
牛乳

麦ごはん

1日 魚のシークヮーサーみそ焼き

(月) 野菜と麩炒め

もずくのすまし汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal たんぱく質 29.1 g 脂質 10.9 g 炭水化物 83.1 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 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

まぐろ　みそ（大豆） 三温糖 四季柑シークヮーサー みりん　酒

ちきあぎ（大豆）　豚肉 湿麩（小麦）　こめ油
キャベツ　もやし　玉ねぎ
人参

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

牛乳

精白米　無圧ペン麦

もずく（えび・かに）
豆腐（大豆）

えのき　人参　生姜　大根
醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお

ぶどう（予定）

１食当たりの栄養価  基準値

・～・～・～・～・～・～・～・ 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 同一の油を使用しています。

★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

令和元年

梅雨も明けて、本格的な夏を迎えました。体がだるく、夏バテしている人はいませんか？

睡眠不足やバランスがくずれた食事をすると、体力も落ちて夏バテや熱中症などの症状を起こしやすくなります。

しっかり体を休めて、早寝・早起き・朝ごはんと水分補給を心がけ、暑い夏も元気に過ごしましょう♪

今月の目標
～暑さに負けない

食事をしよう～

日時 ： 令和元年７月６日（土） １０：００～ １７：００
場所 ： イオン具志川 ２階イベント広場

・＊学校給食に関する展示 ＊地場産物の展示

・＊学校給食用食材の紹介、試食

＊お箸の持ち方体験 など

～食と子どもの健康展～

あそびにきてね♪

～７月は、

｢県産品奨励月間｣～

沖縄の農水産物をはじめ、

県内で作られている様々なも

のを積極的に活用し、消費拡

大を推進する月間です。

給食センターでも地場産物

を積極的に活用した献立を提

供します！！

《 材料 1枚分 》
・きな粉 3.5g ・粉末黒糖 2g ・はちみつ 2.5g

・黒ごま 0.5g ・すりごま 3g ・マーガリン 4g

①マーガリンを溶かします。

②溶けたマーガリンに、材料を混ぜ入れます。

混ざりにくい場合は、水を入れて調整します。

③食パンに、②をぬり、トースターで焼くと完成です。

「きな粉セサミトースト」の作り方を紹介します♪



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

胚芽パン

2日 プレーンオムレツ

(火) キャベツと豆のサラダ

麦入りパンプキンポタージュ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 657 kcal たんぱく質 25.4 g 脂質 23.5 g 炭水化物 82.6 g

牛乳

3日

(水) うむくじ天ぷら 揚①大豆

タマナーチャンプルー

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 23.6 g 脂質 17.3 g 炭水化物 77.2 g

牛乳

4日

ジャンバラヤ

(木) 豚肉のマーマレード焼き

ごぼうとひよこ豆のサラダ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 670 kcal たんぱく質 24.6 g 脂質 26.3 g 炭水化物 80.3 g

牛乳

5日 ごはん

(金) 魚の人参ソース焼き

じゃがいも炒め

七夕そうめん汁

七夕ゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 14.4 g 炭水化物 87.6 g

牛乳

麦ごはん

8日 マーボー豆腐

(月) ショーロンポー

もやしのナムル

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 659 kcal たんぱく質 26.7 g 脂質 21.2 g 炭水化物 88.3 g

牛乳

クファジューシー

9日 さばのぬちまーす焼き

(火) モウイのツナ和え

黒糖ビーンズ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal たんぱく質 27.8 g 脂質 23.7 g 炭水化物 71.3 g

牛乳

胚芽パン（小麦・乳・大
豆）

鶏肉　生クリーム（乳）
脱脂粉乳　白花豆　白いん
げん豆

こめ油　じゃがいも　マー
ガリン（豚・大豆・乳）
押麦　小麦粉

かぼちゃ　にんにく
パセリ　玉ねぎ

カレー粉　こしょう　チキ
ンブイヨン（鶏）　ぬち
まーす

エル・プレーンオムレツ
（卵・大豆・ゼラチン）

ひよこ豆　白いんげん豆
アーモンド　エッグケアマ
ヨネーズ（大豆・りんご）

キャベツ　きゅうり
人参　大根　あお豆（大
豆）

フレンチクリーミードレッ
シング　醤油（小麦・大
豆）

うむくじ天ぷら

ツナフレーク　厚揚げ（大
豆）

こめ油
キャベツ　もやし　人参
木くらげ

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

牛乳

豚肉　かまぼこ（大豆） ねぎ　生姜　椎茸

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　ポークブ
イヨン（鶏・豚）　花かつ
お　酒

牛乳

豚肉
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
ぬちまーす　パプリカ粉
ワイン　チリパウダー
ポークブイヨン（鶏・豚）

オレンジ（予定）

牛乳

精白米

豚肉 クックマーマレード
醤油（小麦・大豆）
ワイン

ひよこ豆　紅麹ハム（鶏・
豚・大豆）

ごま　三温糖
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）
ぬちまーす　酢（小麦）

魚そうめん
大根　オクラ　人参　生姜
椎茸

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお

七夕ゼリー

ホキ　みそ（大豆）
エッグケアマヨネーズ（大
豆・りんご）

玉ねぎ　人参　パセリ

豚肉 じゃがいも　こめ油
玉ねぎ　人参
コーン　ピーマン

醤油（小麦・大豆）　こ
しょう　ぬちまーす　みり
ん

豆腐（大豆）　豚肉　豚レ
バー　そぼろ大豆
みそ（大豆）　赤だし（大
豆・さば・鶏）

三温糖　ごま油　こめ油
でん粉

玉ねぎ　人参　長ねぎ
椎茸　竹の子　木くらげ
あお豆（大豆）　にんにく
生姜

トウバンジャン　ケチャッ
プ　テンメンジャン（大
豆・小麦・ごま）　醤油
（小麦・大豆）　ぬちまー
す　ポークブイヨン（鶏・
豚）

ショーロンポー（小麦・大
豆・鶏・豚）

牛乳

精白米　無圧ペン麦

牛乳

昆布　豚肉
白かまぼこ（大豆）

精白米　おし麦
サラダ油（大豆）

ねぎ　人参　椎茸

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

紅麹ハム（鶏・豚・大豆） ごま油　三温糖
もやし　ほうれん草
きゅうり　人参

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　ぬちまーす

黒糖ビーンズ（大豆）

さば ぬちまーす

ツナフレーク 三温糖
モウイ　きゅうり　コーン
ブロッコリー　人参　四季
柑シークヮーサー

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　ぬちまーす

沖縄そば

沖縄そば（小麦・大豆）

七

夕

献

立



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

ごはん

五目揚げ

10日 チキナーチャンプルー

(水)
クーリジシ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal たんぱく質 25 g 脂質 15.4 g 炭水化物 79.4 g

牛乳

11日

(木) ひとくち肉まん

野菜の彩り和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal たんぱく質 29.6 g 脂質 21.5 g 炭水化物 73.7 g

牛乳

黒糖パン

12日 緑の野菜のかぼちゃコロッケ 揚②大豆

(金) ベジタブルソテー

クラムチャウダー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 671 kcal たんぱく質 24.9 g 脂質 24.3 g 炭水化物 85.6 g

牛乳

ごはん

16日 ごぼう包焼

(火) 厚揚げの豚キムチ炒め

わかめと冬瓜のスープ

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal たんぱく質 20 g 脂質 13.2 g 炭水化物 81.2 g

牛乳

あわごはん

17日 鶏肉とじゃがいもの煮つけ

(水) もずく入り厚焼き玉子

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 24.7 g 脂質 14.4 g 炭水化物 87.9 g

牛乳

18日

鶏五目ごはん

(木) わかさぎの磯辺揚げ
揚③大豆
小麦　豚

ひじきの梅酢和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal たんぱく質 24.4 g 脂質 16.7 g 炭水化物 71.2 g

五目揚げ（大豆）

厚揚げ（大豆）　無塩せき
ベーコン（豚・大豆）

こめ油
からし菜　キャベツ
もやし　人参　木くらげ

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

牛乳

精白米

牛乳

豚肉　なると（大豆）
みそ（大豆）　わかめ

こめ油　ごま油
もやし　人参　椎茸　竹の
子　にんにく　生姜　長ね
ぎ

ぬちまーす　みりん　ポー
クブイヨン（鶏・豚）　花
かつお　鶏がら（鶏・卵）
ローリエ

豚肉　卵
白かまぼこ（大豆）

椎茸　冬瓜　こんにゃく
醤油（小麦・大豆）ぬち
まーす　花かつお　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）

ぶどう（予定）

牛乳

黒糖パン（小麦・乳・大
豆）

ちくわ 三温糖
大根　人参　きゅうり
コーン　ほうれん草

醤油（小麦・大豆）
酢（小麦）　ぬちまーす

鶏肉　あさり　加工乳
脱脂粉乳　白花豆
白いんげん豆

じゃがいも　小麦粉　マー
ガリン（豚・大豆・乳）
こめ油

玉ねぎ　人参　セロリー
にんにく　パセリ
マッシュルーム

こしょう　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）
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
ごま　三温糖　ごま油
こめ油　でん粉

キャベツ　人参　もやし
にんにく　黄パプリカ　木
くらげ　白菜キムチ （大
豆）

醤油（小麦・大豆）　酒
こしょう　ぬちまーす

牛乳

精白米

牛乳

精白米　もちきび

わかめ
冬瓜　しめじ　人参　長ね
ぎ

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　みりん　花かつお

オレンジ（予定）

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）
酢（小麦）　ぬちまーす

鶏肉　かまぼこ
厚揚げ（大豆）

じゃがいも　三温糖
こめ油

玉ねぎ　人参　いんげん
にんにく　こんにゃく
生姜　椎茸

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

もずく入り五目厚焼き玉子
（卵・大豆）

わかさぎ　青のり粉 小麦粉　でん粉 ぬちまーす

ひじき　ちくわ
チリメン（えび・かに）

ごま　三温糖
もやし　きゅうり　もやし
人参　梅肉（大豆・りん
ご）

醤油（小麦・大豆）
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　椎茸　こんにゃく
ごぼう　あお豆（大豆）

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

みそラーメン

中華麺（小麦・大豆）

ひとくち肉まん（小麦・豚・大豆・ごま）

緑の野菜のかぼちゃコロッケ<豆乳入り>（小麦・豚・大
豆）

ごぼう包焼（小麦・豚・大豆）



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 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

牛乳

麦ごはん

19日 なつやさいカレー

(金)
福神漬け

シークワーサーソルベ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 657 kcal たんぱく質 19.7 g 脂質 13.2 g 炭水化物 113.3 g

牛乳

ミートスパゲティ

26日 国産鶏豚ハンバーグ

(月) 豆っこサラダ

パインゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal たんぱく質 22.4 g 脂質 22.4 g 炭水化物 50.9 g

牛乳

ごはん

27日 魚の照り焼き

(火) 野菜のそぼろ炒め

じゃがいものみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 27.7 g 脂質 15.6 g 炭水化物 87.3 g

牛乳

食パン

28日 ほうれん草オムレツ

(水) 野菜のツナ和え

ＡＢＣスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal たんぱく質 22.4 g 脂質 25.7 g 炭水化物 70.5 g

牛乳

ごはん

29日 冬瓜の煮もの

(木) いかのねぎみそ焼き

ウムニー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんぱく質 27.4 g 脂質 12.7 g 炭水化物 96.4 g

牛乳

うめぞうすい

30日 もずくチキアギ

(金) 野菜イリチー

学給アーモンド

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 438 kcal たんぱく質 22.1 g 脂質 18.7 g 炭水化物 45.4 g

人参　玉ねぎ　オクラ　か
ぼちゃ　にんにく　ピーマ
ン　生姜

カレールウ（小麦・大豆・
豚・鶏・牛）　ウスター
ソース　カレー粉　チャツ
ネ（りんご）　ぬちまーす
ポークブイヨン（鶏・豚）

福神漬〈大根、きゅうり、生
姜、なす、れんこん、しそ〉

牛乳

精白米　無圧ペン麦

国産鶏豚使用のハンバーグ
（大豆・鶏・豚）

ひよこ豆　大豆
アーモンド　エッグケアマ
ヨネーズ（大豆・りんご）

大根　きゅうり　コーン
あお豆（大豆）

コーンクリーミードレッシ
ング　醤油（小麦・大豆）

牛乳

豚肉　豚レバー
そぼろ大豆

スパゲティ（小麦）
三温糖　こめ油

玉ねぎ　人参　マッシュ
ルーム　トマト　にんにく
ピーマン　生姜　木くらげ

ウスターソース　ケチャッ
プ　デミグラスソース（小
麦・鶏）　トマトソース
（大豆）　ぬちまーす

シークワーサーソルベ

豚肉　豚レバー　そぼろ大
豆　脱脂粉乳　白花豆　白
いんげん豆

じゃがいも　小麦粉　マー
ガリン（豚・大豆・乳）
こめ油

牛乳

精白米

パインゼリー

みそ（大豆）　豆腐（大
豆）

じゃがいも えのき　小松菜　人参 花かつお

オレンジ（予定）

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

そぼろ大豆　豚肉 こめ油
キャベツ　ごぼう
にんにく　玉ねぎ　人参
あお豆（大豆）

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

Caたっぷりオムレツほう
れん草（卵・大豆）

ツナフレーク
三温糖　エッグケアマヨ
ネーズ（大豆・りんご）

キャベツ　きゅうり
コーン　人参

醤油（小麦・大豆）
マスタード

牛乳

食パン（小麦・乳・大豆）

牛乳

精白米

無塩せきベーコン（豚・大
豆）　ひよこ豆　大豆

じゃがいも　マカロニ（小
麦）　こめ油

かぼちゃ　トマト　にんに
く　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）

紅芋　三温糖　もち粉 レモン果汁

鶏肉　厚揚げ（大豆）
昆布　かまぼこ

三温糖　こめ油
冬瓜　小松菜　人参　生姜
椎茸　こんにゃく

醤油（小麦・大豆）　酒
ぬちまーす　みりん　花か
つお

いか　みそ（大豆） 三温糖 ねぎ みりん　酒

無塩せきベーコン（豚・大
豆）

こめ油　湿麩（小麦）
キャベツ　玉ねぎ　小松菜
人参　木くらげ

醤油（小麦・大豆）
こしょう　ぬちまーす

牛乳

鶏肉 精白米　おし麦　こめ油
冬瓜　人参　長ねぎ　椎茸
カリカリ梅　梅肉（大豆・
りんご）

醤油（小麦・大豆）　ぬち
まーす　花かつお　ポーク
ブイヨン（鶏・豚）　みり
ん

アーモンド

８ 月 の 予 定 献 立

もずくチキアギ（大豆）


