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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

令和２年 4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

いよいよ新年度が始まりますね♡新入生のみなさんも、在校生のみなさんも、これから

始まる新しい生活に期待と不安が入り混じっていることと思います。楽しい学校生活を送

るためには、健康第一です！早寝早起きを心がけ、朝ごはんをしっかり食べて登校するよ

うにしましょう。

今年度も心を込めて安全でおいしい給食を提供できるよう、与那城給食センター

職員一同力を合わせて頑張ります！一年間よろしくお願いします☆ミ

朝ごはんは、眠っている間に不足したエネル

ギーや栄養を補給することができるので、午前中

に元気に活動するための力になります♪

ごはんやパンに含まれている炭水化物は体の中

で分解されて脳のエネルギーになります。

体は朝ごはんをとると、腸が動いてうんちがし

たくなるような仕組みになっています。朝ごはん

をとってうんちを出しましょう。



牛乳

ごはん

8 チキンカレー

(水) パパっとサラダ

杏仁風プリン

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 19.4 g 脂質 18.4 g 炭水化物 94 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 773 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 21.4 g 炭水化物 118.4 g

牛乳

バーガーパン

9 白身魚フライ

(木) シーザーサラダ

ベジタブルスープ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 23 g 炭水化物 69.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal たんぱく質 26.9 g 脂質 27.1 g 炭水化物 81.5 g

牛乳

黒米ごはん

10
和風あんかけ
　豆腐ハンバーグ

(金) タマナーチャンプルー

中身汁

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 27 g 脂質 20.2 g 炭水化物 69.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 731 kcal たんぱく質 33.6 g 脂質 24.8 g 炭水化物 89.5 g

牛乳

パパイヤの炊き込みごはん

13 チムシンジ

(月) 青菜の酢味噌和え

さつまポテト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal たんぱく質 25.9 g 脂質 17 g 炭水化物 90.2 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 19.4 g 炭水化物 109.6 g

牛乳

もちきびごはん

14 魚の胡麻味噌焼き

(火) こんにゃく炒め

餅入りすまし汁

オレンジ（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 26.8 g 脂質 14 g 炭水化物 84.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 752 kcal たんぱく質 33.1 g 脂質 16.1 g 炭水化物 113.5 g

牛乳

ごはん

15 八宝菜

(水) 焼き目つき餃子

ビーフンサラダ

バナナ（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 685 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 22.8 g 炭水化物 89.1 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 821 kcal たんぱく質 34.8 g 脂質 26.2 g 炭水化物 108.9 g

揚げ油①
・大豆

白身魚フライ（小麦・大豆）大豆油

入
学
式

無添加ハム
（豚肉・大豆・鶏肉）

ごま油（ごま・大豆）
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
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
酢（小麦） 薄口醤油（大豆・小麦）

バナナ（予定）

いか うずらの卵 えび
沖縄豆腐（大豆） 豚肉

こめ油 でん粉
きくらげ 玉葱 人参
生姜 竹の子 椎茸 白菜

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

焼き目付餃子（小麦・大豆・鶏肉・豚肉）

牛乳

米

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）

オレンジ（予定）

ホキ 三温糖 白ごま
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
みりん 酒 醤油（大豆・小麦）
麦みそ（大豆）

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（ごま） 酒
醤油（大豆・小麦）

牛乳

もちきび 米

さつまポテト

レバー（豚肉） 豚肉 じゃがいも
にんにく ねぎ
人参 生姜 大根

かつお節 ぬちまーす
赤みそ（大豆） 白みそ（大豆）

かまぼこ 三温糖 ほうれん草 もやし 人参
ぬちまーす
甘口白みそ（大豆） 酢（小麦）

牛乳

豚肉 油揚げ（大豆） こめ油 麦 米
あお豆 パパイア
人参 椎茸

かつお節 ぬちまーす
薄口醤油（大豆・小麦）

中身（豚肉） 豚肉 こんにゃく 生姜 椎茸
かつお節 ぬちまーす
ポークブイヨン（豚肉）
醤油（大豆・小麦）

豆腐ハンバーグ
（大豆・鶏肉）

でん粉 三温糖
かつお節 ぬちまーす みりん
醤油（大豆・小麦）

ツナ 厚揚げ（大豆） 豚肉 こめ油
キャベツ もやし
小松菜 人参

ぬちまーす 醤油（大豆・小麦）

牛乳

黒米 米

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

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）

粉チーズ（乳） 無添加ハム
（豚肉・大豆・鶏肉）

三温糖
キャベツ コーン
ほうれん草 赤ピーマン

こしょう ぬちまーす  酢（小麦）
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

牛乳

バーガーパン
（小麦・乳・大豆）

杏仁プリン（大豆・もも・りんご）

鶏肉
こめ油 じゃがいも
小麦粉

かぼちゃ にんにく
ピーマン 玉葱 人参 生姜

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

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）

牛乳

米

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

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 34.2 g 脂質 23.1 g 炭水化物 121.4 g



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

黒糖パン

16 魚のジェノベーゼ焼き

(木) ポークビーンズ

ブロッコリーの和え物

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 710 kcal たんぱく質 33.2 g 脂質 25.9 g 炭水化物 84.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 831 kcal たんぱく質 38.8 g 脂質 30.3 g 炭水化物 99.5 g

牛乳

麦ごはん

17 きびなごのカリカリフライ

(金)
厚揚げとじゃがいもの
                    そぼろ煮

ゆかり和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal たんぱく質 20.9 g 脂質 16.3 g 炭水化物 79.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 692 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 18.8 g 炭水化物 102.4 g

牛乳

五穀ごはん

20 肉じゃが

(月) 納豆和え

オレンジ（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 12.3 g 炭水化物 98.4 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal たんぱく質 28.6 g 脂質 13.7 g 炭水化物 124.2 g

牛乳

コッペパン

21
鶏肉のバーベキュー
　　　　　ソース焼き

(火) ビーンズシチュー

カラフルサラダ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 686 kcal たんぱく質 29 g 脂質 24.9 g 炭水化物 83.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 813 kcal たんぱく質 34.4 g 脂質 29.1 g 炭水化物 100.6 g

牛乳

ごはん

22 さばのぬちまーす焼き

(水) マーミナーチャンプルー

イナムドゥチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 19.7 g 炭水化物 66.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 726 kcal たんぱく質 34 g 脂質 23 g 炭水化物 91.8 g

牛乳

味噌ラーメン

23 青じそ棒餃子

(木) ごぼうナッツサラダ

りんご（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal たんぱく質 26 g 脂質 23.9 g 炭水化物 77.3 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 806 kcal たんぱく質 34.6 g 脂質 29.9 g 炭水化物 95.9 g

牛乳

高菜ごはん

24 だし巻き玉子

(金) 具沢山すまし汁

フルーツポンチ

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal たんぱく質 23.4 g 脂質 19.1 g 炭水化物 83.9 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 744 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 21.8 g 炭水化物 104.7 g

揚げ油②
・大豆
・小麦

青じそ餃子（豚肉・大豆・鶏肉・ごま・小麦・乳・卵・ゼラチン）　大豆油

揚げ油③
・大豆
・小麦

白玉団子（大豆）
ナタデココ パイン
みかん 黄桃

だし巻き玉子
（卵・小麦・大豆）

鶏肉 絹ごし豆腐（大豆）
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）

牛乳

豚肉 しらす
（エビ・カニ・イカ）

こめ油 白ごま 麦 米 高菜（大豆） 人参 かつお節 酒 醤油（大豆・小麦）

りんご（予定）

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

なると 豚肉
ごま油（ごま・大豆）
ラーメン（小麦）
こめ油

にんにく もやし 人参
生姜 竹の子 長ねぎ 椎茸

かつお節 みりん 酒 白みそ（大豆）
ポークブイヨン（豚肉） ぬちまーす
赤みそ（大豆）醤油（大豆・小麦）

かまぼこ 豚肉 こんにゃく 椎茸 冬瓜
かつお節 ポークブイヨン（豚肉）
甘口白みそ（大豆）

さば こめ油 ぬちまーす

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

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

醤油（大豆・小麦）
ぬちまーす  酢（小麦）

鶏肉 はちみつ 三温糖
ウスターソース ケチャップ こしょう
ぬちまーす 酒 醤油（大豆・小麦）

ミックスビーンズ 加工乳
鶏肉 生クリーム（乳）
白いんげん豆

こめ油 じゃがいも
小麦粉 無塩バター（乳）

アスパラ 玉葱 人参
チキンブイヨン（鶏肉）ホワイトルウ
（小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉）
ぬちまーす

牛乳

コッペパン
（乳・小麦・大豆）

オレンジ（予定）

豚肉 こめ油 じゃがいも 三温糖
いんげん 玉葱 人参 生姜
糸こんにゃく 長ねぎ 椎茸

かつお節 ぬちまーす みりん
酒 醤油（大豆・小麦）

納豆（大豆） 三温糖 キャベツ きゅうり 人参 醤油（大豆・小麦）

牛乳

五穀米 米

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）

きびなごのカリカリフライ 大豆油

厚揚げ（大豆） 豚ひき肉 こめ油 じゃがいも 三温糖 玉葱 小松菜 人参 長ねぎ かつお節 みりん 醤油（大豆・小麦）

牛乳

麦 米

アーモンド
オリーブ油 三温糖

カリフラワー キャベツ
コーン ブロッコリー
レモン果汁

酢（小麦）
薄口醤油（大豆・小麦）

ホキ オリーブ油
ジェノバペースト（乳）
バジル 赤ピーマン

こしょう ぬちまーす
醤油（大豆・小麦）

大豆 豚肉 ポークビーンズ
（小麦・大豆・豚肉）

こめ油 じゃがいも
三温糖 小麦粉

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）

牛乳

黒糖パン
（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
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

・ごはん　　   

27 ・もずく丼の具

(月) けんちん汁

れんこんのツナ和え

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal たんぱく質 22.2 g 脂質 17.7 g 炭水化物 73.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 719 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 20.6 g 炭水化物 101.4 g

牛乳

チーズポテトライス

28 野菜とあさりのスープ

(火) ビーンズサラダ

りんご（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 658 kcal たんぱく質 24.1 g 脂質 22.7 g 炭水化物 88.7 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 794 kcal たんぱく質 29.5 g 脂質 26.7 g 炭水化物 109.1 g

牛乳

ごはん

30 わかさぎのガーリック揚げ

(木) 五目中華スープ

油味噌

オレンジ（予定）

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 18.2 g 炭水化物 82.2 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 729 kcal たんぱく質 27.1 g 脂質 21.2 g 炭水化物 103.5 g

揚げ油①
・大豆

揚げ油②
・大豆

与
小
・
与
幼
・
赤
道
幼
・
欠
食

アーモンド こめ油 三温糖 みりん 酒 赤みそ（大豆）

オレンジ（予定）

わかさぎ でん粉 大豆油 ガーリックパウダー こしょう

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 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

米

りんご（予定）

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）

ミックスビーンズ
無添加ハム
（豚肉・大豆・鶏肉）

三温糖
キャベツ
きゅうり コーン

マスタード 薄口醤油（大豆・小麦）
マヨネーズ（卵・大豆・りんご）

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）酒
ぬちまーす  薄口醤油（大豆・小麦）

ツナ オリーブ油
きゅうり れんこん
玉葱 人参

こしょう ぬちまーす
酢（小麦）

もずく（エビ・カニ）
豚ひき肉

こめ油 でん粉 三温糖
あお豆 コーン にんにく
ねぎ 玉葱 小松菜 人参

かつお節 ぬちまーす 豆板醤
ポークブイヨン（豚肉）
みりん 醤油（大豆・小麦）

沖縄豆腐（大豆）
昆布 油揚げ（大豆）

里芋
ごま油（ごま・大豆）

ごぼう こんにゃく
人参 長ねぎ

かつお節 ぬちまーす
醤油（大豆・小麦）

牛乳

米
も
ず
く
丼


