
うるま市立与那城学校給食センター

TEL:098-978-3528

おもに体をつくる おもに熱や力のもとになる 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 ・脂質 ビタミン ・無機質

※給食費は期限内に納めましょう。未納があると、食材の高騰や消費税５％→８％の増税もあり、一食小学生２２０円、中学生２５０円での運営は厳しいです。
※材料、その他の都合により、食材や献立を変更することがあります。
◎毎日の献立には（株）ぬちまーす（高安正勝社長）より寄贈された「ぬちまーす」を使用しています。
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ココアあげパン　カレーポトフ　ビーンズサラダ
ぎゅうにゅう

牛乳　きな粉　豚肉
無添加ウインナー　　ツナ
ミックスビーンズ

パン　大豆油　アーモンド粉末
黒糖　三温糖　じゃがいも　米油
ココア　マヨネーズ

人参　玉葱　大根　キャベツ
ブロッコリー　青豆　きゅうり
コーン

29
（木）

大根ごはん　鮭の島にんじんあんかけ
もずくのすましじる　バナナ　ぎゅうにゅう

牛乳　油揚げ　豚肉　さけ
もずく　卵

米　麦　ごま　米油　三温糖
でん粉

だいこん葉　高菜　大根　人参
パイン　えのき茸　ねぎ　バナナ

28
（水）

すきやきうどん　三色あえ　くり入りおぐら白玉
ミックスナッツ 　ぎゅうにゅう

牛乳　牛肉　厚揚げ　卵　あずき
うどん　三温糖　米油　ごま
白玉団子　黒糖　くり
ミックスナッツ

白菜　春菊　人参　長ねぎ　椎茸
ほうれん草　もやし

27
（火）

与那城小
ごはん　レバーのなんばんづけ　ごもくに
白菜とじゃがいものみそしる　みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　豚レバー　大豆　昆布
鶏肉　油揚げ　わかめ　みそ

米　でん粉　大豆油　三温糖
米油　じゃがいも

長ねぎ　きゅうり　こんにゃく
大根　人参　椎茸　しょうが
白菜　えのき茸　ねぎ　みかん

26
（月）

給食週間
クファジューシー　魚天ぷら　セーイカのみそしる
大根のうっちんづけ 　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　だいず　昆布
ちきあげ　ホキ　卵　イカ　豆腐
みそ

米　麦　米油　小麦粉　大豆油
砂糖

人参　ねぎ　椎茸　大根
うこん　にら

23
（金）

給食週間
沖縄そば（三枚肉・かまぼこ）　ヌンクーグヮ
タンナファクル 　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　かまぼこ　厚揚げ
昆布

沖縄そば　三温糖　米油
タンナファクル

ねぎ　大根　人参　だいこん葉
椎茸　こんにゃく

22
（木）

給食週間
もちきびごはん　につけ　ミミガーあえ
もずくみそ　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　昆布　厚揚げ
もずく　みそ　豚肉　豚耳皮

米　もちきび　三温糖　米油
ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ

こんにゃく　人参　大根　小松菜
ごぼう　いんげん　しょうが
ねぎ　もやし　きゅうり

21
（水）

給食週間
ごはん　なかみじる　チキナーイリチー
かぼちゃ天ぷら　みかん 　ぎゅうにゅう

牛乳　中身　豚肉　ちきあげ
ツナ　豆腐　卵

米　米油　小麦粉　大豆油
椎茸　こんにゃく　ねぎ　しょうが
からし菜　人参　キャベツ
かぼちゃ　みかん

20
（火）

彩橋小中
給食週間

（食育の日）
ごはん　ミヌダル　スンシーイリチー　魚じる
ウサチ　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　昆布　かまぼこ
赤魚　豆腐　みそ　たこ

米　米油　三温糖
ごま　たけのこ　椎茸　ねぎ
大根　きゅうり　人参

19
（月）

ごはん　チキンカレー　ゆでたまご
キムタクづけ　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　卵
米　じゃがいも　小麦粉
マーガリン　米油

人参　玉葱　ピーマン　セロリ
かぼちゃ　にんにく　しょうが
白菜キムチ　たくあん漬　大根

16
（金）

（水）

コッペパン　魚のマスタードやき　麦のポタージュスープ
大根とアーモンドのサラダ 　ぎゅうにゅう

牛乳　さわら　無添加ベーコン
白花豆　白いんげん豆　ツナ
生クリーム

パン　三温糖　麦　米油　小麦粉
マーガリン　アーモンド　ごま油
マヨネーズ

玉葱　人参　セロリ　パセリ
大根　きゅうり

15
（木）

米　ごま油　でん粉　米油
ピーナッツ　ピーナツバター
三温糖

大根　人参　玉葱　たけのこ
きくらげ　にら　にんにく　しょうが
小松菜　もやし　きゅうり

13
（火）

うめごはん　わかさぎのからあげ（あまじょうゆかけ）
きのこのみそしる　みかん　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　油揚げ　わかさぎ
みそ

米　米油　ごま　小麦粉　でん粉
大豆油　三温糖　じゃがいも

人参　ごぼう　絹さや　ねぎ
ゆかり　梅干し　えのき茸
しめじ　なめこ　大根　みかん

14

（金）

ごはん　マーボー大根　もずくぎょうざ
こまつなともやしのピーナツあえ 　ぎゅうにゅう

チーズバーガー（バーガーパン・ハンバーグ・
スライスチーズ・コールスロー）
とうにゅうみそスープ　オレンジ 　ぎゅうにゅう

牛乳　豆腐　豚肉　赤だし
テンメンジャン　もずくぎょうざ

キャベツ　きゅうり　玉葱　人参
なす　しめじ　パセリ　オレンジ

ごはん　おぞうに　さばのうめやき
はくさいとほうれん草のごまあえ　ぎゅうにゅう

牛乳　鶏肉　かまぼこ　油揚げ
さば　チリメン

米　白玉団子　里芋　三温糖
ごま

大根　人参　小松菜　椎茸
絹さや　梅肉　白菜　ほうれん草

だいこん葉　ほうれん草　小松菜
クレソン　からし菜　ふだん草
よもぎ　人参　えのき茸　玉葱

7

8
（木）

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
行事
欠食

日
（曜日）

献 立 名

黒米ごはん　千切りイリチー　やさい天ぷら
シカムドゥチ　みかん  ぎゅうにゅう

牛乳　昆布　豚肉　ちきあげ
チリメン　卵　かまぼこ

米　黒米　三温糖　小麦粉
米油　大豆油

切干大根　こんにゃく　人参
玉葱　かぼちゃ　ささげ　椎茸
大根　ねぎ　みかん

6
（火）

おきなわやさいの七草がゆ　魚のつつみやき
べにいもだんご 　ぎゅうにゅう

牛乳　豚肉　ツナ　みそ　ホキ
米　麦　三温糖　紅芋　もち米
砂糖　ごま　大豆油（水）

30 もちきびごはん　さばのぬちまーすやき
タマナーちゃんぷるー　イナムドゥチ　ぎゅうにゅう

牛乳　さば　豆腐　ツナ　みそ
無添加ポーク　豚肉　かまぼこ

米　もちきび　米油

（金）

牛乳　チーズ　鶏肉　みそ　豆乳
ハンバーグ　白いんげん豆
白花豆

パン　三温糖　じゃがいも
マヨネーズ

9
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◆学校給食は、明治22年に山形県鶴岡町（現在は鶴岡市）の小学校で、貧しくて弁当を持ってこられ
ない子どもたちのために食事を出したのが始まりとされています。それから全国へと広まり、昭和の
初めごろには栄養を考えた学校給食が出されるようになりました。ところが、昭和16年に 

戦争が起こり、日本中で食べ物が不足してきたため、学校給食も中止せざるをえなくなって 

しまいました。 

◆戦後、栄養失調の子どもたちを救うために、アメ
リカの民間団体・ララ（アジア救援公認団体）から
の援助物資で、昭和22年1月から学校給食が再開され
ることになりました。そこで、昭和21年12月24日、
東京・神奈川・千葉の子どもたちへ試験的に学校給
食を実施することになり、この日に給食用物資の贈
呈式が行われました。それを記念して12月24日を
“学校給食記念日”としましたが、学校が冬休みに
入ってしまうため、１か月後の1月24日が給食記念日
で、その日からの一週間が“全国学校給食週間”と
なりました。 

 

 

1月２４日は「学校給食記念日」です。その日から一週間が「全国学校給食週間」になりますが、学校行事 

との関係で今年の与那城小学校と彩橋小中学校の給食週間は、給食記念日前の一週間になります。 

◆学校給食は当初、子どもたちの空腹を満たし、栄養を改善するためのものでした。食べるも

のに困らなくなった現在では、子どもたちが自分自身で健康を考えた食事ができるように、食

生活のお手本となるような“教材”としての役割も担っています。給食週間中の給食は沖縄の

郷土料理の給食になります。 



 


