
牛乳

麦ごはん

7日 ハヤシライス

(火) 大根のレモン和え

子どもの日デザート

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 632 kcal たんぱく質 20.2 g 脂質 15.0 g 炭水化物 102.1 g

子どもの日ゼリー（大豆・
りんご）

牛肉　豚レバー　脱脂粉乳
こめ油　じゃがいも
マーガリン（豚・大豆・
乳）　小麦粉

人参　玉ねぎ　トマト
にんにく　生姜　マッシュ
ルーム　グリンピース

ウスターソース　ケチャッ
プ　こしょう　デミグラス
ソース（小麦・鶏）　トマ
トペースト　ぬちまーす
ハヤシルウ（小麦・大豆・
牛）　ワイン　ポークブイ
ヨン（鶏・豚）

グラニュー糖　はちみつ
大根　きゅうり　人参
レモン果汁

シママース　酢（小麦）

牛乳

精白米　無圧ペン麦

１食当たりの栄養価  基準値

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

92.4 gエネルギー 　650 Kal たんぱく質 炭水化物26.8 g 脂質 19.4 g

日 献立名

赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など

平成３１年度

・～・～・～・～・～・～・～・ 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。

※鶏がらには、微量に卵が含まれているため、卵の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。

うるま市立学校給食センター 第二調理場 TEL：973-1112 FAX：973-1303

★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 卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

表示推奨
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

今月の目標

～朝食を食べよう～

新学期が始まって１か月が経ちましたが、新しい環境には慣れたでしょうか。

５月は長い休み明けとなり、「５月病」という言葉があるように、新生活の疲れが出て体調を崩しやすくなります。

今月の栄養目標は、「朝食を食べよう」です。学校のある日はもちろんですが、休みの日にも早寝・早起き、

そしてバランスのよい朝ごはんを食べて、健康的な生活リズムを身につけましょう。



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

8日 魚のごまみそ焼き

(水)
ゴーヤー入りフーイリチー

シカムドゥチ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal たんぱく質 30.1 g 脂質 12.3 g 炭水化物 80.1 g

牛乳

9日

豆入りひじきご飯

(木)
厚揚げのそぼろあんかけ

れんこんのごま和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 22.1 g 炭水化物 70.8 g

牛乳

黒糖パン

10日
魚のバジル焼き

(金)
ベジタブルソテー

ライスチャウダー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 685 kcal たんぱく質 32.4 g 脂質 24.4 g 炭水化物 82 g

牛乳

麦ごはん

13日 鶏肉と野菜の煮つけ

(月) ミニミニ納豆

きゅうりとたくあんのごま和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal たんぱく質 27.5 g 脂質 15.8 g 炭水化物 93.1 g

牛乳

あげぱん 揚①大豆

14日
洋風炒り豆腐

(火)
ポトフ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 25.8 g 脂質 23.9 g 炭水化物 71.1 g

牛乳

15日

ハンダマごはん

(水) もずくチキアギ

ミミガーのみそ和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal たんぱく質 22.3 g 脂質 14.6 g 炭水化物 70.8 g

みそ（大豆）　豚ミミガー 三温糖
大根　もやし　きゅうり
人参

シママース　酢（小麦）

牛乳

鶏肉　油揚げ（大豆）
精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

人参　ごぼう　ハンダマ
椎茸　カリカリ梅　こん
にゃく　梅肉（大豆・りん
ご）

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　みりん　花
かつお

豚肉　そぼろ大豆　卵
豆腐（大豆）

こめ油
人参　玉ねぎ　コーン
あお豆（大豆）　にんにく
生姜　赤ピーマン

カレー粉　ぬちまーす　酒
醤油（小麦・大豆）

無添加ウインナー（豚） こめ油　じゃがいも
キャベツ　セロリー　ブ
ロッコリー　玉ねぎ　人参
大根

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）
ワイン

もずくチキアギ（大豆）

牛乳

きな粉（大豆）　脱脂粉乳
コッペパン（小麦・乳・大
豆）　アーモンド　三温糖
粉末黒糖

ごま　ごま油　三温糖
きゅうり　千切りたくあん
もやし　あお豆（大豆）
人参

醤油（小麦・大豆）　シマ
マース　酢（小麦）

鶏肉　厚揚げ（大豆）
昆布　かまぼこ

じゃがいも　こめ油
三温糖

大根　人参　玉ねぎ
いんげん　にんにく　生姜
こんにゃく　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん
花かつお

納豆（大豆） タレ（小麦・大豆）

牛乳

精白米　無圧ペン麦

牛乳

黒糖パン（小麦・乳・大
豆）

無塩せきベーコン（豚・大
豆）　加工乳　脱脂粉乳
白花豆　白いんげん豆

おし麦　こめ油　じゃがい
も　マーガリン（豚・大
豆・乳）　小麦粉

人参　玉ねぎ　しめじ
セロリー　にんにく
パセリ

カレー粉　こしょう
鶏がら（卵・鶏）
ローリエ　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）

まぐろ オリーブ油 にんにく　バジル
醤油（小麦・大豆）　こ
しょう　シママース　ワイ
ン

無添加ウインナー（豚） こめ油
ブロッコリー　キャベツ
あお豆（大豆）　コーン
人参

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

厚揚げ（大豆）　豚肉 でん粉　三温糖 にら　玉ねぎ　人参　生姜
醤油（小麦・大豆）
みりん　花かつお

鶏ささみチャンク（鶏） ごま　練りごま　三温糖
れんこん　赤ピーマン
きゅうり　もやし　コーン

シママース　醤油（小麦・
大豆）　酢（小麦）

牛乳

豚肉　ひじき　大豆
白かまぼこ（大豆）
油揚げ（大豆）

精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

人参　あお豆（大豆）
椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
シママース　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）
花かつお

豚肉　白かまぼこ（大豆）
大根　ねぎ　生姜　椎茸
こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　酒
花かつお　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）

清見みかん（予定）

まぐろ　みそ（大豆） ごま　三温糖 みりん　酒

ツナフレーク こめ油　湿麩（小麦）
キャベツ　ゴーヤー　玉ね
ぎ　人参　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　みり
ん　こしょう　ぬちまーす

牛乳

精白米



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

牛乳

16日

カレーうどん

(木)
かぼちゃひき肉フライ

揚②大豆
小麦　乳

枝豆サラダ

うまかっ十

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal たんぱく質 23.0 g 脂質 24.8 g 炭水化物 52.8 g

牛乳

ごはん

17日 いわしの生姜煮

(金)
鶏肉と大根の炒め

野菜と厚揚げのみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 18.8 g 炭水化物 81.3 g

牛乳

麦ごはん

20日 もずく丼

(月) レンコン入り平つくね

さつまじる

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal たんぱく質 23.8 g 脂質 15.4 g 炭水化物 86.3 g

牛乳

21日

きのこのペペロンチーノ

(火)
魚のアーモンドフライ

揚③大豆
小麦　乳　豚

ごぼうサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal たんぱく質 27.6 g 脂質 24 g 炭水化物 59.6 g

牛乳

ごはん

22日 千草卵焼き

(水) もやしとからし菜の炒め

具だくさんみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal たんぱく質 21.3 g 脂質 18.2 g 炭水化物 78.0 g

牛乳

23日

五目おこわ

(木) 鯖のレモンみそソースかけ

ブロッコリーのおかか和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 23.7 g 炭水化物 63.1 g

さば　みそ（大豆） 三温糖 レモン果汁　生姜 みりん　酒

糸けずり 三温糖
ブロッコリー　もやし
人参　大根

醤油（小麦・大豆）　シマ
マース　酢（小麦）

牛乳

鶏肉　油揚げ（大豆）
精白米　餅米
サラダ油（大豆）

あお豆（大豆）　ごぼう
人参　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
シママース　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）
みりん　花かつお

オレンジ（予定）

千草卵焼き（卵・乳・小
麦・大豆・鶏）

厚揚げ（大豆）　無塩せき
ベーコン（豚・大豆）

こめ油
もやし　からし菜　人参
木くらげ

醤油（小麦・大豆）
こしょう　シママース
ぬちまーす

牛乳

精白米

みそ（大豆）　油揚げ（大
豆）

　
冬瓜　しめじ　人参　長ね
ぎ　こんにゃく

花かつお

ホキ
アーモンド　パン粉（小
麦）

こしょう　シママース

ツナフレーク　ひよこ豆
ごま　三温糖　練りごま
エッグケアマヨネーズ（大
豆・りんご）

ごぼう　きゅうり　人参
醤油（小麦・大豆）　シマ
マース　酢（小麦）

牛乳

鶏肉
無塩せきベーコン（豚・大
豆）

スパゲティ（小麦）
オリーブ油

エリンギ　しめじ　にんに
く　玉ねぎ　小松菜　人参
赤ピーマン　椎茸

醤油（小麦・大豆）
こしょう　シママース　ぬ
ちまーす　ワイン　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　七味
唐辛子（ごま）

鶏肉　厚揚げ（大豆）
みそ（大豆）

さつまいも ごぼう　大根　長ねぎ 花かつお

もずく（えび・かに）　豚
肉　豚レバー　そぼろ大豆

こめ油　でん粉　三温糖
玉ねぎ　人参　小松菜
にんにく　生姜

トウバンジャン　酒　ぬち
まーす　みりん　花かつお
醤油（小麦・大豆）

レンコン入り平つくね（小
麦・鶏・大豆）

牛乳

精白米　無圧ペン麦

みそ（大豆）　わかめ
厚揚げ（大豆）

白菜　人参　長ねぎ 花かつお

ぶどう（予定）

いわし生姜煮（小麦・大
豆）

鶏肉 こめ油　三温糖
大根　人参　こんにゃく
いんげん　しめじ　木くら
げ

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　ポー
クブイヨン（鶏・豚）

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　豚レバー
そぼろ大豆　なると（大
豆）

うどん（小麦）　こめ油
人参　玉ねぎ　にんにく
小松菜　長ねぎ　椎茸
木くらげ

醤油（小麦・大豆）　ウス
ターソース　カレー粉　カ
レールウ（小麦・大豆・
豚・鶏・牛）　シママース
ぬちまーす　ポークブイヨ
ン（鶏・豚）　花かつお

うまかっ十（小麦・大豆・
ごま）

国産カボチャひき肉フライ
（小麦・大豆・豚）

ごま　三温糖　エッグケア
マヨネーズ（大豆・りん
ご）

あお豆（大豆）　きゅうり
コーン　もやし　人参
大根

シママース　醤油（小麦・
大豆）　酢（小麦）



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

24日 お豆腐しゅうまい

(金) ごぼうのチンジャオロース

春雨スープ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal たんぱく質 18.6 g 脂質 14.2 g 炭水化物 84.7 g

牛乳

きな粉セサミトースト

27日
アスパラソテー

(月) 豆と穀物のミネストローネ

ヨーグルト

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 680 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 23.7 g 炭水化物 87.9 g

牛乳

ごはん

28日 魚のマヨネーズ焼き

(火) 糸こんにゃくと野菜の炒り煮

大根のすまし汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal たんぱく質 24.2 g 脂質 17.3 g 炭水化物 77.9 g

牛乳

29日

チキンライス

(水) チキンのはちみつ焼き

ブロッコリーと豆のサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 23.4 g 炭水化物 71.5 g

牛乳

ごはん

わかさぎの南蛮漬け
揚④大豆

小麦　乳　豚

30日 大根とにんにくの芽炒め

(木)
コーンと卵の中華スープ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 14.7 g 炭水化物 84.0 g

牛乳

ゆかりごはん

31日 魚の照り焼き

(金) 五目煮

じゃがいものみそ汁

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 14.6 g 炭水化物 80.0 g

豆腐（大豆）　みそ（大
豆）

じゃがいも えのき　小松菜　人参 花かつお

さわら 三温糖　水あめ にんにく　生姜
醤油（小麦・大豆）
みりん　酒

鶏肉　大豆
白かまぼこ（大豆）

こめ油　三温糖
大根　いんげん　こんにゃ
く　人参　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

牛乳

精白米 ゆかり

オレンジ（予定）

わかさぎ 小麦粉　でん粉　三温糖 生姜　赤ピーマン　長ねぎ
醤油（小麦・大豆）　一味
唐辛子　酢（小麦）

豚肉 こめ油
大根　人参　しめじ
にんにくの芽　もやし
木くらげ

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす
みりん

牛乳

精白米

鶏肉　絹ごし豆腐（大豆）
卵

でん粉
玉ねぎ　人参　コーン
クリームコーン

醤油（小麦・大豆）　酒
シママース　チキンブイヨ
ン（鶏）　ぬちまーす　み
りん　花かつお

鶏肉 はちみつ　三温糖
醤油（小麦・大豆）　ワイ
ン　みりん

ひよこ豆
アーモンド　エッグケアマ
ヨネーズ（大豆・りんご）

あお豆（大豆）　きゅうり
ブロッコリー　人参　大根

醤油（小麦・大豆）　フレ
ンチクリーミードレッシング
シママース

牛乳

鶏肉
無添加ウインナー（豚）

精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

玉ねぎ　人参　グリンピー
ス　コーン　トマトジュー
ス　マッシュルーム

醤油（小麦・大豆）　ウス
ターソース　ケチャップ
ポークブイヨン（鶏・豚）
ワイン　パプリカ粉　ぬち
まーす

わかめ　豆腐（大豆） 大根　えのき　人参
醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

ニューサマー（予定）

ホキ　みそ（大豆）
エッグケアマヨネーズ（大
豆・りんご）

パセリ　玉ねぎ

豚肉 こめ油
キャベツ　ごぼう　こん
にゃく　にんにく　小松菜
人参　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　酒

牛乳

精白米

ソフール 元気ヨーグルト
（乳・ゼラチン）

豚肉 こめ油
アスパラ　コーン　しめじ
にんにく　人参　大根

こしょう　ぬちまーす　醤
油（小麦・大豆）

えんどう　ガルバンゾー
レンズまめ　大豆　あずき
白いんげん豆　無塩せき
ベーコン（豚・大豆）

おし麦　もち麦　玄米　赤
米　たかきび　こめ油
じゃがいも

キャベツ　セロリー　トマ
ト　パセリ　玉ねぎ　人参

ケチャップ　こしょう　ト
マトソース（大豆）　ぬち
まーす　ポークブイヨン
（鶏・豚）　ローリエ　鶏
がら（卵・鶏）

牛乳

きな粉（大豆）

食パン（小麦・乳・大豆）
マーガリン（乳・豚・大
豆）　はちみつ　粉末黒糖
ごま

ニューサマー（予定）

お豆腐しゅうまい（小麦・
大豆）

豚肉
ごま　ごま油　こめ油
でん粉　三温糖

ごぼう　たけのこ　にんに
く　ピーマン　人参
赤ピーマン　木くらげ

醤油（小麦・大豆）　オイ
スターソース　ぬちまーす
酒

牛乳

精白米

春雨
白菜　ほうれん草　人参
生姜　椎茸

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　花かつお　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）


