
日付 料理名 赤 黄 緑 調味料（アレルゲン）

5月1日(火)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

きびごはん もちびき,米

はるさめスープ
とりにく ごま油,はるさめ　はるさめ しょうが,長ねぎ シママース,しょうゆ(小麦、大

豆）,花かつお

チンジャオロース 牛肉 ごま油,でん粉,さとう,調合油

（だいず）

たけのこ,ピーマン,赤ピーマン,

黄ピーマン,にんにく

シママース,ポークブイヨン

（鶏肉、豚肉）,みりん,酒

はるまき
豚肉、大豆 調合油（だいず）、こむぎこ、は

るさめ、砂糖、ごま油,でんぷん

キャべツ、たけのこ、たまねぎ、

にんじん、しいたけ

しょうゆ、水あめ、食塩、ポー

クエキス（とりにく）、かきエ

キス
5月2日(水)

牛乳
ギュウニュウ 牛乳

麦ごはん
ムギ 米,麦

ハヤシライス 牛肉 乳なしマーガリン（大豆、豚

肉）,小麦粉,調合油（だい

ず）

たまねぎ,にんじん,マッシュルー

ム、セロリー,トマト、ピーマン,に

んにく

ウスターソース（りんご、大豆）カ

レー粉,ケチャップ,ハヤシフレーク

（小麦、大豆） 、リンゴピュー

レー（りんご）,赤ワイン,鶏だし

骨

●フルーツヨーグルト

（乳）

ヨーグルト（乳） さとう パイナップル,みかん,黄桃（も

も）

黒糖ビーンズ
コクトウ 大豆 黒糖

5月7日(月)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

炊き込みご飯
タ　　　　コ　　　　ハン とりにく,ひじき,油揚げ(大

豆)

こめ,調合油（だいず）,麦 にんじん,ごぼう,しいたけ,たけ

のこ,ねぎ

シママース,しょうゆ,みりん,花

かつお,酒

青菜のお浸し
アオナ　　　　　ヒタ すりごま,さとう、ごま きゅうり,もやし,小松菜 シママース,しょうゆ,酢（小

麦）

ホキのマヨネーズ焼き
　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ ホキ ノンエッグマヨネーズ （だいず、り

んご）

こしょう,シママース,料理酒

5月8日(火)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

あわごはん もちびき,米

豚汁
トンジル こんぶ,ぶたにく、厚揚げ

(大豆)、麦みそ

こんにゃく,さといも だいこん,にんじん,長ねぎ

ゴーヤーの和え物
　　　　　　　　　　　ア　　モノ ツナ オリーブ油,すりごま,さとう きゅうり,ゴーヤー,コーン,もやし しょうゆ,酢、シークヮーサー果

汁

納豆
ナットウ 大豆 しょうゆ

5月9日(水)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

クファジューシー チキアギ,ぶたにく 麦,こめ,調合油（だいず） ごぼう,しいたけ,にんじん,ねぎ シママース,しょうゆ,ポークブイ

ヨン（とりにく、ぶたにく）

切干大根あえ ごま,さとう きゅうり,きりぼしだいこん シママース,しょうゆ,特濃酢

さつま芋天ぷら
　　　　　　イモテン サツマイモ、でん粉,さとう,大豆油

（大豆）,小麦粉

除去食対応アレルゲン７品目 卵 乳（乳製品） えび かに いか たこ ごま

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに
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

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）20品目

5月学校給食予定献立（アレルギー詳細）献立
沖縄市学校給食センター

第一調理場

ＴＥＬ：098‐929-4776



5月10日(木)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

あわごはん もちびき,米

大根の煮つけ
ダイコン　　ニ 厚揚げ(大豆),結び昆布,

鶏肉

こんにゃく,さとう、一口がんも（だ

いず、ごま）

いんげん,しいたけ,にんじん,大

根

シママース,しょうゆ,みりん,花

かつお,酒

ひじきの炒め
ヒジキノイタメ さつま揚げ,ひじき キャベツ,にんじん,もやし みりん,薄口しょうゆ、シママー

ス、顆粒風味調味料

鯖の塩焼き さば こしょう,シママース

5月11日(金)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

キムタクチャーハン 豚肉 米,調合油（だいず）,麦 ぶなしめじ,にんじん,グリンピー

ス,たまねぎ,白菜キムチ（小

麦、りんご、大豆、さば）

おろしにんにく,シママース,

ポークブイヨン（鶏肉、豚

肉）,薄口しょうゆ

チンゲン菜
サイイタ

炒め
豚肉 調合油（だいず） きくらげ,しいたけ,チンゲンサイ,

にんじん,ヤングコーン

シママース,しょうゆ,みりん,酒

ぎょうざ ぶたにく、だいず ラード、さとう、ごま油、こむぎこ、

調合油（だいず）、大豆粉

（だいず）

キャベツ、にら、ねぎ、にんにく、 しょうゆ、食塩

5月14日(月)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

麦ごはん
ムギ 米,麦

もずくスープ もずく ねぎ,大根、しょうが かつお節,シママース,薄口しょ

うゆ

●タコスミート（乳
ニュウ

）
大豆,牛肉,豚肉 さとう,調合油（だいず） にんじん,たまねぎ,ピーマン、に

んにく

ウスターソース（りんご、大豆）,

ケチャップ,チリパウダー,トマトソー

ス（大豆）,パプリカ粉,赤ワイ

ン、チリミックス（小麦、乳、豚

肉）

タコスサラダ＆チーズ チーズ（乳） キャベツ

5月15日(火)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

あわごはん もちびき,米

具だくさんみそ汁
グ　　　　　　　　　　　　シル とりにく,油揚げ(大豆),白

みそ（大豆）,赤みそ

（大豆）

さつまいも こんにゃく、にんじん,ごぼう,しい

たけ,大根,長ねぎ

花かつお

からし菜炒め
　　　　　　　ナイタ ツナ 調合油（だいず） にんじん,からし菜,たまねぎ シママース,しょうゆ

さんまのおかか煮
　　　　　　　　　　　　　　ニ さんま、けずりぶし 水あめ、でんぷん、さとう しょうが しょうゆ、食塩、さかなエキス

（さば）

5月16日(水)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

コッペパン 脱脂粉乳（乳） こむぎこ、さとう、ショートニング

ポークビーンズ ウインナー（豚肉）,だい

ず,ポークビーンズ（小麦、

大豆、豚肉）,豚肉

じゃがいも,さとう,調合油（だい

ず）

たまねぎ,にんじん、にんにく、ト

マト

ケチャップ,シママース,鶏だし

骨

海藻サラダ
カイソウ ツナ,わかめ,茎わかめ、昆

布、赤つのまた、青つのま

た、白キリンサイ

さとう きゅうり,大根 しょうゆ,特濃酢

みかんゼリー（幼稚園、

小学校）

さとう、水あめ みかん果汁

オレンジ（中学校） オレンジ

5月17日(木)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

麦ごはん
ムギ 米,麦

ポークカレ－ 豚レバー,豚肉 じゃがいも,さとう,調合油（だい

ず）

たまねぎ,にんじん,ピーマン、に

んにく

カレールウ（こむぎ、だいず、とりに

く、ぶたにく）,シママース,とんかつ

ソース（りんご）,リンゴピューレー

（りんご）,鶏だし骨

ガルバンゾーサラダ ハム（豚肉、大豆、鶏

肉）,ひよこ豆

オリーブ油,さとう キャベツ,きゅうり,コーン 特濃酢、シークヮーサー果汁



5月18日(金)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

バーガーパン 脱脂粉乳（乳） こむぎこ、さとう、ショートニング

ABCスープ ベーコン（豚肉、大豆） ABCマカロニ（小麦）,じゃがい

も

にんじん,キャベツ,セロリー,たま

ねぎ、トマト

シママース,トマトピューレー,

鶏だし骨

キャベツサラダ キャベツ,きゅうり,コーン,赤ピー

マン

コーンクリーミードレッシング

魚フライ
サカナ あじ パン粉（こむぎ） 食塩、乳化剤（だいず、ぶ

たにく）

タルタルソース たまご 植物油脂（だいず）、さとう ピクルス 酢、食塩

5月21日(月)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

あわごはん もちびき,米

麻婆豆腐
マーボードウフ 木綿豆腐（だいず）,豚

肉

ごま油,でん粉,調合油（だい

ず）

ねぎ,たまねぎ,にんじん、にんに

く

しょうゆ,テンメンジャン（こむ

ぎ、だいず、ごま）,花かつ

お、トウバンジャン

中華和え
チュウカア ハム（豚肉、鶏肉、だい

ず）

春雨 きゅうり,シークヮーサー,山菜ミッ

クス

ショーロンポー ぶたにく、とりにく、 でん粉、ラード、はるさめ、さとう、

こむぎこ、植物油脂（だいず）

たまねぎ、キャベツ、 しょうゆ、ポークエキス（ぶた

にく）、ワイン、かきエキス、

食塩

5月22日(火)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

うどん うどん（小麦）

カレーうどん なると（だいず）,油揚げ

(大豆),豚肉

キャベツ,しいたけ,たまねぎ,に

んじん,長ねぎ

カレー粉,シママース,花かつ

お、カレールウ（こむぎ、だい

ず、とりにく、ぶたにく）

野菜炒め
ヤサイイタ ツナ,沖縄豆腐(大豆) 調合油（だいず） からし菜,キャベツ,にんじん,も

やし

シママース,しょうゆ

車麩と鶏肉のナゲット
クルマフ　トリニク とりにく ふ（こむぎ）、植物油（だい

ず）

にんにく しょうゆ、食塩

5月23日(水)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

麦ごはん
ムギ 米,麦

わかめスープ わかめ,絹ごし豆腐(大豆) しいたけ,長ねぎ シママース,しょうゆ,ポークブイ

ヨン（豚肉、鶏肉）,鶏だし

骨

キノコ豚丼
　　　　　　ブタドン 豚肉 ごま,さとう,調合油（だいず） ぶなしめじ,エリンギ,しいたけ,た

まねぎ,ねぎ、しょうが、にんにく

しょうゆ,みりん,料理酒

アーモンド和え
　　　　　　　　　　ア 細切りアーモンド さとう きゅうり,にんじん,小松菜 しょうゆ,酢

5月24日(木)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

きびごはん もちびき,米

若竹汁
ワカタケジル わかめ えのきたけ,たけのこ,小松菜,

長ねぎ

かつお節,シママース,料理

酒,薄口しょうゆ

●三食そぼろ（たま
　　サンショク

ご）

卵,大豆,鶏ひき肉 さとう,調合油（だいず） いんげん,にんじん、にんにく シママース,しょうゆ,みりん,料

理酒

5月25日(金)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

高菜ごはん
タカナ 油揚げ(大豆),豚肉 おし麦,いりごま,ごま油,米,調合

油（大豆）

からし菜,たまねぎ,にんじん,高

菜漬（大豆）

シママース,みりん,料理酒,花

かつお,薄口しょうゆ

もずくと大根のキムチ和え
　　　　　　　　ダイコン　　　　　ア もずく オリーブ油,すりごま,さとう きゅうり,大根,白菜キムチ（小

麦、りんご、大豆、さば）

シママース,しょうゆ,特濃酢

シュウマイ ぶたにく でんぷん、さとう、こむぎこ たまねぎ、しょうが 食塩



5月28日(月)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

麦ごはん
ムギ 米,麦

味噌汁（なめこ）
ミソシル 絹ごし豆腐(大豆)、赤み

そ（大豆）

なめこ,みつば 花かつお

五目きんぴら
ゴモク チキアギ,ツナ ごま油,さとう,白ごま,調合油

（大豆）

ごぼう,こんにゃく,にんじん しょうゆ,みりん,七味唐辛子

（ごま）,花かつお

おかかあえ ちくわ（だいず）,糸けずり さとう キャベツ,きゅうり,小松菜 みりん,薄口しょうゆ

5月29日(火)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

うっちんライス しらす干し,鶏肉 米,調合油（だいず）,麦 ごぼう,しいたけ,たまねぎ,にん

じん

うっちん粉,かつお節,シママース,

チキンがらスープ（鶏肉）,みり

ん,かつおだし ,薄口しょうゆ,酒

ほうれん草のお浸し
　　　　　　　　ソウ　　　　ヒタ 糸けずり さとう えのきたけ,にんじん,ほうれんそ

う,もやし,小松菜

シママース,しょうゆ,酢

鮭の塩焼き
サケ　　シオヤ 鮭 こしょう,シママース

5月30日(水)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

スパゲティ（小袋）
スパゲティ（小麦）

スパゲティナポリタン ベーコン（豚肉、大豆） さとう,調合油（だいず） たまねぎ,にんじん,にんにく,ピー

マン,マッシュルーム、トマト

ウスターソース（りんご、大豆）,

ケチャップ,こしょう,シママース,ポー

クブイヨン（鶏肉、豚肉）

ブロッコリーサラダ ツナ ごま油,さとう,白ごま カリフラワー,キャベツ,きゅうり,

コーン,にんじん,ブロッコリー

シママース,しょうゆ,りんご酢

（りんご）,酢

チキンの照り焼き
　　　　　　　　テ　　　ヤ とりにく さとう しょうが、にんにく シママース,しょうゆ,みりん,料

理酒

5月31日(木)
牛乳
ギュウニュウ 牛乳

きびごはん もちびき,米

イナムドゥチ 卵ぬきカステラかまぼこ,甘

口白みそ（大豆）,豚肉

こんにゃく,しいたけ,ねぎ,大根 かつお節,シママース,豚骨だ

し

タマナーチャンプルー ツナ,沖縄豆腐(大豆) 調合油（だいず） からし菜,キャベツ,にんじん,も

やし

シママース,しょうゆ

ニューサマーオレンジ ニューサマーオレンジ

五月欠食表

1日　全幼稚園欠食

2日　全幼稚園　室川小　山内小　コザ中　安慶田中　欠食

10日　全幼稚園　安慶田小5年生欠食

11日　島袋幼稚園　島袋小　安慶田小5年生　欠食

17日　全幼稚園欠食

21日　コザ中　安慶田中　欠食

24日　全幼稚園欠食

25日　中の町小4年生　島袋小4年生　欠食

28日　山内中　欠食

29日　宮里小学校4年生　欠食

31日　全幼稚園　山内小4年生　欠食


