
幼 ・ 小
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。

1日 牛乳

(木) ごはん

豚汁

さばの塩麹焼き

2日 牛乳

(金) ●トマトクリーム
スパゲティ（乳）

オムレツ

さつまいもサラダ

5日 牛乳

(月) 五目雑炊

安納芋

豚肉といんげんの炒めもの

米

牛乳

豚肉,油揚げ(大豆),麦み
そ(大豆),白みそ(大豆)

じゃがいも たまねぎ,人参,こんにゃ
く,長ねぎ,ごぼう

花かつお,だし昆布,酒,本みりん

さば 塩こうじ

安納芋

日 献立名 調味料

令和2年10月

牛乳

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

学校給食予定（アレルギー詳細）献立表

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

卵　乳　小麦　そば　落花生　えび　かに
　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

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

赤の食品 黄の食品 緑の食品

沖縄市第3調理場
TEL 989-1324

豚肉,厚揚げ（大豆） 大豆油 いんげん,人参,こんにゃ
く,たまねぎ,おろししょ
うが,おろしにんにく

酒,濃口醬油（小麦,大豆）,本みり
ん,塩

無添加ベーコン(豚肉,大
豆),豆乳(大豆),チーズ
（乳）,脱脂粉乳(乳)

スパゲティ（小麦）,オ
リーブ油

人参,たまねぎ,しめじ,
マッシュルーム,おろし
にんにく,トマト缶

塩,こしょう,チキンブイヨン（鶏
肉）

液卵白・乾燥卵（卵）,
大豆

でん粉 食塩,ゼラチン

無添加ハム（豚肉,大豆,
鶏肉）

さつまいも,ノンエッグ
マヨネーズ ,さとう

人参,きゅうり,あお豆
（大豆）

カレー粉,酢(小麦),塩

鶏肉,ツナ 米,麦 人参,たまねぎ,白菜,ねぎ,
しめじ,椎茸,おろししょ
うが

花かつお,チキンブイヨン（鶏
肉）,豚骨（豚肉）,うす口しょう
ゆ（大豆,小麦）,塩

牛乳

お月見フルーツ白玉 カラフルボール（大
豆）,月型星型ゼリー
ミックス（オレンジ）

みかん缶,もも缶,パイン
缶



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

赤の食品 黄の食品 緑の食品

6日 牛乳

(火) ゆかりごはん

鶏のうま煮

ごぼうチキアギ

海藻の和え物

くだもの（幼のみ）

7日 牛乳

(水) ごはん

●ビーフカレー（乳）

蒸しコーン

8日 牛乳

(木) 黒糖パン

豆とポテトのスープ

タンドリーチキン

白菜サラダ

13日 牛乳

(火) コッペパン

●コーンチャウダー（乳）

魚のマスタード焼き

豆と野菜のサラダ

14日 牛乳

(水) ごはん

根菜汁

豚肉の生姜やき

ゆず香るサラダ

15日 牛乳

(木) 沖縄そば

芋くじ天ぷら

ウサチー

くだもの（小のみ）

福神漬け さとう 人参,大根,きゅうり,キャ
ベツ,福神漬（小麦,大
豆）

濃口醬油,酢

牛乳

米,麦 ゆかり

鶏肉,油揚げ(大豆) じゃがいも,さとう 人参,たまねぎ,椎茸,長ね
ぎ,絹さや,こんにゃく

花かつお,濃口醬油,うす口しょう
ゆ,本みりん,酒,だし昆布,塩

くだもの

牛乳

ごぼうチキアギ

わかめ,ツナ,海そうミッ
クス

さとう 人参,きゅうり,大根,コー
ン,シークヮーサー果汁

濃口醬油,酢,塩

米

牛肉,脱脂粉乳（乳）,白
花豆＆白いんげん豆ペー
スト

大豆油,じゃがいも,小麦
粉,マーガリン（乳,大豆,
豚肉）

人参,たまねぎ,なす,ピー
マン,おろしにんにく

豚骨（豚肉）,赤ワイン,トマトケ
チャップ,ウスターソース,カレー
粉,カレールウ（小麦,牛肉,鶏肉,大
豆,豚肉）,マドラスカレー(小麦,牛
肉,豚肉,大豆,りんご),塩

コーン

牛乳

黒糖パン（小麦,乳,大
豆）

鶏肉,ひよこ豆,白いんげ
ん豆,白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト

じゃがいも,でん粉 コーン,たまねぎ,あお豆
（大豆）,パセリ缶

豚骨（豚肉）,チキンブイヨン（鶏
肉）,うす口しょうゆ,塩,こしょう

コッペパン（小麦,乳,大
豆）

鶏肉,白花豆＆白いんげ
ん豆ペースト,脱脂粉乳
（乳）,生クリーム
（乳）

麦,じゃがいも,小麦粉,
マーガリン（乳,大豆,豚
肉）

人参,たまねぎ,コーン,パ
セリ缶,裏ごしコーン

チキンブイヨン（鶏肉）,塩,こ
しょう

鶏肉,ヨーグルト（乳） おろしにんにく,おろし
しょうが

トマトケチャップ,カレー粉,オニ
オンパウダー,パプリカ粉

ツナ オリーブ油,さとう 白菜,きゅうり,小松菜,人
参,大根,シークヮーサー
果汁

酢,塩

牛乳

濃口醬油,酒,本みりん

さけ,チーズ（乳） ノンエッグマヨネーズ パセリ缶 塩,こしょう,粒入りマスタード

とりささみ (鶏肉）,白い
んげん豆,ミックスビー
ンズ

さとう,オリーブ油 人参,きゅうり,大根,あお
豆（大豆）,コーン,シー
クヮーサー果汁

濃口醬油,酢,塩

とりささみ (鶏肉） さとう 小松菜,きゅうり,パパイ
ヤ,大根,人参,シークヮー
サー果汁

酢,塩

くだもの

牛乳

豚肉,白かまぼこ 沖縄そば（小麦,大豆） 人参,椎茸,ねぎ,しょうが 花かつお,豚骨（豚肉）,濃口醬油,
本みりん,酒,塩

もち粉,三温糖,大豆油,紅
芋

とりささみ (鶏肉） さとう,オリーブ油 白菜,人参,キャベツ,大根,
ブロッコリー,ゆず,シー
クヮーサー果汁

酢,塩

牛乳

米

鶏肉,油揚げ（大豆） 大根,椎茸,人参,ごぼう,長
ねぎ

花かつお,だし昆布,うす口しょう
ゆ,酒,塩

豚肉 さとう おろししょうが



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

赤の食品 黄の食品 緑の食品

16日 牛乳

(金) ごはん

なるとのすまし汁

魚のゆずみそがけ

ひじき炒め

19日 牛乳

(月) 洋風雑炊

白身魚フライ

キャベツとベーコンのソテー

ソフールヨーグルト(小のみ）

20日 牛乳

(火) むぎごはん

●中華コーンスープ（卵）

ポークシューマイ

鶏肉と豆のチリソース

21日 牛乳

(水) ごはん

冬瓜のスープ

魚のシークワーサーソース

カレー風味サラダ

22日 牛乳

(木) なかよしパン

ポークビーンズ

ケチャップソースミートボール

大根サラダ

ブルーベリージャム

23日 牛乳

(金) ごはん

チムシンジ

厚揚げのもずくあんかけ

梅肉和え

牛乳

鶏肉,無添加ベーコン
（豚肉,大豆）

米,麦,オリーブ油 人参,マッシュルーム,た
まねぎ,コーン,キャベツ,
パセリ缶

白ワイン,チキンブイヨン（鶏
肉）,豚骨（豚肉）,うす口しょう
ゆ,塩

ひじき,豚肉,大豆,チキア
ギ（大豆）

大豆油,さとう 人参,切干大根,こんにゃ
く

濃口醬油,本みりん,塩,かつおだし,
ポークブイヨン（鶏肉,豚肉）

牛乳

ホキ パン粉（小麦,大豆）,小
麦粉,でん粉,大豆油

食塩

無添加ベーコン（豚肉,
大豆）

乳不使用マーガリン（大
豆）

キャベツ,人参,小松菜,た
まねぎ,しめじ,コーン

濃口醬油,塩,こしょう

ソフールヨーグルト(乳,
ゼラチン)

豚肉 パン粉（小麦）,でん粉,
砂糖,小麦粉,水あめ

たまねぎ,しょうがペー
スト

食塩

鶏肉,大豆 大豆油,さとう 人参,たまねぎ,たけのこ,
ピーマン,おろしにんに
く,おろししょうが

豆板醬,本みりん,トマトケチャッ
プ,酢

米,麦

鶏肉,絹ごし豆腐（大
豆）,液卵

でん粉,ごま油（大豆） 人参,コーン,長ねぎ チキンブイヨン（鶏肉）,豚骨（豚
肉）,うす口しょうゆ,塩,こしょう

鶏肉,白いんげん豆 でん粉 とうがん,人参,たまねぎ チキンブイヨン（鶏肉）,うす口
しょうゆ,こしょう,塩

まぐろ さとう,でん粉 シークヮーサー果汁 塩,濃口醬油

牛乳

米

なかよしパン（小麦,乳,
大豆）

豚肉,大豆,ポークビーン
ズ（小麦,大豆,豚肉）

じゃがいも,さとう,でん
粉,大豆油

人参,たまねぎ,ピーマン,
トマト

赤ワイン,豚骨（豚肉）,トマトケ
チャップ,トマトソース（大豆）,
塩

ミックスビーンズ,大豆,
無添加ハム（豚肉,大豆,
鶏肉）

ノンエッグマヨネーズ,
さとう

あお豆（大豆）,コーン,
人参,ブロッコリー,きゅ
うり

酢,カレー粉,塩

さとう 小松菜,人参,きゅうり,大
根,梅肉（りんご,大豆）

酢,塩

豚肉,豚レバー,麦みそ
（大豆）,白みそ（大
豆）

じゃがいも 人参,大根,にら,おろしに
んにく,おろししょうが

花かつお,だし昆布,塩

厚揚げ（大豆）,もずく さとう,でん粉 たまねぎ,にら,赤ピーマ
ン,えのきたけ

かつおだし,濃口醬油,本みりん,酒

塩,本みりん,かつおだし

米

なると,絹ごし豆腐（大
豆）

とうがん,えのきたけ,み
つば,おろししょうが

花かつお,だし昆布,うす口しょう
ゆ,酒,塩

鶏肉,植物性たん白（大
豆）

豚脂（豚肉),砂糖 たまねぎ,しょうがペー
スト,にんにくペースト,
トマトペースト

食塩,トマトケチャップ,食酢,小麦
不使用しょうゆ（大豆）

ツナ,海藻サラダ 大根,コーン,人参,きゅう
り

和風ドレッシング (小麦,大豆,りん
ご）,塩

米

牛乳

ブルーベリージャム

高原幼

泡瀬幼

比屋根

幼欠食

沖縄

東中

2年

欠食

沖縄

東中

2年

欠食

牛乳

牛乳

さば,甘口白みそ（大
豆）,赤みそ（大豆）

さとう,でん粉 おろししょうが,ゆず



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

赤の食品 黄の食品 緑の食品

26日
牛乳

(月) 芋ごはん

メンチカツ

キャベツとしめじのおかか和え

27日
牛乳

(火) ごはん

中華煮

しそ巻き棒餃子

キムチあえ

28日 牛乳

(水) 高菜ごはん

鶏肉の照り焼き

アーモンド和え

くだもの（幼のみ）

29日
牛乳

(木) むぎごはん

なめこ汁

わかさぎ天ぷら

パパイヤ炒め

くだもの（小のみ）

30日
牛乳

(金) コッペパン

●パンプキンスープ（乳）

かぼちゃハンバーグ

イタリアンサラダ

牛乳

チキアギ(大豆),糸けずり さとう 小松菜,キャベツ,きゅう
り,人参,しめじ,梅肉（り
んご、大豆）

酢,ゆかり

牛乳

油揚げ（大豆）,豚肉,大
豆

米,麦,さつまいも,大豆油 人参,しめじ 花かつお,だし昆布,うす口しょう
ゆ,本みりん,酒,塩

豚肉,大豆粉（大豆） パン粉（小麦）,大豆油,
でん粉,砂糖

キャベツ,たまねぎ, 食塩,チキンコンソメ（鶏肉）

鶏肉,しらす干し,油揚げ
（大豆）

米,麦,ごま油（大豆）,大
豆油

人参,椎茸,高菜漬（大
豆）

花かつお,キンブイヨン（鶏肉）,
うす口しょうゆ,本みりん,酒,塩

とりささみ (鶏肉） さとう,ごま油（大豆） 人参,大根,きゅうり,もや
し,白菜キムチ（大豆,小
麦）

濃口醬油,酢

米

豚肉,沖縄豆腐（大豆） 大豆油,でん粉,ごま油
（大豆）

人参,白菜,パクチョイ,椎
茸,おろしにんにく,おろ
ししょうが,糸こんにゃ
く

花かつお,酒,濃口醬油,本みりん,オ
イスターソース,塩

牛乳

コッペパン(小麦,乳,大
豆)

わかさぎ,乳化剤（乳,大
豆）

小麦粉,でん粉,砂糖,大豆
油

食塩,香辛料（小麦,大豆）

ツナ,無添加ベーコン
（豚肉,大豆）,チキアギ
（大豆）,厚揚げ（大
豆）

大豆油 パパイア,人参,にら,こん
にゃく

ポークブイヨン（鶏肉,豚肉）,濃
口醬油,塩

くだもの

しらす干し オリーブ油,さとう ブロッコリー,カリフラ
ワー,人参,きゅうり,シー
クヮーサー果汁

酢,塩

鶏肉,無添加ベーコン
（豚肉,大豆）,脱脂粉乳
（乳）,生クリーム(乳)

麦,じゃがいも,小麦粉,
マーガリン（乳,大豆,豚
肉）

人参,たまねぎ,かぼちゃ,
かぼちゃペースト,パセ
リ缶

チキンブイヨン（鶏肉）,塩,こ
しょう

鶏肉,植物性たん白（大
豆）,豚肉

豚脂（豚肉),砂糖 たまねぎ,かぼちゃ,にん
にくペースト,しょうが
ペースト

塩

絹ごし豆腐（大豆）,麦
みそ(大豆),白みそ(大豆)

大根,人参,にら,えのきた
け,なめこ,椎茸

花かつお,だし昆布,塩

牛乳

鶏肉 水あめ　,さとう おろしにんにく,おろし
しょうが

濃口醬油,本みりん

わかめ,アーモンド 細切りアーモンド,さと
う,粉末アーモンド

小松菜,白菜,きゅうり,人
参,コーン

濃口醬油,酢

くだもの

牛乳

米,麦

豚肉,鶏肉,液卵白（卵）,
植物性たん白（大豆）

豚脂（豚肉),植物油脂
（ごま,大豆）,小麦粉,水
あめ,砂糖,でんぷん

キャベツ,たまねぎ,しそ,
にら,

がらスープ（鶏肉,豚肉,ゼラチ
ン）,しょうゆ（小麦,大豆）,食塩,
チキンエキス（ごま,大豆,鶏肉,豚
肉）,ポークエキス（乳,豚肉）

泡瀬

小幼

欠食


