
1.予定(アレルギー詳細)献立表は、食品表示法に定められている28品目を表示しています。

食品表示法の一部改正により特定原材料に準ずるもの(推奨表示)にアーモンドが追加になりました。
順次対応させていただきます。

2.献立名の黒丸（●）は、食物アレルギー除去食対応児童生徒へ除去食の提供があります。

　（　　　）内の食品は対応アレルゲンを表示しています。

　※除去食の対応アレルゲンは下記の6品目です。除去食の提供はアレルゲン6品目を含む

　　和え物（サラダ、フルーツ和えを含む）などです。

3.加工食品は、原材料や調味料ではなく、アレルゲンのみを表示している場合もあります。

4.しょうゆは（小麦・大豆）、酢、特濃酢は（小麦）の成分を含んでいます。月はじめで使用した日のみ、アレルゲンを

　表示しています。その日以降は表示していませんが、アレルゲンは同じです。

5.海藻類（あおさ、もずく、ひじき）、しらすやチリメン、カエリなどは、「えび・かに」が混ざる漁法で採取されていること

　から、「えび・かに」が混入することがあります。

6.あさりなどの二枚貝には「かに」が共生しています。

7.天候やその他の都合により、献立の変更や食材を変更することがあります。

8.調味料欄に表示がなくても、調理工程(あく抜き、臭み抜きなど)で塩、こしょう、砂糖、酒、酢(小麦)を使用する場合
　があります。
※毎週木曜日は幼稚園欠食です。 献立表は、沖縄市のHPにも記載されていますので、ぜひご活用ください。

1日 牛乳

(水) 中身そば

魚のシママース焼き

ゴーヤーのみそきんぴら炒め

2日 牛乳

(木) 鶏雑炊

厚揚げのそぼろあんかけ

●いかの酢みそ和え（イ
カ・乳）

くだもの（小のみ）

3日 牛乳

(金)
あげパン

コッペパン
りんごジャム

ポトフ

キャベツソテー

特定原材料（表示義務）7品目 特定原材料に準ずるもの（推奨表示）21品目

　アーモンド　あわび　いか　いくら　さけ　さば　牛肉　鶏肉　豚肉
　ゼラチン　大豆　ごま　くるみ　カシューナッツ　オレンジ
　キウイフルーツ　ばなな　もも　りんご　まつたけ　やまいも

卵　乳　小麦　そば　落花生　えび　かに

除去食対応アレルゲン6品目 　卵　乳　えび　かに　いか　たこ　
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令和2年7月  学校給食予定献立表（アレルギー詳細）献立表

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)
日 献立名 調味料

赤の食品 黄の食品 緑の食品

さば シークワーサー果汁 塩

鶏肉、赤みそ（大豆）、
大豆

ごま油（ごま）、三温
糖、白ごま

ゴーヤー、玉ねぎ、人参 酒

牛乳

豚肉、豚中身、白かまぼ
こ（大豆）

沖縄そば（小麦・大豆） こんにゃく、しいたけ、
しょうが、ねぎ

かつお節、しょうゆ（小麦・大
豆）、ポークブイヨン（鶏肉・豚
肉）、塩

鶏肉、厚あげ（大豆） だいず油、でん粉、三温
糖、水あめ

しょうが、ねぎ、人参 かつお節、しょうゆ、みりん

さきいか（乳）、しら
す、甘口白みそ（大
豆）、赤みそ（大豆）

白ごま、三温糖 きゅうり、もやし、大根 りんご酢（りんご）

牛乳

ちくわ、鶏肉 だいず油、麦、米 えのき、こんにゃく、し
めじ、とうがん、人参

かつお節、チキンブイヨン（鶏
肉）、塩、酒、しょうゆ

牛乳

きな粉（大豆） コッペパン（小麦、乳、
大豆）、だいず油、黒
糖、三温糖、粉末アーモ
ンド（アーモンド）

グレープフルーツ（予
定）

ベーコン（豚肉）、ウイ
ンナー（豚肉）

じゃがいも、だいず油 玉ねぎ、にんじん、セロ
リ、しめじ、白菜、にん
にく

チキンブイヨン、塩、こしょう、
かつお節

ベーコン（豚肉） だいず油 キャベツ、コーン、ほう
れん草、赤ピーマン

こしょう、塩

沖縄市立学校給食センター

コッペパン（小麦・乳・
大豆）、りんごジャム
（りんご）

幼稚園

小学校

中学校



(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)
日 献立名 調味料

赤の食品 黄の食品 緑の食品

6日 牛乳

(月) 高菜ごはん

星のハンバーグ

モーウイの梅和え

7日 牛乳

(火) ちゃんぽん麺

枝豆しゅうまい

中華風サラダ

8日 牛乳

(水) アーサ雑炊

魚の南蛮漬け

野菜と麩のいためもの

くだもの（中のみ）

9日 牛乳

(木)
あげパン

コッペパン
りんごジャム

野菜とチキンの洋風煮込み

花野菜のソテー

10日 牛乳

(金) 2色芋ごはん

魚のポン酢かけ

厚揚げと糸こんにゃくの炒め物

13日 牛乳

(月) ごはん

ハヤシライス

ピクルス和え

くだもの

14日 牛乳

(火) チーズリゾット

さばのカレー風味焼き

大根のサラダ

牛乳

豚肉、白かまぼこ（大
豆）、油揚げ（大豆）

だいず油、白ごま、麦、
米

しいたけ、たけのこ、高
菜漬（大豆）

かつお節、しょうゆ、塩、酒

牛乳

イカ、なると（大豆）、
豚肉

ごま油、だいず油、でん
粉、中華めん（小麦・大
豆）

きくらげ、しいたけ、
しょうが、たけのこ、チ
ンゲン菜、人参、長ね
ぎ、にんにく

オイスターソース （大豆）、
しょうゆ、ポークブイヨン、みり
ん、塩、酒

鶏肉、豚肉、大豆 でん粉、マッシュポテ
ト、砂糖

玉ねぎ ワイン、塩、ケチャップ

しらす、糸けずり 三温糖 きゅうり、モーウイ、人
参、梅肉（りんご・大
豆）

酢（小麦）、しょうゆ

魚肉すり身、大豆 パン粉、小麦粉、砂糖、
豚脂

玉ねぎ、枝豆（大豆） 塩

ツナ ごま油、三温糖 キャベツ、コーン、寒
天、シークァーサー果
汁、もやし、大根

しょうゆ、酢

まぐろ 三温糖 しょうが、赤ピーマン、
長ねぎ

かつお節、りんご酢、酒、しょう
ゆ

ツナ だいず油、ふ（小麦・大
豆）

キャベツ、もやし、玉ね
ぎ、人参

こしょう、しょうゆ、塩

牛乳

アーサ、豚肉 だいず油、米 えのき、コーン、しいた
け、人参

かつお節、しょうゆ、ポークブイ
ヨン、塩

牛乳

きな粉（大豆） コッペパン（小麦・乳・
大豆）、だいず油、黒
糖、三温糖、粉末アーモ
ンド（アーモンド）

グレープフルーツ（予
定）

牛乳

鶏肉 さつまいも、だいず油、
紅イモ、黒ごま、麦、米

しいたけ、ねぎ かつお節、チキンブイヨン、みり
ん、塩、酒、しょうゆ

だいず、鶏肉 じゃがいも、だいず油、
三温糖

いんげん、しめじ、トマ
ト、玉ねぎ、人参、にん
にく

ウスターソース（りんご・大
豆）、ケチャップ、こしょう、チ
キンブイヨン、デミグラスソース
（小麦・鶏・豚）、塩、赤ワイ
ン、トマトピューレ

ベーコン（豚肉） だいず油 カリフラワー、ブロッコ
リー、玉ねぎ、赤ピーマ
ン、黄ピーマン、にんに
く

こしょう、しょうゆ、塩

牛乳

米

さば 三温糖 シークァーサー果汁 しょうゆ、酢

豚肉、角あげ（大豆） だいず油、でん粉 しょうが、玉ねぎ、糸こ
んにゃく、人参、白菜、
にんにく

しょうゆ、みりん、塩、酒

オレンジ（予定）

牛肉、脱脂粉乳（乳） じゃがいも、だいず油 グリンピース、マッシュ
ルーム、玉ねぎ、人参、
にんにく

デミグラスソース、ハヤシルウ
（小麦・大豆・牛肉）、塩、赤ワ
イン、ケチャップ

三温糖、白ごま きゅうり、人参、大根 塩、酢

さば カレー粉、こしょう、塩、酒

シーチキン、しらす 三温糖、白ごま きゅうり、コーン、大根 しょうゆ、りんご酢

牛乳

チーズ（乳）、ベーコン
（豚肉）、牛乳

だいず油、米 しめじ、マッシュルー
ム、玉ねぎ、人参、白
菜、パセリ

こしょう、チキンブイヨン、ポー
クブイヨン、塩

コッペパン（小麦・乳・
大豆）、りんごジャム
（りんご）

七夕メ

ニュー☆

幼稚園

小学校

中学校



(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)
日 献立名 調味料

赤の食品 黄の食品 緑の食品

15日 牛乳

(水) ごはん

厚揚げと野菜のうま煮

カエリとくるみの蜜がらめ

らっきょう和え

16日 牛乳

(木) 島野菜パスタ

ささみカツ

ゴボウサラダ

17日 牛乳

(金) ピタパン

ケバブ

ベジタブルスープ

くだもの（中のみ）

20日 牛乳

(月) クーブジューシー

魚の青大豆みそ焼き

もやし炒め

21日 牛乳

(火) ごはん

ビビンバ風
肉炒め

ふわふわスープ

くだもの（小のみ）

22日 牛乳

(水) しっぽくうどん

魚のみそ幽庵焼き

青菜の白和え

27日 牛乳

(月) たらこスパゲティ

魚の磯辺揚げ

彩りナッツサラダ

豚肉、角あげ（大豆） さといも、だいず油、で
ん粉

しいたけ、しょうが、た
けのこ、チンゲン菜、と
うがん、人参、白菜、に
んにく

オイスターソース 、かつお節、
しょうゆ、みりん、塩

カエリ アーモンド、三温糖、水
あめ、白ごま、くるみ

しょうゆ

牛乳

米

牛乳

しらす、ベーコン（豚
肉）、大豆

スパゲッティ（小麦）、
だいず油

キャベツ、こまつな、パ
パイア、黄ピーマン、玉
ねぎ、にんにく

こしょう、ポークブイヨン、塩、
白ワイン、しょうゆ

糸けずり 三温糖 きゅうり、らっきょう、
人参、大根

しょうゆ、酢、塩

牛乳

ピタパン（小麦・乳・大
豆）

ささみ、大豆粉 パン粉（小麦・大豆）、
小麦粉、でん粉、だいず
油

塩

ノンエッグマヨネーズ
（大豆）、三温糖

あお豆（大豆）、きゅう
り、コーン、ごぼう、れ
んこん

しょうゆ、みりん、りんご酢

ベーコン（豚肉） じゃがいも 白菜、大根、セロリ、に
んじん、玉ねぎ、パセリ

しょうゆ、ポークブイヨン、塩、
こしょう

オレンジ（予定）

鶏肉 でん粉 キャベツ、人参、玉ね
ぎ、にんにく

カレー粉、ガラムマサラ、チリパ
ウダー、ガーリックパウダー、塩

ホキ、麦みそ（大豆）、
青大豆ペースト（大豆）

白ごま、三温糖 酒

豚肉 だいず油 ピーマン、もやし、玉ね
ぎ、人参、にんにく

しょうゆ、塩、こしょう

牛乳

豚肉、細切こんぶ だいず油、米 しいたけ、ねぎ、人参 しょうゆ、みりん、塩、酒、かつ
お節、ポークブイヨン

牛乳

米

オレンジ（予定）

豚肉、牛肉、赤みそ（大
豆）、大豆

ごま油、だいず油、三温
糖

こまつな、しょうが、も
やし、玉ねぎ、人参、に
んにく

しょうゆ、みりん、豆板醬

鶏肉、ベーコン（豚
肉）、卵、粉チーズ
（乳）

じゃがいも、だいず油、
パン粉（小麦・大豆）

玉ねぎ、人参、パセリ こしょう、チキンブイヨン、塩、
しょうゆ

まぐろ、甘口白みそ（大
豆）

三温糖 みりん、酒、しょうゆ

ツナ、豆腐（大豆）、甘
口白みそ（大豆）

ねりごま、三温糖 ほうれん草、キャベツ、
人参

特濃酢（小麦）

牛乳

なると（大豆）、豚肉、
油揚げ（大豆）

うどん（小麦）、里芋 ごぼう、ねぎ、人参、大
根、長ねぎ

かつお節、しょうゆ、だし昆布、
みりん、塩、煮干しだし（さ
ば）、酒

スプラット、青のり粉 でん粉、だいず油 塩、こしょう

オリーブ油、三温糖、
アーモンド

キャベツ、きゅうり、
コーン、もやし、レモン
果汁

こしょう、しょうゆ、塩、特濃
酢、粒入りマスタード

牛乳

鶏肉、ベーコン（豚
肉）、たらこ（大豆）

スパゲティ（小麦）、だ
いず油

こまつな、しめじ、にん
にく、マッシュルーム、
玉ねぎ、人参

しょうゆ、塩、こしょう

ケ
バ
ブ
サ
ン
ド

ビ
ビ
ン
バ
丼



(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)
日 献立名 調味料

赤の食品 黄の食品 緑の食品

28日 牛乳

(火) ごはん

シカムドゥチ

魚のピリ辛焼き

チキナーチャンプルー

29日 牛乳

(水) かやくごはん

豆ポテトのカップ焼き

豆腐サラダ

30日 牛乳

(木) バーガーパン

ハンバーグの
きのこソース
がけ

魚のヌードルスープ

●シーザーサラダ（乳）

31日 牛乳

(金) カレーうどん

きんぴらサラダ

ミニ肉まん

17日 牛乳

(月) 麦ごはん

夏野菜カレー

ピクルス和え

シークァーサーアイス

こんにゃく、しいたけ、
しょうが、とうがん

かつお節、しょうゆ、ポークブイ
ヨン、塩

シーチキン、豚肉、角あ
げ（大豆）

だいず油 からし菜、こまつな、も
やし、人参

塩、しょうゆ

牛乳

米

まぐろ 白ごま、ごま油、三温糖 にんにく しょうゆ、みりん、酒、豆板醬

細切りアーモンド 三温糖、白ごま あお豆（大豆）、きゅう
り、ごぼう、人参

こしょう、塩、酢

鶏肉 豚脂（豚）、砂糖、小麦
粉、ラード、ごま油（ご
ま）、植物油

キャベツ、玉ねぎ、ね
ぎ、しょうが、にんにく

しょうゆ、酒、鶏ガラスープ（小
麦・鶏・大豆・乳成分）、塩、
イースト

牛乳

豚肉 うどん（小麦）、だいず
油

キャベツ、こまつな、し
いたけ、玉ねぎ、人参、
長ねぎ、しょうが、にん
にく

かつお節、カレー粉、しょうゆ、
ポークブイヨン、塩、カレールウ
（小麦・牛・鶏・大豆）

鶏肉、魚そうめん 白菜、セロリ、パセリ、
マッシュルーム、玉ね
ぎ、人参

あお豆（大豆） ホワイトソース（乳・小麦・大
豆）

ツナ、豆腐（大豆） ノンエッグマヨネーズ、
三温糖

牛乳

こしょう、チキンブイヨン、塩

ハム（豚肉・大豆・鶏
肉）、粉チーズ（乳）

ノンエッグマヨネーズ、
三温糖

キャベツ、コーン、こま
つな、もやし、赤ピーマ
ン

こしょう、塩、特濃酢

牛乳

バーガーパン（小麦、
乳、大豆）

シークァーサーアイス

米、麦

豚肉 じゃがいも、小麦粉、バ
ター（乳）、だいず油

にんにく、生姜、にんじ
ん、ピーマン、とうが
ん、かぼちゃ、オクラ、
トマト

カレールウ（小麦・牛・鶏・大
豆）、ウスターソース（りんご・
大豆）、カレー粉、ポークブイヨ
ン（豚）、塩

豚肉、鶏肉、大豆 パン粉（小麦）、三温糖 えのき、しめじ、玉ね
ぎ、トマト

ケチャップ、しょうゆ、デミグラ
スソース、チキンブイヨン、塩

三温糖、白ごま きゅうり、人参、大根 塩、酢

チーズ（乳）、大豆 ノンエッグマヨネーズ、
じゃがいも

きゅうり、チンゲン菜、
人参、大根

こしょう、塩

牛乳

鶏肉、ひじき、大豆、油
揚げ（大豆）

だいず油、麦、米 ごぼう、こんにゃく、し
いたけ、人参

かつお節、塩、しょうゆ

豚肉、白かまぼこ（大
豆）

ふだんは、水や麦茶などにしましょう。

汗を多くかくときは、塩分も必要なのでスポーツドリンク

などの塩分を含むものが良いです。

清涼飲料は糖分が多いので、水のかわり

に飲むと糖分のとりすぎになります。

のどがかわいているときは、すでに水分が不足

しているといわれています。

水分が不足すると、体温を調整する力がはたらき

にくくなります。水分は少しずつこまめにとろう。

8月
＊夏休み明けの給食は、8/17（月）～開始となります。
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