
沖縄市立学校給食センター
沖縄市第三調理場

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。

11月分の献立表より順次対応させていただきます。

2.献立名の黒丸印（●）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7品目です。除去食の提供はアレルゲン7品目を含む

　　和え物（サラダ、フルーツ和えを含む）・炒め物・煮物（カレー・シチュー麺類を含む）・汁物などです。

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、塩、こしょう、砂糖、酒、酢(小麦)、しょうゆ(小麦、大豆)、みりん、でんぷんを使用する
　場合があります。
※毎週木曜日は幼稚園欠食です。

3日 牛乳

(月) 酢飯

かしわ汁

卵焼き（セルフ手巻き）

ツナサラダ（セルフ手巻き）

焼きのり（セルフ手巻き）

節分豆

4日 牛乳

(火) カレーうどん

さばのねぎソースがけ

キャベツのゆかり和え

5日 牛乳

(水) ごはん

じゃが芋とわかめのみそ汁

芋のマーマレードがけ

牛丼の具

令和2年2月 幼・小 学校給食予定（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

特定原材料（義務表示）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　バナナ　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7品目 　卵　乳　えび　かに　いか　たこ　ごま

鶏肉,油揚げ（大豆） ごぼう,とうがん,人参,長
ねぎ,椎茸

塩,薄口醤油（大豆、小麦）,だし
昆布,花かつお,酒

鶏卵 でんぷん,植物油 だし汁（小麦、大豆）,食塩

牛乳

さとう,麦,米 塩,酢（小麦）

牛乳

豚肉,油揚げ（大豆） うどん（小麦）,大豆油 しめじ,おろししょうが,
たまねぎ,人参,大根,長ね
ぎ,椎茸,白菜

塩,濃口醬油（小麦、大豆）本みり
ん,花かつお,カレールウ（小麦、
大豆、牛肉、鶏肉）

ツナ さとう,ノンエッグマヨネーズ キャベツ,きゅうり,人参,
白菜

こしょう,塩,酢

焼きのり

大豆 さとう

さば さとう,でん粉 長ねぎ かつおだし,塩,薄口醤油,りんご酢
（りんご）,酢,本みりん

さとう キャベツ,きゅうり,もや
し,人参,切干大根,白梅肉
（リンゴ、大豆）

ゆかり,酢

カットわかめ,油揚げ
（大豆）白みそ（大豆）
麦みそ（大豆）

じゃがいも たまねぎ,ねぎ,人参 塩,だし昆布,花かつお

紅芋,さとう,でん粉,マーガリ
ン（乳、大豆、豚肉）,マー
マレード

牛乳

米

牛肉 さとう,大豆油 たけのこ,たまねぎ,ピー
マン,人参,椎茸,おろし
しょうが,糸こんにゃく

かつおだし,塩,濃口醬油,本みりん,
酒



(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

(木) コッペパン

ラビオリスープ

キャベツとコーンのソテー

りんごジャム

黒糖ビーンズ

7日 牛乳

(金) 黒米ごはん

イナムドゥチ

マグロのシークワー
サーソースがけ

塩昆布のあえもの

サーターアンダギー

10日 牛乳

(月) 麦入り炊き込みご飯

鶏の甘酢ソースがけ

白菜の香りあえ

くだもの（幼のみ）

12日 牛乳

(水) 菜飯

くずし豆腐の汁

魚のごまみそがけ

海藻の和え物

くだもの（小のみ）

13日 牛乳

(木) あみパン

ミネストローネ

ソーセージの
BBQソースがけ

まめっこサラダ

14日 牛乳

(金) ケチャップライス

オムライスシート

トマトケチャップ（個包装）

フレンチサラダ

チョコプリン

沖縄東中

1年

欠食

トマトケチャップ

牛乳

コッペパン（小麦、乳、大
豆）

無添加ウインナー（豚
肉）

大豆油 エリンギ,キャベツ,しめ
じ,たまねぎ,小松菜,人参,
コーン,おろしにんにく

こしょう,塩,薄口醤油

大豆 黒糖

ラビオリ（小麦、鶏肉、
豚肉、大豆）,鶏肉,無添
加ベーコン（豚肉、大
豆）

じゃがいも セロリー,たまねぎ,パセ
リ,人参

塩,チキンブイヨン（鶏）,豚骨
濃口醬油,こしょう

りんごジャム（りんご）

豚肉,白かまぼこ,甘口白
みそ（大豆）,白みそ
（大豆）

とうがん,ねぎ,生姜,椎茸,
こんにゃく

塩,花かつお,,豚骨

まぐろ さとう シークヮーサー果汁 特濃酢,濃口醬油

牛乳

黒米,麦,米

牛乳

ゆで大豆,ひじき,豚肉,油
揚げ（大豆）

大豆油,麦,米 ごぼう,ねぎ,人参,椎茸 塩,薄口醤油,チキンブイヨン
（鶏）,濃口醬油,本みりん,酒,花か
つお

しらす干し,塩こんぶ
（小麦、大豆）

ごま油（ごま、大豆）,
さとう

キャベツ,きゅうり,人参,
大根

特濃酢,薄口醤油,酢

サーターアンダギー（小
麦、卵）

くだもの

鶏肉 ごま油（ごま、大豆）,
さとう,でん粉

長ねぎ,おろししょうが 塩,こしょう,特濃酢,濃口醬油,本み
りん,酒

とりささみ (鶏肉）
糸けずり

さとう 白菜,キャベツ,人参,小松
菜,シークヮーサー果汁
刻みゆず,大根

薄口醤油,特濃酢,和風ドレッシン
グ (小麦、大豆）

鶏肉,絹ごし豆腐（大
豆）

でん粉 とうがん,人参,生姜,長ね
ぎ,椎茸

塩,薄口醤油,だし昆布,花かつお,酒

たら,甘口白みそ（大
豆）

ねりごま,白ごま,さとう おろししょうが 本みりん,酒

牛乳

麦,米 菜飯の素,さとう,食塩,削り節

牛乳

あみパン（小麦、乳、大
豆）

ツナ,ちくわ,海藻ミック
ス,カットわかめ

さとう きゅうり,シークァー
サー果汁,コーン,人参,
大根

塩,特濃酢,濃口醬油

くだもの

ミックスビーンズ,白い
んげん豆,とりささみ
（鶏肉）

オリーブ油,さとう あお豆（大豆）,きゅう
り,コーン,シークヮー
サー果汁,人参,大根

塩,特濃酢,濃口醬油

無添加ベーコン（豚肉、
大豆）

ABCマカロニ（小麦）,
じゃがいも

しめじ,セロリー,たまね
ぎ,トマト,おろしにんに
く,人参

こしょう,塩,チキンブイヨン
（鶏）,トマトピューレー,豚骨

ソーセージ（小麦、牛
肉、豚肉）

オリーブ油,さとう,でん
粉

たまねぎ,おろしにんに
く,おろししょうが

塩,トマトケチャップ,リンゴピュー
レー（りんご）,酢,濃口醬油

鶏卵 でんぷん,植物油（大豆） だし汁（小麦）,食塩

無添加ベーコン（豚肉、
大豆）

オリーブ油,さとう キャベツ,きゅうり,人参,
大根

塩,酢,コーンクリーミー ドレッシ
ング

牛乳

鶏肉,無添加ベーコン
（豚肉、大豆）

大豆油,麦,米 たまねぎ,パセリ,マッ
シュルーム,人参,木くら
げ

塩,チキンブイヨン（鶏）,トマトケ
チャップ,トマトソース（大豆）,パプリ
カパウダー,トマトジュース

豆乳（大豆） グラニュー糖,でん粉 ココアパウダー



(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

17日
牛乳

(月) ごはん

コーンスープ

●タコライス用サラダ(乳）

タコミート

いちごゼリー

18日 牛乳

(火) ごはん

春雨と肉だんご汁

五目厚焼玉子

青菜と白菜の和え物

納豆

19日
牛乳

（水） 豚肉と豆の煮込み

はったい粉入り揚げ
パン

パインサラダ

20日 牛乳

(木) ごはん

比屋根小

6年

欠食

麻婆豆腐

春巻き

もやしときゅうりの
中華あえ

フルーツ杏仁豆腐

21日 牛乳

(金) そば（麺）

沖縄そば（汁）

五目揚げ

マーミナーチャンプルー

比屋根幼

欠食

そば（小麦）

牛乳

米

レンズ豆,牛肉,大豆,豚レ
バー,豚肉

さとう,大豆油 セロリー,たまねぎ,にん
にく,ピーマン,マッシュ
ルーム,人参

ウスターソース,塩,トマトケ
チャップ,トマトペースト,赤ワイ
ン,チリパウダー

いちごゼリー

鶏肉 じゃがいも,でん粉 クリームコーン,コーン,
しめじ,たまねぎ,パセリ,
人参

こしょう,塩,チキンブイヨン（鶏
肉)ボークブイヨン（鶏肉、豚
肉）

チーズ（乳） キャベツ,人参,白菜

肉団子（大豆、鶏肉、豚
肉）

春雨 とうがん,人参,生姜,長ね
ぎ,椎茸

花かつお,塩,薄口醤油,だし昆布,酒

鶏卵 でんぷん,さとう,植物油 人参,たけのこ,グリーン
ピース,コーン,椎茸

だし汁（小麦、大豆）,醤油（小
麦、大豆）,食塩

牛乳

米

牛乳

しらす干し さとう きゅうり,シークァー
サー果汁,小松菜,人参
白菜

塩,酢,濃口醬油

大豆 納豆タレ（小麦）

オリーブ油,さとう キャベツ,きゅうり,コー
ン,シークヮーサー果汁,
パイナップル,人参

塩,特濃酢

ゆで大豆,豚肉,無添加
ポーク（豚肉、鶏肉）

さとう,じゃがいも,でん
粉,大豆油

セロリー,たまねぎ,トマト,お
ろしにんにく,ブロッコリー,
マッシュルーム,人参

ウスターソース,塩,デミグラスソース
（小麦、鶏肉）,トマトケチャップ,トマ
トソース（大豆）赤ワイン,豚骨

きな粉（大豆）,脱脂粉
乳（乳）

コッペパン（小麦、乳、
大豆）,さとう,なたね油,
黒糖,はったい粉

沖縄豆腐（大豆）,赤み
そ（大豆）,豚肉,麦みそ
（大豆）

ごま油（ごま、大豆）,
さとう,でん粉,大豆油

たまねぎ,にら,にんにく,
人参,生姜,椎茸,木くらげ

テンメンジャン（小麦、大豆）塩,
豆板醤,トマトケチャップ ,オイス
ターソース 　豚骨

豚肉.大豆 小麦粉,水あめ,ラード
でん粉,はるさめ,砂糖
なたね油

キャベツ.人参,玉ねぎ しょうゆ,食塩

牛乳

米

牛乳

豚もも肉,豚ばら肉,白か
まぼこ,シーサーかまぼ
こ

ねぎ,人参,生姜,椎茸 塩,豚骨,濃口醬油,本みりん,酒
花かつお

無添加ハム（豚肉,鶏肉,
大豆）

ごま油（ごま、大豆）,
さとう,はるさめ

きゅうり,もやし,人参,大
根,木くらげ

薄口醤油,酢

豆乳（大豆） 水あめ,砂糖,でん粉,多糖
類（りんご）

桃ピューレ（もも）あん
ず果汁

スケソウダラ,糸より 砂糖,でん粉,なたね油 キャベツ,コーン,人参,玉
ねぎ,枝豆（大豆）

食塩,

厚揚げ（大豆）,豚肉 大豆油（大豆） からし菜,おろししょう
が,にら,おろしにんにく
もやし,人参

こしょう,塩,濃口醬油,酒



(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

25日
牛乳

(火) むぎごはん

肉じゃが

いわしの梅香揚げ

●れんこんのごま和え
（ごま）

26日
牛乳

(水) むぎごはん

けんちん汁

魚の照り焼き

●人参シリシリー（卵）

27日
牛乳

(木) キャロットピラフ

ハンバーグの
デミグラスソースがけ

アーモンド入りサラダ

型抜きレアチーズ
（いちご味）

28日
牛乳

(金) 中華めん

中華スープ

ジャージャー麺（具）

ジャージャー麺用和え物

豆乳ムース

豚肉 さとう,じゃがいも
なたね油

グリンピース,たまねぎ,
人参,椎茸,おろししょう
が,糸こんにゃく

塩,薄口醤油,花かつお,濃口醬油
本みりん,酒

いわし パン粉（小麦）小麦粉,
なたね油

梅肉パウダー,食塩

牛乳

麦,米

牛乳

麦,米

ちくわ,とりささみ (鶏
肉）

ねりごま,白ごま,さとう きゅうり,れんこん,小松
菜,人参,コーン

塩,酢,濃口醬油

ツナ,液卵,チキアギ（大
豆）,無添加ベーコン
（豚肉、大豆）

大豆油 たまねぎ,にら,人参 塩,ポークブイヨン（鶏肉、豚
肉）,濃口醬油

沖縄豆腐（大豆） ごま油（ごま、大豆）,
里芋

ごぼう,こんにゃく,人参,
大根,椎茸

塩,薄口醤油,だし昆布,花かつお,酒

さわら さとう おろししょうが 塩,濃口醬油,本みりん,酒

ハンバーグ（豚肉、鶏
肉、大豆）

さとう,でん粉 ウスターソース,ケチャップ
赤ワイン,濃口醬油,塩

アーモンド,無添加ハム
（豚肉、大豆、鶏肉）

オリーブ油,さとう,
細切りアーモンド,
粉末アーモンド

ブロッコリー,小松菜,人
参,大根

薄口醤油,りんご酢（りんご）

牛乳

豚肉,無添加ウインナー
（豚肉）

大豆油,麦,米 コーン,たまねぎ,裏ごし
人参,パセリ,人参,
マッシュルーム,おろし
にんにく

こしょう,塩,チキンブイヨン
（鶏）,白ワイン

牛乳

わかめ,鶏肉,絹ごし豆腐
（大豆）

ごま油（ごま、大豆）,
でん粉

とうがん,コーン,人参
たまねぎ,椎茸

花かつお,塩,薄口醤油,チキンブイ
ヨン（鶏）

クリームチーズ（乳）,
生乳,脱脂粉乳

砂糖,植物性油脂 いちご果汁,レモン果汁

中華めん（小麦）

豆乳（大豆） 水あめ,砂糖,植物油脂, 食塩

鶏肉,蒸しひきわり大豆,
豚肉,麦みそ（大豆）

ごま油（ごま、大豆）,
さとう,でん粉,

たけのこ,たまねぎ,人参,
生姜,長ねぎ,椎茸,木くら
げ,おろしにんにく

テンメンジャン（小麦、大豆）
,ポークブイヨン（鶏肉、豚肉）,
水,濃口醬油,本みりん,酒

ごま油（ごま、大豆）,
さとう

きゅうり,もやし,小松菜,
人参,大根,長ねぎ

薄口醤油


