
沖縄市立学校給食センター

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、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。

1日 牛乳

(木) きつねうどん

おつきみ

献立

クリームきんとん

ゆで卵

2日 牛乳

(金) コッペパン

かぼちゃのクリームシ
チュー

ウインナーのチリソー
スかけ

マセドアンサラダ

5日 牛乳

(月) 鮭雑炊

春雨と野菜の甘辛炒め

焼き芋

日 献立名 調味料
赤の食品 黄の食品 緑の食品

特定原材料（表示義務）7品目 特定原材料に準ずる（表示の推奨）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　

牛乳

豚肉、なると（大豆）、
油揚げ（大豆）

うどん（小麦） 人参、玉ねぎ、白菜、長
ねぎ、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）、みりん、塩

コッペパン（小麦、乳、
大豆）

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)

　　　令和2年10月
沖縄市第二調理場
TEL：937-2700　
FAX：923-3035

牛乳

豆乳（大豆）、白花豆白
いんげん豆ペースト

グラニュー糖、くり、さ
つまいも、黄金芋、三温
糖

塩

卵

牛乳

ハム（豚肉、大豆、鶏
肉）

ノンエッグマヨネーズ
（大豆）、じゃがいも

あお豆（大豆）、きゅう
り、コーン、人参

こしょう、マスタード、塩

鶏肉、生クリーム
（乳）、大豆

じゃがいも、大豆油、
マーガリン（乳・大
豆）、小麦粉

かぼちゃ、マッシュルー
ム、玉ねぎ、人参、パセ
リ

ポークブイヨン、チキンブイヨン
（鶏肉）、塩、白ワイン、こしょ
う

ウインナー（豚肉） 三温糖 玉ねぎ、にんにく ケチャップ、チリソース（りん
ご、鶏肉、大豆）、トマトピュー
レ

豚ひき肉、大豆 ごま油（ごま）、はるさ
め、三温糖、白ごま、大
豆油

にら、ピーマン、もや
し、人参、にんにく

しょうゆ、塩、酒、七味唐辛子
（ごま）、みりん

さつまいも

鮭 大豆油（大豆）、麦、米 コーン、こまつな、しめ
じ、とうがん、玉ねぎ

かつお節、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩、酒



日 献立名 調味料
赤の食品 黄の食品 緑の食品

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

6日 牛乳

(火) あんかけ焼きそば

魚の油淋鶏ソースかけ

寒天ナムル

7日 牛乳

(水) ごはん

タコスミート

茹で野菜

スライスチーズ

わかめスープ

8日
牛乳

(木) たきこみごはん

おかか和え

揚げ出し豆腐

13日 牛乳

(火) ごはん

冬瓜のみそ汁

魚のごましょうゆかけ

フーイリチー

14日 牛乳

(水) カラフルピラフ

ちくわのマヨネーズ焼き

●ヨーグルト和え（乳）

15日 牛乳

(木) コッペパン

白花豆のポタージュ
スープ

レバーのピリ辛揚げ

ジャコサラダ

牛乳

豚肉 中華麺（小麦・大豆）、
ごま油、大豆油、でん粉

しいたけ、しょうが、た
けのこ、パクチョイ、玉
ねぎ、人参、白菜、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

牛乳

米

寒天 ごま油、三温糖、白ごま きゅうり、もやし、人参 しょうゆ、塩、酢

牛乳

米

豚肉、大豆 大豆油 ピーマン、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、チリソース、
トマトピューレ、チリミックス
（小麦・乳・豚肉）

鶏肉、わかめ ごま油、白ごま コーン、玉ねぎ、大根、
長ねぎ

かつお節、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩

スライスチーズ（乳）

キャベツ、きゅうり

豚肉、卵 大豆油、ふ（小麦・大
豆）

キャベツ、にら、人参 こしょう、しょうゆ、塩

豆腐（大豆）、鶏肉、赤
みそ（大豆）、麦みそ
（大豆）

とうがん、ねぎ、人参 かつお節、塩

さば 大豆油、でん粉、三温
糖、白ごま

しょうゆ、塩

ちくわ、糸けずり、青の
り

ノンエッグマヨネーズ

ヨーグルト（乳） 砂糖 ナタデココ、パイン、洋
なし、ぶどう、さくらん
ぼ、黄桃（もも）

牛乳

鶏肉、ベーコン（豚肉） 大豆油、米 あお豆（大豆）、コー
ン、ピーマン、玉ねぎ、
人参、赤ピーマン、にん
にく

こしょう、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩、白ワイン

しらす ごま油、三温糖、白ごま キャベツ、きゅうり、も
やし、人参

しょうゆ、りんご酢、塩

牛乳

コッペパン（小麦、乳、
大豆）

鶏肉、ベーコン（豚
肉）、牛乳、生クリーム
（乳）、脱脂粉乳、白花
豆白いんげん豆ペースト

じゃがいも、大豆油 セロリ、玉ねぎ、人参、
白菜、パセリ

こしょう、チキンブイヨン、塩

牛乳

豚レバー 大豆油、でん粉、三温
糖、小麦粉、白ごま

しょうが ケチャップ、こしょう、とんかつ
ソース（りんご）、塩、豆板醬

ホキ ごま油、三温糖 しょうが、長ねぎ オイスターソース 、こしょう、
しょうゆ、酒、酢（小麦）

豚肉 ごま油、大豆油、米 からし菜、きくらげ、し
いたけ、たけのこ、人参

オイスターソース、しょうゆ、チ
キンブイヨン、ポークブイヨン、
塩、酒

糸けずり 白ごま、三温糖 きゅうり、人参、こまつ
な、もやし

しょうゆ、りんご酢（りんご）、
塩

木綿豆腐（大豆） 大豆油、でん粉、三温
糖、小麦粉

しょうが、ねぎ しょうゆ、みりん

タ
コ
ラ
イ
ス



日 献立名 調味料
赤の食品 黄の食品 緑の食品

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

16日 牛乳

(金) キムチうどん

宮里中

欠食

魚の梅みそ焼き

きゅうりとごぼうのご
ま浸し

19日 牛乳

(月) ごはん

ジュリエンヌスープ

サイコロステーキ

くだもの

20日 牛乳

(火) たきこみおこわ

春巻き

肉団子の甘酢炒め

21日 牛乳

(水) アーサそば

ヌンクーグァ

ウムクジアンダギー

22日 牛乳

(木) コッペパン

野菜のデミグラスソー
ス煮

カットコーン

手作りにんじんジャム

23日 牛乳

(金) ごはん

北美幼

欠食

イナムドゥチ

いか天ぷら

クーブイリチー
カジマヤー

献立

ツナ 白ごま、ごま油、黒ご
ま、三温糖

ごぼう、きゅうり、もや
し、人参

しょうゆ、塩、特濃酢（小麦）

なると（大豆）、豚肉、
赤みそ（大豆）、大豆、
赤だし（大豆、さば、鶏
肉）

うどん（小麦）、大豆
油、砂糖

しいたけ、しめじ、チン
ゲン菜、玉ねぎ、白菜、
人参、長ねぎ、りんご、
にんにく、生姜、唐辛子

かつお節、しょうゆ（小麦・大
豆）、塩、酒、昆布エキス、カツ
オエキス（さば）

鶏肉、ベーコン（豚肉） コーン、セロリ、玉ね
ぎ、人参、大根、パセリ

こしょう、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩

牛肉 大豆油、三温糖 玉ねぎ、しめじ、りん
ご、にんにく

しょうゆ、酒、みりん、塩

牛乳

米

牛乳

鶏肉、油揚げ（大豆） 大豆油、もち米、白ご
ま、米

しいたけ、しめじ、だい
こん葉、人参

かつお節、しょうゆ、みりん、
塩、酒

グレープフルーツ（予
定）

牛乳

アーサ、豚肉、白かまぼ
こ（大豆）

沖縄そば（小麦・大豆） しいたけ、しょうが、ね
ぎ

かつお節、しょうゆ、ポークブイ
ヨン、みりん、塩、酒

鶏肉、植物性たんぱく
（大豆）

小麦粉、砂糖、植物油脂
（ごま・大豆）、粉あ
め、ショートニング（大
豆）、でん粉、春雨、大
豆油

玉ねぎ、キャベツ、にん
じん、もやし、たけのこ

しょうゆ、塩、香辛料

鶏肉、卵白（卵） パン粉（小麦・乳・大
豆）、水あめ、大豆油、
ごま油、でん粉、三温糖

ごぼう、たけのこ、ピー
マン、玉ねぎ、人参、ヤ
ングコーン、いんげん

肉エキス（大豆・鶏肉・豚肉）、
ケチャップ、しょうゆ、塩、酢

牛乳

コッペパン（小麦、乳、
大豆）

チキアギ（大豆）、豚
肉、角あげ（大豆）

大豆油 こまつな、しいたけ、人
参、大根

かつおだし、しょうゆ、みりん、
塩、酒

大豆油、紅いも、もち
粉、砂糖

コーンスターチ、マーマ
レードジャム、三温糖、
水あめ

にんじん、レモン果汁、
リンゴピューレー（りん
ご）

シナモン粉

鶏肉、白いんげん豆 じゃがいも、大豆油、三
温糖

セロリ、ブロッコリー、
マッシュルーム、玉ね
ぎ、人参、大根、にんに
く

ケチャップ、チキンブイヨン、デ
ミグラスソース（小麦・豚肉・鶏
肉）、トマトソース（大豆）、
塩、赤ワイン

とうもろこし

豚肉、甘口白みそ(大
豆)、白かまぼこ（大
豆）、油揚げ（大豆）

こんにゃく、しいたけ かつお節、ポークブイヨン、みり
ん、塩

いか 大豆油、小麦粉 塩、こしょう

牛乳

米

チキアギ（大豆）、豚
肉、細切こんぶ

大豆油、三温糖 こんにゃく、しいたけ、
人参、千切大根

しょうゆ、ポークブイヨン、みり
ん、塩、酒

さば、赤みそ（大豆）、
白みそ（大豆）

三温糖 しょうが、梅肉（りん
ご、大豆）

塩、酒

牛乳

カラフルな風車を車に飾ってお祝いしている様子

数え年、97歳のトゥシビーユーエーである「カジマヤー」は、実名ともに

長寿を祝う「ウフトゥシビー」です。盛大な祝いに先立って火の神・仏だん

（祖霊）に祝いの報告とこれまでの守護に対する感謝の祈りをささげます。



日 献立名 調味料
赤の食品 黄の食品 緑の食品

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

26日 牛乳

(月) ごはん

越来小、

コザ小、

欠食

ポークストロガノフ

ビーンズサラダ

くだもの（中のみ）

27日 牛乳

(火) 鶏ごぼうごはん

厚揚げの野菜あんかけ

ひじき炒め

28日 牛乳

(水) ごはん

宮里中

欠食

麻婆豆腐

海藻サラダ

くだもの（小のみ）

29日 牛乳

(木) ミートスパゲティ

魚のシークワーサー風
味焼き

ベジタブルソテー

くだもの（小のみ）

30日 牛乳

(金) きのこリゾット

いわしのカレー粉揚げ

ハロウィン

献立

かぼちゃサラダ

くだもの（中のみ）

牛乳

米

オレンジ（予定）

豚肉、生クリーム
（乳）、脱脂粉乳、豚レ
バー

じゃがいも、大豆油、
マーガリン（乳、大
豆）、小麦粉

しめじ、セロリ、トマ
ト、マッシュルーム、玉
ねぎ、人参、にんにく

ウスターソース、ケチャップ、こ
しょう、チキンブイヨン、デミグ
ラスソース、ハヤシルウ（小麦、
大豆、牛肉）、塩、赤ワイン、ト
マトピューレ

ガルバンゾー、マロー
ファットピース、レッド
キドニー、ひよこ豆

ノンエッグマヨネーズ、
三温糖

キャベツ、きゅうり、
コーン、赤ピーマン

コールスロードレッシング、こ
しょう、塩

鶏肉、厚あげ（大豆） でん粉、三温糖 チンゲン菜、玉ねぎ、人
参

しょうゆ、みりん、塩、酒

大豆、チキアギ（大
豆）、ひじき、豚肉

大豆油、三温糖 キャベツ、にら、人参 しょうゆ、みりん、塩

牛乳

鶏肉、油揚げ（大豆） 大豆油、白ごま、麦、米 あお豆（大豆）、ごぼ
う、しょうが、人参

かつお節、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、みりん、塩、酒

豚肉、赤みそ（大豆）、
大豆、木綿豆腐（大豆）

ごま油、大豆油、でん
粉、三温糖

きくらげ、しいたけ、
しょうが、たけのこ、に
ら、玉ねぎ、人参、にん
にく

しょうゆ、豆板醬、テンメンジャ
ン（小麦・大豆・ごま）、塩

ツナ、わかめ、茎わか
め、赤つのまた、白キリ
ンサイ、紅杉のり、緑杉
のり、寒天

三温糖、白ごま きゅうり、コーン、大根 しょうゆ、塩、ごまドレッシング
（小麦・大豆・ごま）

牛乳

米

牛乳

豚肉、大豆 スパゲティ（小麦）、大
豆油、三温糖

しめじ、トマト、ピーマ
ン、マッシュルーム、玉
ねぎ、人参、にんにく

ウスターソース、ケチャップ、デ
ミグラスソース、塩、赤ワイン、
トマトピューレ

オレンジ（予定）

鶏肉、ベーコン（豚肉） オリーブ油、麦、米 えのき、しめじ、マッ
シュルーム、玉ねぎ、人
参、白菜、パセリ

こしょう、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩、白ワイン

マンゴー

さば シークァーサー 塩

ベーコン（豚肉） 大豆油 キャベツ、カリフラ
ワー、コーン、ほうれん
草、人参、にんにく

こしょう、塩

牛乳

マンゴー

いわし 小麦粉、でん粉、大豆油 カレー粉、塩、こしょう、酒

大豆 アーモンド、さつまい
も、ノンエッグマヨネー
ズ、はちみつ

あお豆（大豆）、かぼ
ちゃ、コーン

フレンチクリーミードレッシン
グ、塩

沖縄県産マンゴー
の提供

沖縄県産和牛肉
の提供

県産和牛を使った献立は

11月・12月にも出てくるよ。

お楽しみに☆
冷凍マンゴーとして

出ます。

ひんやりおいしい！

カラフルな風車を車に飾ってお祝いしている様子（祖霊）に祝いの報告とこれまでの守護に対する感謝の祈りをささげます。


