
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

546 23.8 15.2

645 27.3 16.6

681 26.5 20.5

907 37.6 25.7

30.3

529 19.8 13.6

644 23.8 15.4

848 34.3

689 29.2 15.2

674 24.7 24.6

25.9 29.9

727 29.7 19.8

24.5 13.6573

842 27.5 29.4

622 33.8 22.6

21.6 22.1

719 21.7 25.1

21.9 23.7650

749 32.0 20.9

598 28.3 23.7

37.2 21.7

629 20.5 14.1

26.1 18.3617

804 32.2 30.6

666 29.4 20.6

16.823.5

20.229.6

620

28.0 28.1696

22.8

（火）

26 牛乳､野菜ピラフ､フルーツ白玉､津堅にんじん
ハンバーグ､アーモンド

牛乳､鶏肉､かんてん､ハンバー
グ

米､油､もち、アーモンド

牛乳､ジャージャー麺､（麺、肉､ナムル）､コーン
スープ､くだもの

牛乳､牛肉､豚肉､豚レバー､大
豆､みそ､鶏肉

中華めん､油､砂糖､でん粉､ゴ
マ､じゃがいも

小松菜､大根､長ねぎ､人参､生
姜､キャベツ､きゅうり､べったら
漬

3

☆学校給食費は、期限内におさめましょう。

（木）

米､麦､じゃがいも､里芋､砂糖､
油､コンニャク､ゴマ

キャベツ､人参､レンコン､小松
菜､長ねぎ､ごぼう､ピーマン

2

【節分】
牛乳､セルフ手巻き寿司（酢飯､たまご、べった
ら漬け、ツナサラダ、焼きのり）、すまし汁､節
分豆

牛乳､鶏肉､豆腐､ちくわ､卵､ツ
ナ､のり､節分豆

米､油､ゴマ、マヨネーズ

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
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（月）

伊波幼
体験
給食

牛乳､コッペパン､白菜のシチュー､ウィンナー
とチリビーンズ､くだもの

牛乳､鶏肉､豆乳､豚肉､豚レ
バー､金時豆､白いんげん豆､ウ
インナー

パン､油､じゃがいも､小麦粉､砂
糖

牛乳､麦ごはん､和風カレーポトフ､きんぴらご
ぼう､みつせ鶏肉だんご

牛乳､ウィンナー､ベーコン､ちく
わ､豚肉、肉だんご

白菜､玉葱､人参､しめじ､青豆､
にんにく､プルーン､ピーマン､く
だもの

牛乳､梅しらすごはん､さばのみそだれかけ､青
じそあえ､ヨーグルト

牛乳､鶏肉､油揚げ､しらすぼし､
さば､みそ､ヨーグルト

米､油､砂糖､でん粉
人参､ごぼう､椎茸､青豆､うめ､
生姜､キャベツ､小松菜､きゅうり

4
（水）

5
（木）

玉葱､にんにく､きくらげ､もやし､
きゅうり､人参､小松菜､アーサ､
コーン､えのき茸､くだもの

6
（金）

牛乳､からし菜入りもずく丼（麦ごはん、具）､ふ
わふわスープ、バナナ

牛乳､鶏肉､卵､もずく､牛肉､豚
肉

米､麦､油､じゃがいも､パン粉､で
ん粉

人参､玉葱､パセリ､マッシュルー
ム､生姜､からし菜､竹の子､えの
き茸､バナナ

9
（月）

宮森幼
体験
給食

牛乳､麦ごはん､ほうれん草のみそ汁､ホキの
ごまマヨやき､おかかあえ､ミニふりかけ

牛乳､豚肉､豆腐､みそ､ホキ､白
花豆ペースト､ふりかけ

米､麦､油､ゴマ､砂糖、マヨネー
ズ

ほうれん草､人参､玉葱､大根､も
やし､いんげん

10
（火）

牛乳､コッペパン､県産野菜のクラムチャウ
ダー､ハンバーグ､豆ペーストの白和え風

牛乳､あさり､ベーコン､豆乳､ハ
ンバーグ､白花豆ペースト､ひじ
き

パン､じゃがいも､小麦粉､油､砂
糖､ねりごま

玉葱､人参､キャベツ､小松菜､切
干大根

12
（木）

牛乳､キムチチャーハン､ほうれん草とにんじ
んしゅうまい､バンウースー､くだもの

牛乳､豚肉､ハム､わかめ、しゅう
まい

米､油､春雨､砂糖､ごま
白菜､玉葱､人参､ごぼう､青豆､
きゅうり､くだもの

13
（金）

牛乳､麦ごはん､チキンカレー､れんこーんサラ
ダ､くだもの

牛乳､鶏肉､豚レバー
米､麦､じゃがいも､油､小麦粉､
砂糖、マヨネーズ

にんにく､人参､玉葱､ピーマン､
プルーン､レンコン､小松菜､キャ
ベツ､コーン､くだもの

16
（月）

牛乳､かしわめし､厚焼き玉子､大根サラダ､焼
きプリンタルト

牛乳､鶏肉､厚焼きたまご 米､油､こんにゃく､砂糖､タルト
人参､ごぼう､青豆､椎茸､大根､
きゅうり

17
（火）

牛乳､コッペパン､ミネストローネスープ､チキン
のてりやき､豆っこサラダ､チーズ

牛乳､鶏肉､ベーコン､レッドキド
ニー､白いんげん､チーズ

パン､油､じゃがいも､砂糖

にんにく､人参､玉葱､キャベツ､
小松菜､トマト､いんげん､青豆､
赤ピーマン､コーン､セロリ､もも
缶､きゅうり

18
（水）

【食育の日：旧正月メニュー】
牛乳､菜飯（麦ごはん、具、かけ汁）､タームコ
ロッケ､黒糖ジーマミ豆腐

　　牛乳
米､麦､砂糖､澱粉､油､ジーマミ
豆腐、タームコロッケ

生姜､人参､椎茸､竹の子､小松
菜

19
（木）

大根､人参､小松菜､ごぼう､長ね
ぎ､玉葱､切干大根､青豆

23
（月）

牛乳､マーボーラーメン（めん、スープ）､ゆでた
まご､海そうサラダ､くだもの

牛乳､豚肉､鶏肉､豚レバー､み
そ､卵､海藻､しらすぼし

中華めん､油､ゴマ

にんにく､きくらげ､椎茸､竹の
子､人参､玉葱､長ねぎ､にら､生
姜､大根､小松菜､コーン､シー
クヮーサー､くだもの

20
（金）

24
（火）

伊波中
欠食

牛乳､シャキシャキそぼろ牛丼（麦ごはん、
肉）､豚汁、カップもずく

牛乳､豚肉､豆腐､みそ､牛肉､も
ずく

米､麦､こんにゃく､油､砂糖､でん
粉

牛乳､ゆし豆腐､みそ､ツナ､ちき
あぎ､もずく

米､麦､油､砂糖
ねぎ､生姜､にら､大根､人参､
キャベツ､もやし､アーサ､椎茸

25
（水）

牛乳､麦ごはん､大根とふだん草のンブシー､き
びなごのから揚げ､いんげんのゴマあえ

牛乳､豚肉､ポーク､厚揚げ､昆
布､みそ､きびなご

米､麦､油､砂糖､小麦粉､でん
粉､ゴマ

大根､ふだん草､人参､いんげ
ん､もやし､キャベツ､シイクァ
サー

エ

ネ

ル

ギ
ー

タ

ン

パ

ク

質

脂
質

栄養価(上小、下中)

776

729 26.4 26.9

23606

883 38.2 25.7

618

774 24.6 16.2

30.0 18.4

754

727 34.6 29.1

555

893 26.4 30.3

17.4 17.7

735

779 43.5 29.5

850

877 34.7 21.9

23.3 29.4

939

（金）

牛乳､麦ごはん､ゆし豆腐汁､チリビラチャンプ
ルー､もずくとアーサの佃煮

牛乳､絹ごし豆腐､ツナ
アーサ､ねぎ､生姜､小松菜､人
参

米､麦､ふ､油､ごぼう巻き

にんにく､人参､玉葱､アスパラ､
赤ピーマン､マッシュルーム､
コーン､青豆､もも缶､パイン､み
かん､シークヮーサー

27 牛乳､麦ごはん､アーサ汁､ふーいりちー､ごぼ
う鶏肉巻き

２/６（金）：ジャージャー麺 

２/１７（火）：焼きプリンタルト 

２/１３（金）：キムチチャーハン 

２/２０（金）：マーボーラーメン 

今月のリクエスト給食 
お

た

の

し

み

に 


