
中学校

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

(月) わかめごはん

春雨とつくね汁

さんまのかば焼き

野菜の甘酢和え

2日 牛乳

(火) 酢飯

冬野菜のみそ汁

卵焼き

ツナ和え

焼きのり

節分豆

3日 牛乳

(水) 鶏ごぼうご飯

魚のねぎソースがけ

青菜と白菜の和え物 とりささみ（鶏肉）,し
らす干し

さとう 小松菜,白菜,きゅうり,人参,
シークヮーサー果汁

濃口醬油(小麦,大豆),酢,塩

鶏肉,油揚げ（大豆） 米,麦,大豆油 人参,ねぎ,しめじ,ごぼう,椎茸 花かつお,濃口醬油(小麦,大豆),う
す口しょうゆ,本みりん,酒,塩,チ
キンブイヨン（鶏肉）

さば さとう,でん粉 長ねぎ,おろししょうが 塩,本みりん,濃口醬油(小麦,大
豆),かつおだし

やきのり

大豆 砂糖

牛乳

鶏卵 でん粉,植物油脂 だし汁（小麦,大豆）,食塩

ツナ ノンエッグマヨネーズ,
さとう,ごま油（ごま,大
豆）

人参,たまねぎ,キャベツ,きゅ
うり,コーン

酢,こしょう,塩

米,麦,さとう 酢,塩

油揚げ(大豆),麦みそ(大
豆),白みそ(大豆)

じゃがいも 人参,大根,白菜,長ねぎ 花かつお,だし昆布,塩

とりささみ（鶏肉）,ち
くわ

さとう 小松菜,きゅうり,白菜,大根,人
参,もやし,シークヮーサー果
汁

酢（小麦）,塩

牛乳

つくね（小麦,鶏肉,ごま,
大豆,豚肉）,鶏肉

春雨 大根,人参,長ねぎ,たまねぎ,椎
茸,おろししょうが

花かつお,だし昆布,うす口しょう
ゆ（大豆,小麦）,酒,塩

さんまのかば焼き(大豆,
小麦)

牛乳

米,麦 炊き込みわかめ

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

調味料
(血や肉,骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

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

令和 3年 2月 学校給食予定（アレルギー詳細）献立表
沖縄市立学校給食センター
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日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

調味料
(血や肉,骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

4日 牛乳

(木) コッペパン

ヌードルスープ

ブロッコリーのソテー

イチゴミックスジャム

豆乳タルト

5日 牛乳

(金) ごはん

麻婆大根

コーン焼売

ザーサイの中華あえ

8日 牛乳

(月) あさり入りカレー
ピラフ

鶏のBBQソースがけ

まめっこサラダ

くだもの

9日 牛乳

(火) ごはん

ベジタブルスープ

目玉焼き

ガパオ炒め

10日 牛乳

(水) 沖縄そば（麺）

沖縄そば（汁）

紅芋大福

マーミナーチャンプ
ルー

紅芋ペースト,もち粉,白
ごま,さとう,白玉粉,水あ
め,ラード(豚肉),大豆油

塩

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

酒,濃口醬油,こしょう,塩

牛乳

沖縄そば（小麦,大豆）

豚肉,豚ばら肉,白かまぼ
こ

人参,ねぎ,生姜,椎茸 花かつお,ポークブイヨン（鶏肉,
豚肉）,濃口醬油,本みりん,酒,塩

目玉焼き（卵,乳成分,大
豆,ゼラチン）

豚ひき肉,鶏ひき肉,ひき
わり大豆

さとう,でん粉,大豆油 たまねぎ,人参,赤ピーマン,
ピーマン,エリンギ,バジル缶,
おろししょうが,おろしにんに
く

オイスターソース,うす口しょう
ゆ,塩,こしょう,ナンプラー

米

鶏肉 じゃがいも 人参,たまねぎ,白菜,セロリー,
コーン,パセリ缶

豚骨（豚肉）,塩,こしょう

はっさく（予定）

牛乳

鶏肉 オリーブ油,さとう,でん
粉

おろしにんにく,おろししょう
が,たまねぎ

塩,白ワイン,リンゴピューレー
（りんご）,濃口醬油,酢,トマト
ケチャップ,チキンブイヨン（鶏
肉）

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,キャベツ,
あお豆（大豆）,シークヮー
サー果汁

濃口醬油,酢,塩

牛乳

あさり,無添加ベーコン
（豚肉）

米,麦,大豆油 人参,たまねぎ,ピーマン,しめ
じ,マッシュルーム,コーン

カレー粉,ターメリックパウダー,
チキンブイヨン（鶏肉）,うす口
しょうゆ,酒,本みりん,塩

魚肉すり身,豆腐(大豆),
植物性たんぱく(小麦,大
豆)

豚脂（豚肉）,でん粉.パ
ン粉（小麦）,小麦粉

とうもろこし,玉ねぎ みりん

とりささみ (鶏肉） さとう,ごま油（ごま,大
豆）

人参,大根,きゅうり,もやし,
ザーサイ(大豆,ごま),小松菜

濃口醬油,酢

米

豚ひき肉,沖縄豆腐（大
豆）,麦みそ（大豆）,赤
みそ（大豆）

さとう,ごま油（ごま,大
豆）,でん粉,大豆油

おろししょうが,おろしにんに
く,人参,たまねぎ,大根,にら,椎
茸

豚骨（豚肉）,テンメンジャン
(小麦,大豆),トマトケチャップ,オ
イスターソース,塩

イチゴミックスジャム
（りんご）

豆乳タルト(大豆）

牛乳

豚肉,無添加ウインナー
（豚肉）

マーガリン（大豆）,大
豆油

たまねぎ,人参,コーン,エリン
ギ,ブロッコリー,おろしにん
にく

濃口醬油,塩,こしょう

コッペパン（小麦,乳,大
豆）

鶏肉,無添加ベーコン
（豚肉）

スパゲッティ（小麦）,
じゃがいも

人参,たまねぎ,セロリー,パセ
リ缶

豚骨（豚肉）,チキンブイヨン
（鶏肉）,濃口醬油,こしょう,塩

牛乳



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

調味料
(血や肉,骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

12日 牛乳

(金) 赤飯

中身汁

厚揚げのもずくあんか
け

●れんこんのごま和え
（ごま）

15日 牛乳

(月) ケチャップライス

オムライスシート

コールスローサラダ

ミニケチャップ
（個包装）

米粉カップケーキ

16日 牛乳

(火) ごはん

●中華たまごスープ
（卵）

五目包子

大根とわかめの酢の物

17日 牛乳

(水) 黒糖パン

●麦入りコーンポター
ジュ（乳）

豚肉コロッケ

すりおろし人参
ドレッシングサラダ

18日 牛乳

(木) 梅入り炊き込みご飯

玉子と野菜の豆腐焼き

さつま芋の和風サラダ

19日 牛乳

(金) 中華めん

わかめスープ

ジャージャー麺（具）

ジャージャー麺用
和え物

豚ひき肉,鶏ひき肉,ひき
わり大豆,麦みそ（大
豆）

さとう,大豆油,でん粉 人参,たまねぎ,椎茸,たけのこ,
おろしにんにく,おろししょう
が

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

ごま油（ごま,大豆）,さ
とう

大根,きゅうり,小松菜,もやし,
人参,長ねぎ

うす口しょうゆ

中華めん（小麦,大豆）

鶏肉,絹ごし豆腐（大
豆）,わかめ

ごま油（ごま,大豆）,で
ん粉

人参,とうがん,たまねぎ,コー
ン

豚骨（豚肉）,うす口しょうゆ,
塩,チキンブイヨン(鶏肉)

無添加ハム(豚肉,大豆）,
甘口白みそ（大豆）

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）

うす口しょうゆ,酢,塩

牛乳

豚肉,油揚げ（大豆） 米,麦,大豆油 人参,大根,長ねぎ,椎茸,梅肉
（りんご,オレンジ,大豆.小
麦）

花かつお,うす口しょうゆ,本みり
ん,酒,ゆかり,塩

ひじきと野菜の豆腐揚げ
（卵,小麦,大豆）

さとう,でん粉 濃口醬油,本みりん,かつおだし

とりささみ (鶏肉）,ミッ
クスビーンズ

オリーブ油,さとう きゅうり,人参,大根,カリフラ
ワー,シークヮーサー果汁

すりおろし人参ドレッシング
（オレンジ,大豆,りんご）,酢

牛乳

鶏肉,普通牛乳（乳）,生
クリーム（乳）

押麦,じゃがいも,小麦粉,
マーガリン（乳,大豆,豚
肉）

人参,たまねぎ,マッシュルー
ム,コーン,裏ごしコーン,ク
リームコーン,パセリ缶

チキンブイヨン（鶏）,塩,こしょ
う

豚肉コロッケ(小麦,大豆,
豚肉)

大豆油

牛乳

黒糖パン（小麦,乳,大
豆）

五目包子（小麦,こま,大
豆,鶏肉,豚肉）

わかめ さとう 大根,人参,きゅうり,もやし,
シークヮーサー果汁

酢,塩

米

鶏肉,絹ごし豆腐(大豆),
液卵

でん粉,ごま油(ごま,大
豆),大豆油

人参,長ねぎ,たまねぎ,コーン 豚骨（豚肉）,うす口しょうゆ,こ
しょう,塩

0 米粉カップケーキ（大
豆）

0 0

牛乳

ミックスビーンズ ノンエッグマヨネーズ,
オリーブ油,さとう

人参,キャベツ,きゅうり,大根 コーンクリーミードレッシング,
酢,塩

トマトケチャップ

鶏肉,無添加ベーコン
（豚肉）

米,麦,大豆油 人参,たまねぎ,しめじ,コーン,
マッシュルーム,パセリ缶,
ハート型人参

チキンブイヨン（鶏肉）,トマト
ジュース,トマトソース（大豆）,
トマトケチャップ,塩

鶏卵 でん粉,植物油脂 だし汁（小麦,大豆）,食塩

とりささみ (鶏肉）,ちく
わ

さとう,白ねりごま,白す
りごま

小松菜,人参,きゅうり,れんこ
ん,コーン

濃口醬油,酢,塩

牛乳

豚もも肉,豚中身 ねぎ,生姜,こんにゃく,椎茸 花かつお,豚骨（豚肉）,だし昆
布,濃口醬油,本みりん,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

濃口醬油,本みりん,酒,かつおだ
し

牛乳

米,赤飯,黒米,餅米



日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

調味料
(血や肉,骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

22日 牛乳

(月) きのこと豆のリゾット

魚のアーモンドフライ

青じそドレッシング
サラダ

24日 牛乳

(水) ごはん

根菜汁

ちくわのチーズマヨ
ネーズ焼き

キャベツのツナ和え

25日 牛乳

(木) ごはん

かぼちゃのみそ汁

いわしのトマト煮

ブロッコリーのおかか
和え

26日 牛乳

(金) ごはん

キャベツとベーコンの
スープ

タコミート

●タコライス用サラダ
（乳）

牛乳

米

いわし さとう,でんぷん トマトペースト,たまねぎエキ
ス

食塩

チキアギ（大豆）,糸け
ずり

さとう ブロッコリー,コーン,大根,
きゅうり,人参

濃口醬油,酢

豚ひき肉,牛ひき肉,豚レ
バー,ひきわり大豆,レン
ズ豆

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

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

チーズ（乳） キャベツ,白菜,人参

鶏肉,無添加ベーコン(豚
肉),白いんげん豆ペース
ト

じゃがいも,オリーブ油 人参,たまねぎ,キャベツ,パセ
リ缶,しめじ

豚骨（豚肉）,チキンブイヨン
（鶏肉）,塩,こしょう

米

豚肉,麦みそ（大豆）,白
みそ（大豆）

かぼちゃ,こんにゃく,たまね
ぎ,大根,生姜,ねぎ

花かつお,だし昆布,塩

ツナ さとう キャベツ,小松菜,人参,大根,
シークヮーサー果汁

うす口しょうゆ,酢,塩

牛乳

鶏肉,油揚げ（大豆） 大豆油 たまねぎ,人参,長ねぎ,ごぼう,
椎茸

花かつお,だし昆布,うす口しょう
ゆ,酒,塩

ちくわ,粉チーズ（乳）,
脱脂粉乳（乳）,普通牛
乳（乳）,生クリーム
（乳）,青のり

ノンエッグマヨネーズ

牛乳

米

たら パン粉(小麦,大豆),アー
モンド,大豆油

バッター液,塩,こしょう

とりささみ (鶏肉） オリーブ油,さとう きゅうり,小松菜,人参,白菜,大
根

酢,塩,青じそドレッシング(小麦,
大豆)

牛乳

鶏肉,レンズ豆,ひきわり
大豆

米,麦,さとう,オリーブ油 たまねぎ,人参,おろしにんに
く,しめじ,えのきたけ,あお豆
（大豆）,マッシュルーム,
コーン

チキンブイヨン（鶏肉）,トマト
ソース（大豆）,こしょう,白ワイ
ン,塩

ビタミンＣには、風邪予防だけでなく、ストレスに対抗する

作用もあります。野菜や果物を毎食取り入れましょう。

２月４日は「立春」で暦の上では春となりますが、まだまだ寒い日が続きます。風邪やイ
ンフルエンザ・新型コロナウイルスが流行しています。外出後は必ず手洗い・うがいを
行い、栄養と睡眠をしっかりとることが肝心です。また、適度に体を動かし、ウイルスに
負けない体をつくりましょう。この時季はなるべく人混みへの外出を控え、外出時には
マスクの着用を忘れずに。

体調管理の徹底を！


