
昭和21年12月24日、東京都内

の小学校でアメリカのアジア救済

公認団体より給食用物資の贈呈式

が行われ、昭和22年１月から脱脂

粉乳や缶詰などを用いた給食が始

まりました。

アメリカから寄贈された小麦

粉を使い、パン・ミルク・おか

ずがそろった給食が実施される

ようになりました。

ソフトめんが学校給食に採用さ

れ、メニューの幅が広がっていきま

した。また、昭和39～43年にかけ

て、脱脂粉乳から牛乳へと切り替わ

りました。

パンが中心の給食から、少しずつ

米飯給食が増えていきました。当初

はご飯を炊くための設備が整わず、

月に数回程度の実施でしたが、米飯

給食は子どもたちに大好評でした。

・～・～・～・～・～・～・～・ 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

表示義務

卵・乳・小麦・えび・かに・落花生（ピーナッツ）・そば

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
～学校給食について

考えよう～

学校給食は、明治22（1889）年に山形県にある小

学校で、貧しい子どもたちへ昼食を無料で提供したのが

始まりとされています。その後、戦争などの影響で中断

されてしまいました。そして戦後、支援物資による給食

再開を記念して設けられたのが、１月24日～30日の

「全国学校給食週間」です。再開された給食が、どのよ

うな歴史をたどってきたのかを見てみましょう。

＊うるま市生涯学習フェスティバル＊
日付：令和２年２月１日（土）・２日（日）

会場：生涯学習・文化振興センターゆらてく

≪ 学校給食センターの展示内容 ≫

・給食ポスターの展示 ・各センターの給食実物展示

・給食の試食（各日１５０食限定） ・スタンプラリー（豆運び・釜体験） 等



牛乳

黒米ごはん

6日 魚の西京焼き

(月) 昆布炒め

お雑煮

ミニたいやき

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal たんぱく質 31.6 g 脂質 11.3 g 炭水化物 99.9 g
牛乳

7日 七草がゆ

(火) 黄金芋団子
揚げ①
大豆

きんぴらごぼう

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal たんぱく質 17.6 g 脂質 15.9 g 炭水化物 58.8 g
牛乳

ごはん

8日 厚揚げの豚キムチ炒め

(水) ポークしゅうまい

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 525 kcal たんぱく質 20.8 g 脂質 14.1 g 炭水化物 75.4 g
牛乳

コッペパン

9日 魚のバジル焼き

(木) ブロッコリーとナッツのソテー

豆乳シチュー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal たんぱく質 36.9 g 脂質 26.3 g 炭水化物 71.9 g

牛乳

10日 五目ごはん

(金) 厚揚げのおろしがけ

野菜の梅肉和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal たんぱく質 25.3 g 脂質 18.9 g 炭水化物 72.4 g
牛乳
ごはん

14日 すき焼き

(火) 大根のツナ和え

パインゼリー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal たんぱく質 20.6 g 脂質 11.3 g 炭水化物 84.6 g

揚げ油体をつくる エネルギーのもとになる 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・無機質

92.4 g１食当たりの栄養価  基準値 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

まぐろ みそ（大豆） 三温糖 みりん 酒

鶏肉 煮込み餅
ほうれん草 人参 大根 椎
茸

ぬちまーす みりん 花か
つお 醤油（小麦・大
豆）

牛乳

黒米 精白米

ちきあぎ（大豆） 昆布
豚肉 高野豆腐（大豆）

黄金芋団子（ごま）
サラダ油（大豆）

ちきあげ（大豆） 豚肉
ごま ごま油 こめ油 三温
糖

いんげん ごぼう 人参 生
姜 こんにゃく

ぬちまーす みりん 七味
唐辛子（ごま） 酒 醤油
（小麦・大豆）

牛乳

ツナフレーク みそ（大
豆）

こめ油 押麦 精白米
からし菜 山東菜 大根葉
ほうれん草 小松菜 人参
大根

ぬちまーす ポークブイ
ヨン（鶏・豚） 花かつ
お

厚揚げ（大豆） 豚肉
ごま こめ油 でん粉 三温
糖 ごま油

キャベツ にんにく もや
し 黄パプリカ 人参 白菜
キムチ（大豆） 木くら
げ

こしょう ぬちまーす 酒
醤油（小麦・大豆）

牛乳

精白米

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

わかめ しめじ 人参 長ねぎ 冬瓜
ぬちまーす みりん 花か
つお 醤油（小麦・大
豆）

みかん

鶏肉 生クリーム（乳）
豆乳（大豆） 白花豆
白いんげん豆 脱脂粉乳

さつまいも じゃがいも
マーガリン（豚・大豆・
乳） 小麦粉 こめ油

しめじ パセリ マッシュ
ルーム 玉ねぎ 人参
コーン

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

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

無塩せきベーコン（豚・
大豆）

アーモンド こめ油
キャベツ ブロッコリー
玉ねぎ 人参 赤ピーマン

こしょう ぬちまーす 醤
油（小麦・大豆）

鶏ささみチャンク（鶏）
糸けずり

三温糖
きゅうり ブロッコリー
もやし 梅肉（りんご）

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

牛乳

鶏肉 油揚げ（大豆）
サラダ油（大豆）
さつま芋 精白米

あお豆（大豆） ごぼう
人参 椎茸

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 酒
醤油（小麦・大豆）

牛肉 焼き豆腐（大豆） こめ油 三温糖 黒糖
えのき にんにく こん
にゃく 玉ねぎ 小松菜 人
参 長ねぎ 椎茸 白菜

シママース ぬちまーす
みりん 花かつお 酒 醤油
（小麦・大豆）

ツナフレーク ひじき 三温糖
きゅうり コーン 人参 大
根   四季柑シークヮー
サー

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

牛乳

精白米

パインゼリー

こめ油 三温糖 小松菜 人参 こんにゃく

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

ミニたいやき（小麦・大豆）

無添加ポークシューマイ（小麦・豚）

厚揚げ（大豆） でん粉 三温糖 ねぎ 大根
みりん 花かつお  醤油
（小麦・大豆）

★給食費は、期限内に納めましょう。



揚げ油体をつくる エネルギーのもとになる 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・無機質
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

紅芋パン

15日 魚のピザ焼き

(水) アスパラと大根のソテー

コーンポタージュスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 622 kcal たんぱく質 30.3 g 脂質 19.3 g 炭水化物 78.6 g
牛乳

16日 きのこのペペロンチーノ

(木) カレーポテトコロッケ
揚げ②
大豆 ごま

ごぼうとコーンのサラダ

チーズ
一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal たんぱく質 22 g 脂質 26.8 g 炭水化物 57.7 g

牛乳

もちきびごはん

17日 さんまの梅煮

(金) ごまじゃこ和え

豆腐とわかめの赤だし

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 23.1 g 脂質 18.7 g 炭水化物 77.5 g
牛乳
麦ごはん

20日 タコライス（タコミート）

(月) 　　　　　　(キャベツ)

もずくのすまし汁

スライスチーズ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal たんぱく質 23.9 g 脂質 18.6 g 炭水化物 78 g
牛乳
ごはん

21日 鶏肉のごま風味焼き

(火) 野菜炒め

大根のみそ汁

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 17.3 g 炭水化物 81.1 g
牛乳

バーガーパン

22日 マグロカツ
揚げ③大豆
ごま 小麦 豚

(水) フレンチサラダ

タルタルソース

麦入りコンソメスープ

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal たんぱく質 31.9 g 脂質 24.7 g 炭水化物 63.7 g

牛乳

紅芋パン
（小麦・乳・大豆）

加工乳 鶏肉 脱脂粉乳
こめ油 じゃがいも マー
ガリン（豚・大豆・乳）
小麦粉

クリームコーン コーン
セロリ パセリ 玉ねぎ 人
参

こしょう チキンブイヨ
ン（鶏） ぬちまーす

チーズ（乳） ホキ
赤パプリカ　黄パプリカ
ピーマン

ケチャップ
ピザソース（大豆）

ちきあぎ（大豆） 豚肉 こめ油
アスパラガス 玉ねぎ 人
参 大根

こしょう ぬちまーす 醤
油（小麦・大豆）

カレーポテトコロッケ
（小麦・豚・大豆）

サラダ油（大豆）

紅麹ハム（鶏・豚・大
豆）

三温糖
きゅうり コーン ごぼう
人参

エッグケアマヨネーズ
（大豆・りんご） シマ
マース 醤油（小麦・大
豆） 酢（小麦）

牛乳

鶏肉 無塩せきベーコン
（豚・大豆）

オリーブ油 スパゲティ
（小麦）

エリンギ しめじ にんに
く　 玉ねぎ 小松菜 人参
赤パプリカ 椎茸

こしょう シママース ぬ
ちまーす ポークブイヨ
ン（鶏・豚） ワイン 七
味唐辛子（ごま） 醤油
（小麦・大豆）

牛乳

もちきび 精白米

ベビーチーズ（乳）

みそ（大豆） わかめ 豆
腐（大豆） 赤だし（大
豆・さば・鶏）

えのき 長ねぎ
ぬちまーす みりん 花か
つお 酒

さんまの梅煮
（小麦・大豆）

チリメン（えび・かに） ごま ごま油 三温糖
キャベツ きゅうり 人参
大根

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

そぼろ大豆 牛肉 豚レ
バー 豚肉

こめ油 三温糖
にんにく　 ピーマン 玉
ねぎ 人参 生姜

ウスターソース ケチャッ
プ チリソース  ぬちまー
す ピザソース（大豆・
りんご） 赤ワイン チリ
パウダー

キャベツ

牛乳

精白米 無圧ペン麦

牛乳
精白米

もずく（えび・かに）
豆腐（大豆）

ねぎ 人参 生姜 大根
ぬちまーす みりん 花か
つお 醤油（小麦・大
豆）

スライスチーズ（乳）

みそ（大豆） わかめ 豆
腐（大豆）

しめじ 人参 大根 花かつお

みかん

鶏肉 ごま 三温糖 にんにく　 生姜
みりん 酒 醤油（小麦・
大豆）

ちきあぎ（大豆） 豚肉 ごま こめ油
いんげん ごぼう こん
にゃく にんにく　 人参

オイスターソース こ
しょう ぬちまーす 醤油
（小麦・大豆）

タルタルソース
（卵・小麦・大豆）

まぐろ
サラダ油（大豆） パン
粉 小麦粉

こしょう シママース

牛乳

バーガーパン
（小麦・乳・大豆）

キャベツ きゅうり アス
パラガス 人参 大根

シママース フレンチド
レッシング

無塩せきベーコン（豚・
大豆）

オリーブ油 押麦
コーン しめじ セロリー
ほうれん草 玉ねぎ 人参

こしょう シママース チ
キンブイヨン（鶏） ぬ
ちまーす ローリエ 鶏が
ら（卵・鶏） 醤油（小
麦・大豆）

マ
グ
ロ
カ
ツ
バ
ー
ガ
ー



揚げ油体をつくる エネルギーのもとになる 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・無機質
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

23日 中華ピラフ

(木) 鯖のカレー焼き

れんこんのごま和え

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal たんぱく質 27.3 g 脂質 22.1 g 炭水化物 68.7 g
牛乳

麦ごはん

24日 鮭の塩焼き

(金) 冬瓜のみそ汁

焼きのり
梅干し

くだもの

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal たんぱく質 26 g 脂質 12.5 g 炭水化物 80.6 g
牛乳

27日 麦ごはん

(月) 冬瓜の煮付け

アーサ入り厚焼き玉子

マーミナーウサチー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal たんぱく質 26.4 g 脂質 15.4 g 炭水化物 84.6 g
牛乳

28日 ごはん

(火) スルルーグヮの唐揚げ
揚げ④大豆
ごま 小麦 豚

タマナーチャンプルー

中身汁

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal たんぱく質 25.7 g 脂質 17.1 g 炭水化物 71.1 g
牛乳

29日 ゆし豆腐そば

(水) ミヌダル

野菜のごま和え

タンナファクルー

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 688 kcal たんぱく質 29.7 g 脂質 25.9 g 炭水化物 82.2 g
牛乳

30日 クファジューシー

(木) ミミガーのみそ和え

田芋のから揚げ
揚げ①
大豆

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal たんぱく質 18.7 g 脂質 15.2 g 炭水化物 79.4 g
牛乳
麦ごはん

31日 キーマカレー

(金) カットコーン

フルーツ白玉

一食当たりの栄養価 ｴﾈﾙｷﾞｰ 712 kcal たんぱく質 22.9 g 脂質 20 g 炭水化物 107.2 g

さば 三温糖 生姜
カレー粉 みりん 酒 醤油
（小麦・大豆）

鶏ささみチャンク（鶏） ごま 三温糖 練りごま
キャベツ コーン れんこ
ん 人参

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

牛乳

大豆 豚肉
ごま油 サラダ油（大
豆） 精白米

にんにく 玉ねぎ 人参 生
姜 竹の子 椎茸 木くらげ
あお豆（大豆）

こしょう シママース ぬ
ちまーす ポークブイヨ
ン（鶏・豚） 花かつお
醤油（小麦・大豆）

鮭 シママース

みそ（大豆） 厚揚げ
（大豆）

しめじ 人参 長ねぎ 冬瓜
こんにゃく

花かつお

牛乳

精白米 無圧ペン麦

牛乳

精白米 無圧ペン麦

のり

うんしゅうみかん

梅干し

ちくわ ごま 三温糖
きゅうり ほうれん草 も
やし 人参

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

かまぼこ 鶏肉 厚揚げ
（大豆） 昆布

こめ油  三温糖
小松菜 人参 生姜 椎茸
冬瓜 こんにゃく

ぬちまーす みりん 花か
つお 酒 醤油（小麦・大
豆）

アーサ入り厚焼き玉子
（卵・大豆）

きびなご
サラダ油（大豆） でん
粉 小麦粉

シママース こしょう

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

こしょう ぬちまーす 醤
油（小麦・大豆）

牛乳

精白米

牛乳

アーサ(えび・かに）
ゆし豆腐（大豆）

沖縄そば麺
（小麦・大豆）

ねぎ

ぬちまーす ポークブイ
ヨン（鶏・豚） みりん
花かつお 酒 醤油（小
麦・大豆）

豚中身 豚肉
こんにゃく ねぎ 生姜 椎
茸

ぬちまーす ポークブイ
ヨン（鶏・豚） 花かつ
お 酒 醤油（小麦・大
豆）

タンナーファクルー
（小麦・卵・乳）

豚肉 すりゴマ 三温糖 生姜
みりん 酒 醤油(小麦・大
豆)

ごま油 練りごま ごま
三温糖

きゅうり コーン もやし
小松菜 人参 ごぼう あお
豆（大豆）

シママース 醤油（小
麦・大豆） 酢（小麦）

精白米 無圧ペン麦

昆布 豚肉 白かまぼこ
（大豆）

押麦 サラダ油（大豆）
精白米

ねぎ 人参 椎茸

ぬちまーす ポークブイ
ヨン（鶏・豚） みりん
花かつお 酒 醤油（小
麦・大豆）

カラフルボール（大豆）
パイン みかん 黄桃
シークヮーサー果汁

牛肉 大豆 豚レバー 豚肉
白花豆 白いんげん豆 脱
脂粉乳

こめ油 マーガリン
（豚・大豆・乳） 小麦
粉

生姜 かぼちゃ トマト に
んにく ピーマン ほうれ
んそう　マッシュルーム
玉ねぎ 人参

ウスターソース カレー
ルウ（小麦・大豆・豚・
鶏・牛） 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） リンゴ
ピューレ

コーン

牛乳

みそ（大豆） 豚ミミ
ガー

三温糖
きゅうり もやし 人参 大
根

シママース  酢（小麦）

田芋 サラダ油（大豆）
水あめ　三温糖

みりん 醤油（小麦・大
豆）

牛乳

明治22年の給食

「おにぎり、塩鮭、漬物」

＊
学
校
給
食
週
間
＊

＊
学
校
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食
記
念
日
＊

＊
学
校
給
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週
間
＊

＊
学
校
給
食
週
間
＊

＊
学
校
給
食
週
間
＊


