
うるま市学校給食センター第一調理場
TEL:０９８－９７３－１１１１

※うるま市で作られている『ぬちまーす』を無償で提供していただき、給食に使用しています。

おもに体の組織をつくる おもにエネルギーとなる おもに体の調子を整える

（赤の食品） （黄の食品） （緑の食品）

たんぱく質 ・無機質 炭水化物 ・脂肪 ビタミン

8 牛乳 赤米ご飯 中身汁 魚の西京焼き 彩り和え かるかん
牛乳､中身､豚肉､さわら､み
そ､ツナ

米､赤米､三温糖､ごま､かるか
ん

平成27年

4月給食予定献立表

行事
欠食

日
献 立 名

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

椎茸､こんにゃく､ねぎ､生姜､大
根､きゅうり､人参､金美人参､き
くらげ

820 36 21

（水） Kcal g g

栄　養　価

熱
量

蛋
白
質

脂
質（曜日）

868 34 26

（木） Kcal g g

9
牛乳 麦ごはん カレーライス ゆで卵 ひじきサラダ

牛乳､豚肉､豚レバー､大豆､
脱脂粉乳､卵､ツナ､ひじき､
みそ

米､麦､じゃがいも､こめ油､小
麦粉､三温糖､ごま油､ごま

玉葱､人参､セロリ､ピーマン､に
んにく､生姜､もやし､小松菜､し
めじ､コーン､赤ピーマン

656 27 11

（金） Kcal g g

10 牛乳 麦ごはん 具だくさんみそ汁 イカの生姜焼き
大根のゆず和え 果物

牛乳､豆腐､わかめ､みそ､い
か､ささ身

米､麦､じゃがいも､三温糖
白菜､ごぼう､ねぎ､生姜､大根､
小松菜､人参､しめじ､ゆず､レモ
ン､りんご

777 29 30

（月） Kcal g g

13 牛乳 炊き込みご飯 もずくの具だくさん汁 さばのぬち
まーす焼き 果物

牛乳､ひじき､豚肉､油揚げ､
もずく､豆腐､みそ､さば

米､麦､こめ油､ごま､里芋
椎茸､竹の子､人参､青豆､ねぎ､
大根､小松菜､柑橘系

734 29 20

（火） Kcal g g

14 牛乳 麦ごはん ビビンバ（肉みそ・野菜ときのこのナム
ル）トマト入りかき玉スープ 果物

牛乳､牛肉､豚肉､豚レバー､
大豆､みそ､卵､ゆし豆腐

米､麦､三温糖､こめ油､ごま油､
ごま､でん粉

きくらげ､にんにく､生姜､竹の
子､もやし､小松菜､人参､しめ
じ､白菜､長ねぎ､セロリ､トマ
ト､椎茸､チンゲン菜､柑橘系

724 32 24

（水） Kcal g g

15 牛乳 アーサそば マーミナーチャンプルー
かぼちゃ天ぷら 果物

牛乳､豚ロース､あおさ､かま
ぼこ､鶏肉､豆腐､卵

沖縄そば､こめ油､小麦粉､でん
粉､大豆油

椎茸､ねぎ､生姜､人参､もやし､
キャベツ､からし菜､南瓜､りん
ご

749 28 36

（木） Kcal g g

16 牛乳 コッペパン 麦ポタージュ コールスローサラダ
ウインナー アーモンド

牛乳､あさり､鶏肉､白花豆､
大福豆､脱脂粉乳､生クリー
ム､ヨーグルト､チーズ､ウイ
ンナー

コッペパン､麦､こめ油､三温
糖､アーモンド

玉葱､人参､セロリ､パセリ､キャ
ベツ､きゅうり､コーン､赤ピー
マン､レモン

675 27 16

（金） Kcal g g

17 牛乳 麦ごはん アーサ入りゆし豆腐のみそ汁
グンボーイリチー シシャモ焼き

牛乳､ゆし豆腐､あおさ､み
そ､豚肉､ひじき､ししゃも

米､麦､ごま､三温糖
しめじ､白菜､山東菜､ごぼう､こ
んにゃく､玉葱､人参､いんげん､
生姜

755 27 15

（月） Kcal g g

20 牛乳 麦ごはん 肉じゃが 野菜の梅肉和え 納豆みそ
手巻きのり

牛乳､豚肉､納豆､ツナ､みそ､
のり

米､麦､じゃがいも､三温糖､こ
め油

人参､玉葱､青豆､糸こんにゃく､
椎茸､いんげん､大根､きゅうり､
しめじ､人参､金美人参､梅肉､ね
ぎ､生姜

841 35 22

（火） Kcal g g

21 牛乳 麦ごはん マーボー豆腐､ビーフンサラダ
 レンコン焼売 果物

牛乳､豆腐､豚肉､大豆､みそ､
ツナ　焼売

米､麦､でん粉､こめ油､三温糖､
ごま油､ビーフン､ごま

人参､玉葱､竹の子､きくらげ､椎
茸､にんにく､生姜､にら､キャベ
ツ､小松菜､きゅうり､もやし､赤
ピーマン､黄ピーマン､オレンジ

731 29 17

（水） Kcal g g

22 牛乳 あわご飯 冬瓜のみそ汁 筑前煮 アサリと野菜の磯
和え

牛乳､あおさ､高野豆腐､み
そ､鶏肉､昆布､ちくわ､大豆､
あさり､しらすぼし､のり

米､あわ､三温糖､こめ油､ごま
油､ごま

冬瓜､小松菜､しめじ､大根､ごぼ
う､人参､レンコン､こんにゃく､
青豆､椎茸､いんげん､キャベツ､
からし菜､もやし､コーン

702 31 28

（木） Kcal g g

23 牛乳 ミートスパゲッティ― ひじき入りポテトサラダ
鮭の香草焼き 果物

牛乳､牛肉､豚肉､豚レバー､
大豆､ツナ､ひよこ豆､ひじ
き､さけ

スパゲティー､こめ油､じゃが
いも､アーモンド､三温糖

玉葱､人参､ピーマン､マッシュ
ルーム､にんにく､トマト､きゅ
うり､コーン､シークァーサー､
りんご

585 25 31

（金） Kcal g g

具中
欠食

24 牛乳 もずくのボロボロジューシー フーイリチー
豆腐のあんかけ 果物

牛乳､鶏肉､もずく､ちきあ
げ､みそ､卵､豚肉､厚揚げ

米､麦､こめ油､ふ､大豆油､三温
糖､でん粉

冬瓜､人参､竹の子､椎茸､山東
菜､もやし､キャベツ､からし菜､
きくらげ､しめじ､コーン､長ね
ぎ､生姜､柑橘系

780 33 20

（月） Kcal g g

高中
欠食

27 牛乳 麦ごはん 豚汁 五目豆 小魚ナッツの甘がらめ
果物

牛乳､豚肉､みそ､ひじき､鶏
肉､大豆､ちきあげ､にぼし

米､麦､里芋､三温糖､ごま油､こ
め油､アーモンド､くるみ､ご
ま､水あめ

白菜､ごぼう､人参､こんにゃく､
椎茸､小松菜､大根､レンコン､竹
の子､いんげん､柑橘系

732 29 25

（火） Kcal g g

28 牛乳 うっちんライス 野菜スープ 魚のカラフル焼き
果物

牛乳､鶏肉､大豆､豆腐､ひよ
こ豆､ホキ､チーズ

米､麦､マーガリン､こめ油

人参､コーン､椎茸､パセリ､白
菜､大根､長ねぎ､ごぼう､セロ
リ､生姜､赤ピーマン､黄ピーマ
ン､ピーマン､りんご

☆学校給食費は、期限内に収めましょう。

732 30 23

（木） Kcal g g

30 牛乳 ぬちまーすごはん 大根ンブシー 酢みそ和え
スルルーのから揚げ

牛乳､豚肉､かまぼこ､厚揚
げ､昆布､ちくわ､イカ､わか
め､みそ､きびなご

米､三温糖､こめ油､ごま､小麦
粉､でん粉､大豆油

大根､人参､長ねぎ､こんにゃく､
小松菜､椎茸､生姜､もやし､きゅ
うり

ご入学・ご進級おめでとうございます。新入生のみなさんは新しい学校生活の始まりに、在校生のみなさんは学年

が一つ上がり心機一転、やる気に満ちていることと思います。 

 学校給食は、成長期にあるみなさんの心と体の健康や発達のため、旬の食材を取り入れ、栄養バランスを考えて

作っています。また、行事食や郷土料理、お楽しみ献立など、バラエティーに富んだ給食を提供していきますので、

楽しみにしていてくださいね。 心を込めておいしい給食づくりに取り組んでいきます。１年間よろしくお願いします♪ 


