
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。

学校給食予定献立表（アレルギー詳細）献立表

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　

令和2年12月
沖縄市第二調理場

TEL937-2700　FAX923-3035

沖縄市立学校給食センター

カゼやインフルエンザが流行しやすい季節になりました。

カゼを予防するためには、「栄養バランスのよい食事」「適度な運動」

「十分な睡眠」を心がけるほか、手あらいやうがいもしっかり

行いましょう。



1日 牛乳

(火) 中華風うどん

かんぴょうのかみかみ
サラダ

枝豆しゅうまい

2日 牛乳

(水) 五目ごはん

ツナ和え

魚の西京焼き

3日 牛乳

(木) ごはん

肉そぼろ

若竹汁

さつまいものきな粉かけ

4日 牛乳

(金) コッペパン

野菜とチキンのトマト煮

魚のレモン風味焼き

手作りりんごジャム

7日 牛乳

(月) みそラーメン

野菜いため

パリパリ野菜春巻き

8日 牛乳

(火) 高菜ぞうすい

きんぴらレンコン

厚揚げのそぼろあんかけ

幼稚園　

欠食

鶏肉、厚あげ（大豆） 大豆油、でん粉、三温
糖、水あめ

しょうが、ねぎ、玉ねぎ かつお節、しょうゆ、みりん

牛乳

豚肉、白かまぼこ（大
豆）、油揚げ（大豆）

大豆油、白ごま、押し
麦、米

しいたけ、玉ねぎ、高菜
漬（大豆）、人参

かつお節、しょうゆ、ポークブイ
ヨン、塩、酒

チキアギ（大豆）、豚肉 ごま油、三温糖、白ごま きくらげ、ごぼう、こん
にゃく、にら、れんこ
ん、人参

かつお節、しょうゆ、みりん、
塩、七味唐辛子（ごま）

ツナ 大豆油 キャベツ、こまつな、も
やし、玉ねぎ、人参

こしょう、しょうゆ、塩

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

牛乳

なると（大豆）、豚肉、
赤みそ（大豆）、赤だし
（大豆・さば・鶏肉）

ごま油、大豆油、ラーメ
ン（小麦・大豆）

きくらげ、コーン、しょ
うが、長ねぎ、にんにく

かつお節、ポークブイヨン（鶏
肉・豚肉）、塩、酒

コーンスターチ、三温糖 りんご、レモン果汁 リンゴピューレー（りんご）、シ
ナモン

大豆、鶏肉 じゃがいも、大豆油、三
温糖

しめじ、トマト、ブロッ
コリー、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（鶏肉）、デミグラ
スソース（小麦・鶏肉・豚肉）、
塩、赤ワイン、トマトピューレ

さば レモン果汁 塩

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

きな粉（大豆） さつまいも、大豆油、黒
糖、三温糖

まぐろ、白みそ（大豆） 三温糖 みりん、しょうゆ

鶏肉、大豆 三温糖 こまつな、しょうが、玉
ねぎ、人参

しょうゆ、みりん、塩、酒

わかめ えのき、たけのこ、玉ね
ぎ、人参、大根

かつお節、しょうゆ、だし昆布、
塩

牛乳

米

牛乳

ひじき、豚肉、油揚げ
（大豆）

米、押し麦、大豆油 あお豆（大豆）、ごぼ
う、こんにゃく、しいた
け、人参

かつお節、しょうゆ、みりん、
塩、酒

ツナ 三温糖、白ごま 大根、にんじん、きゅう
り、もやし

しょうゆ、りんご酢

しょうゆ、りんご酢（りんご）、
塩

魚肉すり身、大豆 パン粉（小麦）、小麦
粉、砂糖、豚脂（豚
肉）、でん粉

玉ねぎ、枝豆（大豆） 塩

牛乳

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、もや
し、玉ねぎ、人参、長ね
ぎ、白菜、りんご、にん
にく、しょうが、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）

(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

糸かまぼこ ごま油（ごま）、三温糖 かんぴょう、キャベツ、
コーン、こまつな

そ
ぼ
ろ
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

9日 牛乳

(水) ごはん

チムシンジ

マーミナーチャンプルー

千草焼き

10日 牛乳

(木) ラザニア風パスタ

スイートポテトサラダ

ホキのマリネ

11日 牛乳

(金) あみパン

カレークリームスープ

野菜のガーリックソテー

魚のマスタード焼き

14日 牛乳

(月) 中華おこわ

チャプチェ

ユーリンチー

15日 牛乳

(火) 沖縄そば

ソーキの煮つけ

くだもの

16日 牛乳

(水) ごはん

豚バラと冬瓜のみそ煮

パパイヤとツナの和え物

魚のポン酢かけ

17日 牛乳

(木) コッペパン

スクランブル
エッグ

ケチャップ

グリーンスープ

くだもの

美原小

6年

欠食

幼稚園　

欠食

幼稚園　

欠食

鶏肉、豆乳（大豆）、白
花豆、白いんげん豆

じゃがいも、大豆油 グリンピース、セロリ、
マッシュルーム、玉ね
ぎ、人参、パセリ

こしょう、しょうゆ、チキンブイ
ヨン、塩

オレンジ（予定）

ベーコン（豚肉）、卵 大豆油 こまつな、玉ねぎ、赤
ピーマン

塩、こしょう

トマトケチャップ

牛乳

コッペパン（小麦・乳・
大豆）

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）、
赤みそ（大豆）、白みそ
（大豆）、ボール天

大豆油、でん粉、三温糖 こんにゃく、しょうが、
チンゲン菜、とうがん、
人参

かつお節、しょうゆ、みりん

ツナ 三温糖、白ごま きゅうり、コーン、パパ
イア、人参

しょうゆ、りんご酢

りんご（予定）

牛乳

豚肉、丸長かまぼこ（大
豆）

大豆油、沖縄そば（小
麦・大豆）、三温糖

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

牛肉 ごま油、はるさめ、三温
糖、白ごま、ラー油（ご
ま）

たけのこ、にら、ピーマ
ン、もやし、人参、にん
にく

しょうゆ、塩、酒

鶏肉 ごま油、大豆油、でん
粉、三温糖、小麦粉

しょうが、長ねぎ オイスターソース （大豆）、しょ
うゆ、酒、酢

結び昆布、角あげ（大
豆）、軟骨ソーキ

三温糖 人参、大根、パクチョイ かつお節、しょうゆ、みりん、
塩、酒

牛乳

豚肉 ごま油、大豆油、もち米　
、米

からし菜、きくらげ、し
いたけ、しめじ、人参

しょうゆ、チキンブイヨン、ポー
クブイヨン、塩、酒

ホキ ノンエッグマヨネーズ こしょう、マスタード、塩

ベーコン（豚肉） 大豆油 カリフラワー、キャベ
ツ、コーン、ブロッコ
リー、赤ピーマン、にん
にく

こしょう、しょうゆ、塩

牛乳

あみパン（小麦・乳・大
豆）

ホキ 三温糖 きゅうり、玉ねぎ、赤
ピーマン

こしょう、しょうゆ、塩、酢（小
麦）

大豆 アーモンド、ノンエッグ
マヨネーズ（大豆）、さ
つまいも、はちみつ

あお豆（大豆）、コーン フレンチクリーミードレッシン
グ、塩

鶏肉、牛乳 じゃがいも、マーガリン
（乳・大豆）、小麦粉

かぼちゃ、こまつな、
マッシュルーム、玉ね
ぎ、人参

カレー粉、こしょう、チキンブイ
ヨン、ポークブイヨン、塩、白ワ
イン、カレールウ（小麦・牛肉・
鶏肉・大豆）

牛乳

豚肉、大豆、チーズ
（乳）

大豆油、ペンネマカロニ 
（小麦）、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、ト
マトピューレ、デミグラスソー
ス、塩、赤ワイン

卵、鶏肉、チーズ（乳） 大豆油、なたね油、砂
糖、でん粉

玉ねぎ、人参、ほうれん
草、しいたけ

しょうゆ（小麦・大豆）、塩、か
つお節エキス

豚肉、赤みそ（大豆）、
豚レバー、白みそ（大
豆）

じゃがいも 人参、にんにく葉、にん
にく

かつお節、塩

豆腐（大豆）、豚肉 大豆油 しめじ、ピーマン、もや
し、玉ねぎ、人参、にん
にく

こしょう、しょうゆ、塩

牛乳

米

エ
ッ
グ
サ
ン
ド



(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

18日 牛乳

(金) 冬至ジューシー

●いかの酢みそ和え

魚の黒糖生姜焼き

21日 牛乳

(月) ごはん

沖縄風みそ汁

千切りイリチー

魚のピリ辛焼き

22日 牛乳

(火) うっちんライス

野菜と麩の炒め物

いわしの蒲焼き風

23日 牛乳

(水) ジャージャー麺

春雨スープ

紅いもだんご

24日 牛乳

(木) ごはん

幼稚園　
欠食

ビーフシチュー

クリス

マス
メニュー

コブサラダ

クリスマスのショコラ
ケーキ

25日 牛乳

(金) チキンライス

星のハンバーグ

●ヨーグルト和え 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

鶏肉、豚肉、植物性たん
白（大豆）

マッシュポテト、でん
粉、砂糖、豚脂（豚肉）

玉ねぎ、野菜ペースト ケチャップ、赤ワイン、塩

牛乳

鶏肉 大豆油、押し麦、米 コーン、ピーマン、マッ
シュルーム、玉ねぎ、人
参

ケチャップ、こしょう、塩、チキ
ンブイヨン

牛乳

米

豆乳（大豆） 砂糖、米粉、植物油脂、
でん粉

ココナッツ、ココアパウダー、塩

牛肉、白いんげん豆 じゃがいも、大豆油、三
温糖

セロリ、トマト、ブロッ
コリー、マッシュルー
ム、玉ねぎ、人参、にん
にく

ケチャップ、チキンブイヨン、デ
ミグラスソース、トマトソース
（大豆）、塩、赤ワイン、ウス
ターソース

アーモンド、ノンエッグ
マヨネーズ、三温糖

カリフラワー、キャベ
ツ、きゅうり、コーン、
レモン果汁、赤ピーマン

しょうゆ、サウザンドレッシング

紅いも、もち粉、白ご
ま、砂糖、白玉粉、水あ
め、ラード（豚肉、牛
肉、大豆）、大豆油

塩

牛乳

豚肉、赤みそ（大豆）、
大豆

ごま油、大豆油、中華麺
（小麦・大豆）、三温糖

しいたけ、しょうが、た
けのこ、パクチョイ、玉
ねぎ、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 ふ（小麦・大豆）、大豆
油

キャベツ、にんじん、玉
ねぎ、もやし、小松菜

塩、こしょう、しょうゆ

いわし 大豆油、でん粉、三温
糖、小麦粉、白ごま

しょうが こしょう、しょうゆ、みりん、塩

鶏肉 ごま油、でん粉、はるさ
め、白ごま

えのき、コーン、大根、
長ねぎ

かつお節、こしょう、しょうゆ、
チキンブイヨン、塩

牛乳

鶏肉 大豆油、押し麦、米 からし菜、しいたけ、玉
ねぎ、人参、にんにく

うっちん粉、カレー粉、しょう
ゆ、チキンブイヨン、塩、酒

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

チキアギ（大豆）、豚
肉、細切こんぶ

大豆油 こんにゃく、切干大根 しょうゆ、みりん、塩、かつお
節、酒

牛乳

米

いか、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

さば 黒糖、はちみつ しょうが しょうゆ、みりん、塩、酒

豆腐（大豆）、ポーク
（豚肉・鶏肉）、赤みそ
（大豆）、白みそ（大
豆）

こまつな、もやし、玉ね
ぎ、人参、大根

塩、かつお節

牛乳

豚肉、白かまぼこ（大
豆）、油揚げ（大豆）

大豆油、田芋、押し麦、
米

しいたけ、人参 かつお節、しょうゆ、ポークブイ
ヨン、みりん、塩、酒

北美小

5年

欠食

1月の給食提供は

1/5（火）からに

なります。

も


