.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 814 kcal たんぱく質 39.7 g 脂質 24.5 g 炭水化物 103.8 g

牛乳

ごはん

4 いわしの梅香揚げ

(水) 麻婆豆腐

ナッツサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 663 kcal たんぱく質 28.2 g 脂質 25.6 g 炭水化物 76.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 830 kcal たんぱく質 34.9 g 脂質 31.3 g 炭水化物 98.6 g

牛乳

高菜ごはん

5 だし巻き玉子

(木) 餅入りすまし汁

デコポン（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 17.6 g 炭水化物 81.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 737 kcal たんぱく質 29.4 g 脂質 21.2 g 炭水化物 102.3 g

揚げ油③
・大豆
・ごま
・小麦
・乳
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小いわし梅の香揚げ（小麦）大豆油

デコポン（予定）

だし巻き玉子
（卵・小麦・大豆）

かまぼこ 鶏肉 
油揚げ（大豆）

三温糖 餅
しめじ 小松菜 
人参 大根

かつお節 ぬちまーす みりん 
酒 醤油（大豆・小麦）

牛乳

 豚肉 しらす
（エビ・カニ・イカ）

こめ油 白ごま 麦 米
高菜漬け（大豆）
人参

かつお節 酒 
醤油（大豆・小麦）

鶏ささみ
アーモンド オリーブ油 
三温糖

キャベツ きゅうり 
コーン レモン果汁 人参

酢（小麦） 
薄口醤油（大豆・小麦）

沖縄豆腐（大豆） 
豚ひき肉

ごま油（ごま・大豆） 
こめ油 でん粉

きくらげ にら にんにく 
玉葱 人参 生姜 竹の子

ぬちまーす ポークブイヨン（豚肉） 
赤だし（大豆・さば・鶏肉） 
甜麺醤（大豆・小麦） 豆板醤

牛乳

米

ひなあられ（小麦・大豆）

さば でん粉 三温糖 白ごま みりん 酒 醤油（大豆・小麦）

あさり わかめ 
絹ごし豆腐（大豆）

長ねぎ 冬瓜
かつお節 赤みそ（大豆）
赤だし（大豆・さば・鶏肉）

かんぴょう さやいんげん　
 
べったら漬 人参 椎茸

かつお節 ぬちまーす みりん 
醤油（大豆・小麦） 酢（小麦）

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類

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

こしょう チキンブイヨン（鶏肉） 
ぬちまーす 薄口醤油（大豆・小麦）

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

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 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
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中
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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

牛乳

錦糸卵 三温糖 白ごま 米

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 同一の油を使用しています。

★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



たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
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

麦ごはん

チキンカレー

6 海藻サラダ

(金) りんご（予定）（在校生）

☆ブラウニー
【卒業生のみ】

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal たんぱく質 19.3 g 脂質 17.5 g 炭水化物 95 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 761 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 19.2 g 炭水化物 121.4 g

牛乳

9 シナモントースト

(月) ポークビーンズ

いんげんソテー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 24.5 g 炭水化物 77.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 790 kcal たんぱく質 33.6 g 脂質 29.8 g 炭水化物 95.5 g

牛乳

もちきびごはん

10 タコ入りしんじょう

(火) パパイア炒め

ピリ辛豚汁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 25.5 g 脂質 15 g 炭水化物 82.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 762 kcal たんぱく質 32.1 g 脂質 20.2 g 炭水化物 110.5 g

牛乳

中華おこわ

11 鯖の梅ソースかけ

(水) 五目中華スープ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal たんぱく質 29.9 g 脂質 21.4 g 炭水化物 72.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 746 kcal たんぱく質 35.7 g 脂質 24.5 g 炭水化物 90.2 g

牛乳

麦ごはん

12 納豆味噌

(木) 豆腐と豚肉のうま煮

わさび醤油和え

ばんかん（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal たんぱく質 26.3 g 脂質 17.4 g 炭水化物 85.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 750 kcal たんぱく質 31.4 g 脂質 20.1 g 炭水化物 109.1 g

牛乳

五穀ごはん

13 まぐろの塩麹焼き

(金) にんにくの芽炒め

すまし汁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal たんぱく質 29.7 g 脂質 19.6 g 炭水化物 74.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 744 kcal たんぱく質 36.2 g 脂質 22.9 g 炭水化物 94.4 g

揚げ油①
・大豆

卵 生クリーム（乳）

小麦粉 ベーキングパウダー
三温糖 こめ油　粉砂糖
バター（乳）
チョコチップ（大豆・乳）

ココア

彩
橋
欠
食

中
3
欠
食

 タコ入りしんじょう（小麦・大豆）大豆油

刻みのり 糸けずり
ごま油（ごま・大豆） 
すりごま 三温糖

キャベツ 人参 大根 白菜
ぬちまーす わさび 
醤油（大豆・小麦） 酢（小麦）

なると 豚肉
沖縄豆腐（大豆）

こめ油 でん粉
えのき きくらげ にんにく 
小松菜 人参 椎茸 白菜

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

絹ごし豆腐（大豆） 鶏肉 
昆布 油揚げ（大豆）

こめ油 じゃがいも
しめじ 人参 大根 
長ねぎ 椎茸

かつお節 ぬちまーす 酒 
薄口醤油（大豆・小麦）

まぐろ 塩麹

ベーコン（豚肉） こめ油 無塩バター（乳）
にんにく にんにくの芽 
人参 竹の子

こしょう ぬちまーす 
醤油（大豆・小麦）

牛乳

五穀米 米

ばんかん（予定）

さば 三温糖 梅肉（りんご・大豆） みりん 酒 薄口醤油（大豆・小麦）

かにかま 卵
ごま油（ごま・大豆） 
でん粉 はるさめ

きくらげ コーン 人参 
長ねぎ 椎茸 白菜

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

豚肉 納豆（大豆） こめ油 三温糖 ねぎ 酒 麦みそ（大豆）

牛乳

麦 米

牛乳

豚肉 油揚げ（大豆） こめ油 もち米 米
あお豆 しめじ 
人参 竹の子

ぬちまーす ポークブイヨン（豚肉） 
みりん 酒 醤油（大豆・小麦）

牛乳

もちきび 米

沖縄豆腐（大豆） 豚肉
じゃがいも 
無塩バター（乳）

ごぼう こんにゃく 
人参 生姜 長ねぎ 
白菜キムチ（小麦・
りんご・大豆・さば）

煮干しだし（さば） 
酒 麦みそ（大豆）

ちきあげ ツナ こめ油 にら パパイア 人参
かつお節 ぬちまーす 
醤油（大豆・小麦）

豚肉 ポークビーンズ
（小麦・大豆・豚肉） 大豆

こめ油 じゃがいも 
でん粉 三温糖

にんにく ピーマン 
マッシュルーム 玉葱 人参

ウスターソース ケチャップ 
こしょう ぬちまーす 
ポークブイヨン（豚肉）

豚肉 こめ油
いんげん コーン 玉葱 
小松菜 人参

こしょう ぬちまーす 
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

アーモンド マーガリン
（乳・大豆） 三温糖 
食パン（小麦・乳・大豆）

シナモンパウダー

りんご（予定）（在校生）

鶏肉 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

にんにく ピーマン 
玉葱 人参 生姜

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）

ツナ 海藻 オリーブ油 三温糖
キャベツ きゅうり 
コーン 黄パプリカ 人参 
赤パプリカ

ぬちまーす 酢（小麦） 
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

麦 米



たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類
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

黒糖パン

16 魚のガーリック焼き

(月) 豆乳味噌シチュー

カラフルサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 693 kcal たんぱく質 30.2 g 脂質 21.5 g 炭水化物 92.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 818 kcal たんぱく質 35.7 g 脂質 25.2 g 炭水化物 110.6 g

牛乳

ごはん

17 大根イリチー

(火) 魚汁

しそ味ひじき

タンナーファークルー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal たんぱく質 24.8 g 脂質 12.4 g 炭水化物 90.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 717 kcal たんぱく質 30.6 g 脂質 13.5 g 炭水化物 114.6 g

牛乳

18 キムチうどん

(水) 春巻き

カリフラワーの
　　　マヨネーズ和え

バナナ（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 20.8 g 脂質 26.1 g 炭水化物 62.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 721 kcal たんぱく質 24.4 g 脂質 30.7 g 炭水化物 88 g

牛乳

チキンライス

19 薄焼き玉子

(木) アーサとあさりのスープ

フルーツポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 15.5 g 炭水化物 92.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 738 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 17.7 g 炭水化物 116.2 g

牛乳

23 シナモントースト

(月) ポークビーンズ

いんげんソテー

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 635 kcal たんぱく質 26 g 脂質 24.5 g 炭水化物 75.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 762 kcal たんぱく質 31.2 g 脂質 29 g 炭水化物 93.1 g
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揚げ油②
・大豆
・小麦

ナタデココ パイン いちご
みかん 黄桃（もも）

アーサ（エビ・カニ） 
あさり ベーコン（豚肉）

じゃがいも
えのき キャベツ 
玉葱 人参

こしょう チキンブイヨン（鶏肉） 
ぬちまーす 白ワイン 
薄口醤油（大豆・小麦）

牛乳

鶏肉

豚肉 ポークビーンズ
（小麦・大豆・豚肉）大豆

こめ油 じゃがいも 
でん粉 三温糖

にんにく ピーマン 
マッシュルーム 玉葱 人参

ウスターソース ケチャップ こしょう 
ぬちまーす ポークブイヨン（豚肉）

豚肉 こめ油
いんげん コーン 玉葱 
小松菜 人参

こしょう ぬちまーす 
薄口醤油（大豆・小麦）

しそ味ひじき （小麦・大豆）

牛乳

アーモンド マーガリン
（乳・大豆） 三温糖 
食パン（小麦・乳・大豆）

シナモンパウダー

白玉団子（大豆）

薄焼き玉子（卵・大豆） トマトケチャップ

牛乳

なると 大豆 豚ひき肉 うどん（小麦） こめ油

にんにく もやし 玉葱 
小松菜 人参 長ねぎ 
椎茸 白菜キムチ（小麦・
りんご・大豆・さば）

かつお節 ぬちまーす 酒 
醤油（大豆・小麦） 
赤だし（大豆・さば・鶏肉） 
赤みそ（大豆） 豆板醤

春巻 （小麦・ごま・大豆・豚肉・ゼラチン）大豆油

こめ油 麦 米
あお豆 ピーマン
玉葱 人参

ケチャップ こしょう  白ワイン
チキンブイヨン（鶏肉） 
トマトピューレ ぬちまーす

バナナ（予定）

三温糖
カリフラワー キャベツ 
コーン ブロッコリー

マヨネーズ（卵・大豆・りんご） 
薄口醤油（大豆・小麦）マスタード

卵 黒糖 小麦粉 重曹

ちきあげ ツナ こめ油 三温糖 からしな 人参 大根 ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）

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

牛乳

米

ツナ オリーブ油 三温糖
キャベツ きゅうり コーン 
シークヮーサー果汁 人参 
赤ピーマン

ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）
酢（小麦）

ホキ こめ油 にんにく こしょう ぬちまーす

豆乳（大豆） 豚肉 
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

アスパラ 玉葱 人参
シママース チキンブイヨン（鶏肉） 
赤みそ（大豆） 白みそ（大豆）

牛乳

黒糖パン
（乳・小麦・大豆）


