
うるま市立石川学校給食センター
TEL:098-965-3150

◎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。　㋦が付いている献立はぬちまーすを使用しています。

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

891 29.9 24.7

石川給食センターでも1/26（月）～30（金）の一週間、給食週間の取り組みとして郷土料理や
沖縄の食材を使った献立を提供します。お楽しみに！
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30 牛乳､麦ごはん､イナムドゥチ､ちきなー
いりちー､手づくりふりかけ

牛乳､豚肉､白かまぼこ､
甘口みそ､豚肉､ツナ､厚
揚げ､しらすぼし､あおの
り､きざみのり

米､麦､イナムドゥチコン
ニャク､大豆油､麩､ゴマ､
砂糖

牛乳､五目おこわ､鶏肉の照り焼き､大根
のおかかあえ､くだもの

牛乳､鶏肉､油揚げ､ちく
わ､鶏肉､昆布

米､もち米､ゴマ､大豆油､
砂糖

13

大根､葉だいこん､よも
ぎ､えのき茸､人参､椎茸､
小松菜､きゅうり､もやし､
くだもの

7

（金）

米､赤飯､砂糖､もち
人参､大根､椎茸､ほうれ
ん草､生姜

6

【七草】
牛乳､七草がゆ､ひじき厚焼き玉子､ごま
みそ和え､くだもの

牛乳､豚肉､ツナ､みそ、
ひじき厚焼き玉子

米､麦､ねりごま､砂糖、ノ
ンエッグマヨネーズ

牛乳､わかめ､鶏肉､豚
肉､無添加ベーコン､厚揚
げ、シューマイ

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

平成27年

行事欠食 日
（曜日） 献 立 名

1月給食予定献立表

米､大豆油､ビーフン､ご
ま油、トック

牛乳､赤飯､お雑煮､魚の昆布まき､紅白
なます

牛乳､鶏肉､なると､ほき､
昆布

（水）

9
（金）

（火）

牛乳､わかめごはん､トックスープ､ビー
フン入り野菜炒め､シューマイ

コーン缶､クリームコーン
缶､玉葱､人参､パセリ､
きゅうり､キャベツ、裏ご
しコーン缶

14
（水）

人参､白菜､椎茸､長ね
ぎ､小松菜､玉葱

牛乳､あげパン､牛肉と豆の煮込み､ブ
ロッコリーソテー

牛乳､きな粉､牛肉､豚レ
バー､金時豆､白花豆
ペースト､無添加ハム

パン､大豆油､麦こがし､
砂糖､黒糖､じゃがいも､
ハヤシルー

にんにく､人参､玉葱､セ
ロリ､ピーマン､ブロッコ
リー､コーン缶

8
（木）

（火）

牛乳､食パン､コーンスープ､白身魚フラ
イ､ささみサラダ､スライスチーズ

牛乳､鶏肉､白花豆ペー
スト､蒸し鶏、魚フライ

パン､大豆油､じゃがい
も､でん粉､砂糖､スライス
チーズ

牛乳､麦ごはん､芋の子汁､ひじきのきん
ぴら､冬瓜の梅じゃこあえ

牛乳､豚肉､白みそ､ひじ
き､ちきあぎ､しらすぼし

米､麦､じゃがいも､里芋､
砂糖､ゴマ､大豆油

大根､人参､しめじ､長ね
ぎ､ごぼう､さやいんげん､
小松菜､キャベツ､コーン
缶､冬瓜､梅びしお

15
（木）

牛乳､麦ごはん､タコライス､コンソメスー
プ､くだもの

牛乳､豚肉､牛肉､豚レ
バー､大豆､チーズ､無添
加ウィンナー

米､麦､砂糖､大豆油
にんにく､玉葱､人参､トマ
ト缶､ピーマン､キャベツ､
白菜､セロリ､くだもの

16
（金）

伊波中２年
欠食（１９日
～２３日）

【食育の日：香川県ﾒﾆｭｰ】
牛乳､しっぽくうどん､ベーコンポテト､豆
ちくわ、プリン

牛乳､鶏肉､油揚げ､無添
加ベーコン､あおのり、豆
ちくわ

うどん､里芋､じゃがいも､
ゴマ､プリン、ノンエッグマ
ヨネーズ

大根､人参､ごぼう､椎茸､
小松菜

19
（月）

牛乳､麦ごはん､あさりのすまし汁､かぼ
ちゃのそぼろ煮､ひじきあえ

牛乳､絹ごし豆腐､あさり､
豚ひき肉､鶏ひき肉､ひじ
き､ツナ、アーサ

米､麦､砂糖
大根､人参､南瓜､生姜､
玉葱､いんげん､きゅうり､
もやし

20
（火）

牛乳､麦ごはん､チキンカレー､チーズオ
ムレツ､温野菜サラダ

牛乳､鶏肉､豚レバー、
チーズオムレツ

米､麦､じゃがいも､大豆
油､小麦粉､こめ油

にんにく､人参､玉葱､
ピーマン､プルーンピュー
レ､ブロッコリー､カリフラ
ワー､きゅうり､コーン缶

21
（水）

牛乳､麦ごはん､煮付け､ミヌダル､ほうれ
ん草の和え物､お魚ふりかけ

牛乳､鶏肉､厚揚げ､昆
布､かまぼこ､豚ロース､
蒸し鶏、お魚ふりかけ

米､麦､こんにゃく､砂糖､
大豆油､ゴマ、ノンエッグ
マヨネーズ

大根､人参､いんげん､生
姜､春菊､ほうれん草､し
めじ､きゅうり

22
（木）

牛乳､スパゲティナポリタン､豚しゃぶサ
ラダ､かぼちゃグラタン､ベビーチーズ(中
学のみ）

牛乳､無添加ベーコン､豚
肉､豚レバー､かぼちゃグ
ラタン、ベビーチーズ

スパゲティー､大豆油

にんにく､人参､玉葱､
ピーマン､マッシュルー
ム､しめじ､トマト缶､キャ
ベツ､きゅうり､コーン缶

23
（金）

伊波小・幼
城前小・幼

欠食

牛乳､ピザトースト､彩り野菜スープ､チン
ゲン菜ソテー､くだもの

牛乳､無添加ベーコン､
チーズ､鶏肉､ハム

パン､大豆油

ピーマン､玉葱､コーン､マッ
シュルーム､ブロッコリー､
人参､大根､ごぼう､しめじ､
チンゲン菜､えのき茸､くだ
もの

26
（月）

人参､大根､長ねぎ､にん
にく､切干大根､竹の子､
椎茸

28
（水）

石川中２年
欠食（２６日
～３０日）

牛乳､発芽玄米ごはん､中身汁､野菜
チャンプルー､グルクンのから揚げ

牛乳､豚肉､中身､ツナ､厚
揚げ､グルクン

米､発芽玄米､こんにゃく､
大豆油､小麦粉､でん粉

椎茸､ねぎ､生姜､キャベ
ツ､人参､もやし､竹の子､
にら

27
（火）

牛乳､クファジューシー､ぶりおろし煮､ゆ
かりあえ､タンナファクルー

牛乳､豚肉､ちきあぎ､油
揚げ､ひじき、ぶりおろし
煮

米､こめ油､砂糖､ゴマ、タ
ンナファックルー

人参､ごぼう､ねぎ､椎茸､
白菜､小松菜､ゆかり粉、
絞り出しねり梅

29
（木）

牛乳､豚レバー､豚肉､赤
みそ､白みそ、昆布､ちき
あぎ

米､黒米､じゃがいも､大
豆油、ムーチー

15.2

牛乳､黒米ごはん､チムシンジ､せん切り
イリチー、ムーチー

17.2

659 25.1 12.9

椎茸､きくらげ､人参､ごぼ
う､青豆､白菜､大根､きゅ
うり､くだもの

22.6

570

26.8

404

512 19.7

671 33.0 26.1

19.9

栄養価(上小、下中)

664

476 23.9 16.7

16.4 17.2

エ
ネ

ル
ギ
ー

タ
ン

パ
ク

質
脂
質

32.1

30.8 14.9

734 39.6

392

20.5

12.3538

30.0

17.7

19.3 19.2

469 22.3 23.0

505 24.8 18.5

345

☆学校給食費は、期限内に納めましょう。

663 29.7

椎茸､ねぎ､からし菜､人
参

617 24.6

846 34.0

831 36.4

リクエスト給食 

発表！ 

中学３年生も給食とそろそろお別れです。そこで最後にもう一度食べたい給食はなに

かアンケートをとりました。いろいろな少数派もありましたが、上位５位の発表です！ 

第１位 あげぱん・・・・1/9（金） 

第２位 タコライス・・・・1/16（金） 

第３位 焼きプリンタルト・・・・２月予定 

第４位 キムチチャーハン・・・・２月予定 

第５位 ラーメン、ジャージャーめん・・・２月予定    
予想通りの結果でしょうか!？ 

２月までには登場予定です。９年間の思い出とともにクラスの仲間と楽しい給食時間を過ごしてください。 


