
　　　副菜（和え物・サラダ類など）です。　

曜日

( 火 )

( 月 )

平成２８年度 1 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

沖縄市立第三調理場
幼稚園 TEL:098-989-1324

    います。
　※　沖縄市立学校給食センターで除去食を対応しているアレルゲンは下記の6品目です。除去食の提供はこのアレルゲン6品目を含む

除去食対応アレルゲン6品目 卵　乳（乳製品）　えび　かに　いか　たこ（※しらす・ちりめん・カエリは、「えび・かに」として除去対象です。）

3.  加工食品に関しては、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。

1. 予定（アレルギー詳細）献立表は、食品衛生法に定められている27品目を表示しています。

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

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　バナナ　もも　りんご　まつたけ　やまいも

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。カッコ内の食品は対応アレルゲンを表示して

    その日以降は表示は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
    混合することがあります。

6.  あさりには「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。

献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）
調味料 欠食

5 日

牛乳 牛乳

もずくのボロボロジューシー
チキアギ(大豆)　もずく　麦み
そ(大豆)

米　麦　大豆油 人参　椎茸　冬瓜
かつお節　だし昆布　濃口醤油（小麦・大豆）
薄口醤油(小麦・大豆)　みりん　酒　塩

タマナーチャンプルー 豚肉　厚揚げ(大豆) 大豆油

( 木 )
芋の黒蜜がらめ シラス

さつま芋　アーモンド　菜種油
黒糖　はちみつ　片栗粉

かつお節　濃口醤油　みりん

ムーチー ムーチー(小麦・乳）

キャベツ　にんにく　生姜　人参　から
し菜　ニラ

濃口醤油　酒　塩

牛乳 牛乳

カレーうどん 豚肉　油揚げ(大豆)
うどん(小麦)　三温糖　大豆油
片栗粉

生姜　人参　玉ねぎ　なす　キャベツ
椎茸　しめじ　ねぎ　いんげん

ｶﾚｰ粉　ｶﾚｰﾙｳ（小麦・牛・鶏・大豆）　ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ（大豆・りんご）　酒　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）
濃口醤油　かつお節　だし昆布

白菜と切干大根のおかか和え 糸削り 三温糖 白菜　もやし　人参　切干大根 濃口醤油　特濃酢(小麦)　塩

かぼちゃのそぼろあんかけ 鶏ひき肉 三温糖　片栗粉 かぼちゃ　生姜　長ねぎ 酒　濃口醤油　みりん　かつお節

10 日

牛乳 牛乳

木耳　大根　生姜　長ねぎ かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

豆腐と野菜の中華うま煮 鶏肉　厚揚げ(大豆) 大豆油　片栗粉
生姜　人参　白菜　玉ねぎ　こんにゃく
竹の子　椎茸　ニラ　にんにく

濃口醤油　薄口醤油　酒　オイスターソース
塩　花かつお

麦ごはん 米　麦

中華風玉子スープ あさり　卵 片栗粉

にら饅頭 にら饅頭（豚・大豆・小麦・乳）　大豆油

11 日
牛乳 牛乳

きのこごはん 豚肉 米　麦　大豆油
人参　えのき　しめじ　木耳　竹の子
椎茸　ねぎ

薄口醤油　酒　みりん　塩　かつお節　だし昆
布

濃口醤油　みりん

くだもの くだもの

( 水 )
白菜とちくわのゴマ和え ちくわ 三温糖　ゴマ　練ゴマ 白菜　人参　もやし　小松菜 濃口醤油　特濃酢　塩

揚げ餅
芋もち(乳)　菜種油　三温糖　片
栗粉

12 日

牛乳 牛乳

あみパン あみパン（小麦・乳・大豆）

ポークビーンズ
豚肉　大豆　ポークビーンズ
(豚・小麦・大豆）

じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　大豆油　三温糖

( 木 )
カリフラワーサラダ ハム（豚・鶏・大豆） オリーブ油　三温糖

カリフラワー　人参　大根　コーン
シークヮーサー

特濃酢　塩　タンカン果汁

ローストチキン 鶏肉 バジル　にんにく　玉ねぎ　パセリ
塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ
白ワイン

人参　玉ねぎ　ピーマン　なす　しめじ
トマト

豚ガラ　鶏ガラ　赤ワイン　塩　ケチャップ　ト
マトソース(大豆)

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

酒　濃口醤油　塩

魚のもずくあんかけ 魚　もずく 三温糖　片栗粉 玉ねぎ　トマト　ｾﾛﾘ　ゆず ミツカン酢(小麦)　酒　塩　かつお節

冬瓜のみそ汁
かまぼこ　麦みそ(大豆)　白み
そ(大豆)

冬瓜　こんにゃく　ごぼう　椎茸　ねぎ かつお節　煮干し(サバ）

チキナーチャンプルー 豚肉　厚揚げ(大豆) 大豆油
からし菜　にんにく　生姜　人参　キャ
ベツ　もやし　ニラ

16 日

牛乳 牛乳

ブロッコリー　大根　きゅうり　赤ﾋﾟｰﾏﾝ
コーン　シークヮーサー

特濃酢　塩

くるま麩ナゲット くるま麩ナゲット(小麦・鶏・大豆)

ナポリタンスパゲティ 豚肉　ウィンナー(豚)
スパゲティ(小麦)　オリーブ油
大豆油　三温糖

人参　玉ねぎ　しめじ　なす　ﾏｯｼｭﾙｰ
ﾑ　にんにく　ピーマン　トマト

ケチャップ　トマトピューレ　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・
りんご）　ﾁｬﾂﾈ(りんご)　塩　こしょう

イタリアンサラダ ハム（豚・鶏・大豆）
オリーブ油　三温糖　イタリアン
ドレッシング(小麦・大豆・りん
ご）

17 日

牛乳 牛乳

ごはん 米

おでん
鶏肉　昆布　厚揚げ(大豆)
一口かまぼこ(大豆)

三温糖

( 火 )
魚の香味焼き 魚 シークヮーサー　長ねぎ タンカン果汁　塩　こしょう

芋の甘露煮 スキムミルク さつま芋　里芋　三温糖

大根　人参　こんにゃく　椎茸 かつお節　濃口醤油　みりん　酒　塩

( 金 )

13 日

6 日

( 金 )



曜日 献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）
調味料 欠食

( 月 )

( 木 )

18 日

牛乳 牛乳

チーズリゾット
鶏肉　あさり　チーズ(乳)　大
豆

米　麦　三温糖　オリーブ油
玉ねぎ　人参　しめじ　マッシュルーム
青豆　コーン　にんにく

豚ガラ　鶏ガラ　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)
塩　こしょう　白ワイン

野菜のソテー ベーコン(豚・大豆) 大豆油　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・豚・大豆）

( 水 )
フライドポテト じゃが芋　菜種油 バジル　にんにく　パセリ 塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ

くだもの くだもの

小松菜　人参　なす　いんげん　エリン
ギ　アスパラ　黄ピーマン

塩　こしょう　薄口醤油

19 日

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

白菜の中華スープ あさり　豆腐(大豆) 片栗粉

( 木 )

バンウースー ハム（豚・鶏・大豆） 春雨　ごま油　三温糖　ゴマ 人参　小松菜　もやし 濃口醤油　特濃酢　塩

回鍋肉 豚肉　赤みそ(大豆)
大豆油　三温糖　ごま油　片栗
粉

生姜　キャベツ　こんにゃく　にんじん
ニラ　竹の子　椎茸　ピーマン　にんに
く

濃口醤油　みりん　酒　豆板醤　甜麺醤(小
麦・大豆・ごま)

木耳　白菜　生姜　長ねぎ　コーン かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

牛乳 牛乳

クファジューシー ひよこ豆　しらす　豚肉 米　麦　大豆油 こんにゃく　椎茸　竹の子　人参　ねぎ
かつお節　だし昆布　濃口醤油　みりん　酒
塩

ひじきの和え物 ひじき　ツナ 三温糖 もやし　大根　小松菜　人参 濃口醤油　特濃酢　塩

芋くじアンダギー 芋くじアンダギー　菜種油

23 日

牛乳 牛乳

にんにく　玉ねぎ　人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
アスパラ　パセリ　トマト

赤ワイン　ローリエ　塩　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・
乳・牛・鶏・豚・大豆)　ｳｽﾀｰｿｰｽ(大豆・りん
ご）　こしょう　豚ガラ　鶏ガラ

フルーツミックス 三温糖　ゆずゼリー
みかん　夏みかん　ﾊﾟｲﾝ　ぶどう　桃
シークヮーサー　アロエ

美東小
比屋根小

欠食

サフランライス ベーコン(豚・大豆)　大豆 米　麦　大豆油 人参　玉ねぎ　コーン　ピーマン
ｶﾚｰ粉　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）　白ワイン　サフラ
ンパウダー

ビーフストロガノフ
牛肉　豚肉　ヨーグルト(乳)　ス
キムミルク

大豆油　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ(乳)　三温糖

24 日

牛乳 牛乳

ゆし豆腐そば
ゆし豆腐(大豆)　アーサ　ちき
あぎ(大豆)

沖縄そば(小麦・大豆) ねぎ
豚ガラ　かつお節　煮干し(サバ）　濃口醤油
みりん　酒　塩

ごぼうの和え物 ツナ　甘みそ(大豆) 三温糖　ゴマ

( 火 )
デークニイリチー 豚肉 大豆油　三温糖　片栗粉

大根　島人参　椎茸　玉ねぎ　竹の子
いんげん　生姜

濃口醤油　みりん　酒　かつお節　塩

くだもの くだもの

ごぼう　人参　きゅうり　青豆 みりん　濃口醤油　特濃酢　塩

25 日

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

シカムドゥチ 豚肉　かまぼこ

( 水 )

●中華イカのウサチー 中華イカ(小麦・大豆・ゴマ) 三温糖 きゅうり　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ　人参 特濃酢　塩

もずく丼の具
もずく　豚ひき肉　鶏ひき肉
大豆　赤みそ(大豆)　甘みそ
(大豆)

大豆油　三温糖　片栗粉
人参　玉ねぎ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　青豆　コーン
にんにく　生姜

みりん　酒　塩

冬瓜　こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ かつお節　だし昆布　濃口醤油　塩

26 日

牛乳 牛乳

冬瓜　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 鶏ガラ　豚ガラ　塩　こしょう

ほうれん草と大根のサラダ 鶏ささみ オリーブ油　三温糖 ほうれん草　きゅうり　大根　コーン
タンカン果汁　マスタード　特濃酢　塩　こしょ
う

バーガーパン バーガーパン（小麦・乳・大豆）

冬瓜のクリームスープ 鶏肉　スキムミルク
じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ（乳）　大豆
油

島豆腐のハンバーグ
島豆腐ハンバーグ(大豆・鶏・
小麦)

三温糖　片栗粉 にんにく　トマト
塩　こしょう　トマトソース(大豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰ
ﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・りんご）
濃口醤油　カレー粉

27 日

黒米ごはん 米　黒米

中身汁 豚肉　中身(豚) こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ

牛乳 牛乳

かつお節　だし昆布　豚ガラ　濃口醤油　薄
口醤油　塩　酒

クーブイリチー 昆布　かまぼこ(大豆)　ひじき 大豆油　三温糖 切干大根　人参
かつお節　濃口醤油　薄口醤油　みりん　酒
塩

30 日

牛乳 牛乳

ケチャップ　トマトソース(大豆)　豚ガラ　鶏ガ
ラ　塩　こしょう

たんなふぁくるー(小麦・卵・乳)
( 金 )

魚の天ぷら 魚　卵 小麦粉　菜種油 イーチョーバー 塩　ベーキングパウダー

たんなふぁくるー

高原小
欠食

黒糖パン 黒糖パン（小麦・乳・大豆）

トマトと魚のスープ 魚　白いんげん じゃが芋　片栗粉 トマト　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｾﾛﾘ

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・鶏)　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾄﾏﾄｿｰｽ(大
豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰ
ｽ（大豆・りんご）　ﾀﾝｶﾝ果汁

( 月 )

海藻サラダ
海藻ミックス　シークリスタル
（大豆）　ツナ

三温糖　オリーブ油
大根　人参　きゅうり　小松菜　シー
クヮーサー

濃口醤油　特濃酢　塩

オムレツのデミグラス
ソースかけ

オムレツ(卵・大豆・ｾﾞﾗﾁﾝ) 片栗粉 トマト

31 日

牛乳 牛乳

比屋根小6年
欠食

キムタクチャーハン 豚肉 米　麦　大豆油　ごま油
人参　玉ねぎ　木耳　ピーマン　長ね
ぎ　白菜キムチ（小麦・大豆）　たくあ
ん（小麦・大豆）

濃口醤油　みりん　酒　ブイヨン(鶏・豚)　オイ
スターソース　かつお節　塩

もやしの中華和え ハム（豚・鶏・大豆）　茎ワカメ 三温糖　ゴマ　ごま油

( 火 )
厚揚げの中華あんかけ 厚揚げ(大豆) 三温糖　片栗粉 椎茸

かつお節　オイスターソース　薄口醤油　み
りん　ミツカン酢

くだもの くだもの

もやし　人参　きゅうり 濃口醤油　特濃酢　塩

( 金 )

20 日



　　　副菜（和え物・サラダ類など）です。　

曜日

( 火 )

( 月 )

鶏肉　昆布　厚揚げ(大豆)
一口かまぼこ(大豆)

三温糖 大根　人参　こんにゃく　椎茸

牛乳 牛乳

10 日

冬瓜　こんにゃく　ごぼう　椎茸　ねぎ かつお節　煮干し(サバ）

ミツカン酢(小麦)　酒　塩　かつお節

豚肉　厚揚げ(大豆)

チキアギ(大豆)　もずく　麦み
そ(大豆)

米　麦　大豆油 人参　椎茸　冬瓜

11 日

( 水 )

人参　玉ねぎ　しめじ　なす　ﾏｯｼｭﾙｰ
ﾑ　にんにく　ピーマン　トマト

ケチャップ　トマトピューレ　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・
りんご）　ﾁｬﾂﾈ(りんご)　塩　こしょう

麦ごはん 米　麦

ブロッコリー　大根　きゅうり　赤ﾋﾟｰﾏﾝ
コーン　シークヮーサー

特濃酢　塩

12 日

魚　もずく 三温糖　片栗粉

イタリアンサラダ ハム（豚・鶏・大豆）
オリーブ油　三温糖　イタリアン
ドレッシング(小麦・大豆・りん
ご）

ナポリタンスパゲティ

魚のもずくあんかけ

豚肉　ウィンナー(豚)

小学校

かまぼこ　麦みそ(大豆)　白み
そ(大豆)

3.  加工食品に関しては、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。
    その日以降は表示は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
    混合することがあります。

6.  あさりには「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。

献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）

5 日

( 木 )

にら饅頭（豚・大豆・小麦・乳）　大豆油

かつお節　だし昆布　濃口醤油（小麦・大豆）
薄口醤油(小麦・大豆)　みりん　酒　塩

米　麦

ムーチー(小麦・乳）

かぼちゃ　生姜　長ねぎ

かつお節　濃口醤油　みりん

鶏ひき肉 三温糖　片栗粉

くだもの

1. 予定（アレルギー詳細）献立表は、食品衛生法に定められている27品目を表示しています。

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

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　バナナ　もも　りんご　まつたけ　やまいも

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。カッコ内の食品は対応アレルゲンを表示して
    います。
　※　沖縄市立学校給食センターで除去食を対応しているアレルゲンは下記の6品目です。除去食の提供はこのアレルゲン6品目を含む

除去食対応アレルゲン6品目 卵　乳（乳製品）　えび　かに　いか　たこ（※しらす・ちりめん・カエリは、「えび・かに」として除去対象です。）

調味料

平成２８年度 1 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

沖縄市立第三調理場
TEL:098-989-1324

欠食

牛乳

タマナーチャンプルー 豚肉　厚揚げ(大豆) 大豆油
キャベツ　にんにく　生姜　人参　から
し菜　ニラ

濃口醤油　酒　塩

芋の黒蜜がらめ シラス
さつま芋　アーモンド　菜種油
黒糖　はちみつ　片栗粉

かぼちゃのそぼろあんかけ

牛乳 牛乳

豚肉　油揚げ(大豆)
うどん(小麦)　三温糖　大豆油
片栗粉

くだもの

牛乳

あさり　卵 片栗粉 木耳　大根　生姜　長ねぎ

ちくわ 三温糖　ゴマ　練ゴマ 濃口醤油　特濃酢　塩

人参　えのき　しめじ　木耳　竹の子
椎茸　ねぎ

鶏肉　厚揚げ(大豆) 大豆油　片栗粉

牛乳

生姜　人参　白菜　玉ねぎ　こんにゃく
竹の子　椎茸　ニラ　にんにく

濃口醤油　薄口醤油　酒　オイスターソース
塩　花かつお

かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

豚肉　大豆　ポークビーンズ
(豚・小麦・大豆）

じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　大豆油　三温糖

人参　玉ねぎ　ピーマン　なす　しめじ
トマト

豚ガラ　鶏ガラ　赤ワイン　塩　ケチャップ　ト
マトソース(大豆)

牛乳

あみパン（小麦・乳・大豆）

鶏肉 バジル　にんにく　玉ねぎ　パセリ
塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ
白ワイン

米

かつお節　濃口醤油　みりん　酒　塩

魚 シークヮーサー　長ねぎ タンカン果汁　塩　こしょう

牛乳

豚肉 米　麦　大豆油

カリフラワーサラダ ハム（豚・鶏・大豆） オリーブ油　三温糖

おでん

もずくのボロボロジューシー

牛乳

チキナーチャンプルー

麦ごはん

くだもの

白菜と切干大根のおかか和え

酒　濃口醤油　みりん　かつお節

糸削り 三温糖 白菜　もやし　人参　切干大根 濃口醤油　特濃酢(小麦)　塩

くだもの

芋もち(乳)　菜種油　三温糖　片
栗粉

芋の甘露煮

ムーチー

牛乳

牛乳

白菜とちくわのゴマ和え

牛乳

牛乳

カレーうどん

冬瓜のみそ汁

ポークビーンズ

あみパン

豆腐と野菜の中華うま煮

カリフラワー　人参　大根　コーン
シークヮーサー

特濃酢　塩　タンカン果汁

生姜　人参　玉ねぎ　なす　キャベツ
椎茸　しめじ　ねぎ　いんげん

ｶﾚｰ粉　ｶﾚｰﾙｳ（小麦・牛・鶏・大豆）　ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ（大豆・りんご）　酒　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）
濃口醤油　かつお節　だし昆布

薄口醤油　酒　みりん　塩　かつお節　だし昆
布

白菜　人参　もやし　小松菜

からし菜　にんにく　生姜　人参　キャ
ベツ　もやし　ニラ

酒　濃口醤油　塩

玉ねぎ　トマト　ｾﾛﾘ　ゆず

濃口醤油　みりん

大豆油

スパゲティ(小麦)　オリーブ油
大豆油　三温糖

くるま麩ナゲット(小麦・鶏・大豆)

スキムミルク さつま芋　里芋　三温糖

( 金 )

6 日

( 木 )

( 火 )

17 日

ローストチキン

にら饅頭

きのこごはん

揚げ餅

牛乳

16 日

( 金 )

13 日

魚の香味焼き

くるま麩ナゲット

牛乳

ごはん

中華風玉子スープ



曜日 献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）
調味料 欠食

( 月 )

( 木 )

( 金 )

27 日

高原小
欠食

比屋根小6年
欠食

( 水 )

18 日

( 木 )

美東小
比屋根小

欠食

( 火 )

31 日

( 火 )

牛乳

オリーブ油　三温糖

牛乳 牛乳

豚肉　赤みそ(大豆)

牛乳

野菜のソテー ベーコン(豚・大豆) 大豆油　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・豚・大豆）
小松菜　人参　なす　いんげん　エリン
ギ　アスパラ　黄ピーマン

塩　こしょう　薄口醤油

くだもの

回鍋肉

じゃが芋　菜種油 バジル　にんにく　パセリ

木耳　白菜　生姜　長ねぎ　コーン かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

ハム（豚・鶏・大豆） 春雨　ごま油　三温糖　ゴマ 人参　小松菜　もやし 濃口醤油　特濃酢　塩

米　麦

あさり　豆腐(大豆) 片栗粉

塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ

かつお節　だし昆布　濃口醤油　みりん　酒
塩

牛乳 牛乳

クファジューシー ひよこ豆　しらす　豚肉 米　麦　大豆油 こんにゃく　椎茸　竹の子　人参　ねぎ

赤ワイン　ローリエ　塩　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・
乳・牛・鶏・豚・大豆)　ｳｽﾀｰｿｰｽ(大豆・りん
ご）　こしょう　豚ガラ　鶏ガラ

ｶﾚｰ粉　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）　白ワイン　サフラ
ンパウダー

もやし　大根　小松菜　人参 濃口醤油　特濃酢　塩

芋くじアンダギー　菜種油

人参　玉ねぎ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　青豆　コーン
にんにく　生姜

みりん　酒　塩

きゅうり　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ　人参 特濃酢　塩三温糖

かつお節　だし昆布　濃口醤油　塩冬瓜　こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ

みりん　濃口醤油　特濃酢　塩

豚肉

豚ガラ　かつお節　煮干し(サバ）　濃口醤油
みりん　酒　塩

ひじきの和え物 ひじき　ツナ 三温糖

三温糖　ゴマ ごぼう　人参　きゅうり　青豆

麦ごはん 米　麦

牛乳

大豆油　三温糖　片栗粉
大根　島人参　椎茸　玉ねぎ　竹の子
いんげん　生姜

牛乳

にんにく　玉ねぎ　人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
アスパラ　パセリ　トマト

島豆腐ハンバーグ(大豆・鶏・
小麦)

三温糖　片栗粉

鶏肉　スキムミルク
じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ（乳）　大豆
油

シカムドゥチ 豚肉　かまぼこ

●中華イカのウサチー 中華イカ(小麦・大豆・ゴマ)

牛乳

ビーフストロガノフ
牛肉　豚肉　ヨーグルト(乳)　ス
キムミルク

もずく丼の具
もずく　豚ひき肉　鶏ひき肉
大豆　赤みそ(大豆)　甘みそ
(大豆)

大豆油　三温糖　片栗粉

デークニイリチー

大豆油　三温糖　ごま油　片栗
粉

牛乳

牛乳

くだもの

フライドポテト

生姜　キャベツ　こんにゃく　にんじん
ニラ　竹の子　椎茸　ピーマン　にんに
く

濃口醤油　みりん　酒　豆板醤　甜麺醤(小
麦・大豆・ごま)

鶏肉　あさり　チーズ(乳)　大
豆

米　麦　三温糖　オリーブ油
玉ねぎ　人参　しめじ　マッシュルーム
青豆　コーン　にんにく

豚ガラ　鶏ガラ　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)
塩　こしょう　白ワイン

バンウースー

白菜の中華スープ

麦ごはん

濃口醤油　みりん　酒　かつお節　塩

くだもの

牛乳

芋くじアンダギー

くだもの

大豆油　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ(乳)　三温糖

ゆし豆腐(大豆)　アーサ　ちき
あぎ(大豆)

沖縄そば(小麦・大豆) ねぎ

26 日 冬瓜のクリームスープ

ほうれん草と大根のサラダ

島豆腐のハンバーグ

タンカン果汁　マスタード　特濃酢　塩　こしょ
う

塩　こしょう　トマトソース(大豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰ
ﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・りんご）
濃口醤油　カレー粉

鶏ガラ　豚ガラ　塩　こしょう

鶏ささみ ほうれん草　きゅうり　大根　コーン

にんにく　トマト

冬瓜　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

バーガーパン バーガーパン（小麦・乳・大豆）

かつお節　だし昆布　豚ガラ　濃口醤油　薄
口醤油　塩　酒

かつお節　濃口醤油　薄口醤油　みりん　酒
塩

米　黒米

塩　ベーキングパウダー

たんなふぁくるー(小麦・卵・乳)

三温糖　オリーブ油

黒糖パン

トマトと魚のスープ

海藻サラダ

豚肉　中身(豚) こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ

昆布　かまぼこ(大豆)　ひじき 大豆油　三温糖 切干大根　人参

魚の天ぷら

牛乳 牛乳

イーチョーバー魚　卵 小麦粉　菜種油

厚揚げの中華あんかけ

黒糖パン（小麦・乳・大豆）

魚　白いんげん じゃが芋　片栗粉 トマト　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｾﾛﾘ
ケチャップ　トマトソース(大豆)　豚ガラ　鶏ガ
ラ　塩　こしょう

海藻ミックス　シークリスタル
（大豆）　ツナ

大根　人参　きゅうり　小松菜　シー
クヮーサー

濃口醤油　特濃酢　塩

オムレツ(卵・大豆・ｾﾞﾗﾁﾝ) 片栗粉 トマト
ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・鶏)　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾄﾏﾄｿｰｽ(大
豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰ
ｽ（大豆・りんご）　ﾀﾝｶﾝ果汁

三温糖　片栗粉 椎茸
かつお節　オイスターソース　薄口醤油　み
りん　ミツカン酢

牛乳

豚肉 米　麦　大豆油　ごま油
人参　玉ねぎ　木耳　ピーマン　長ね
ぎ　白菜キムチ（小麦・大豆）　たくあ
ん（小麦・大豆）

濃口醤油　みりん　酒　ブイヨン(鶏・豚)　オイ
スターソース　かつお節　塩

ハム（豚・鶏・大豆）　茎ワカメ 三温糖　ゴマ　ごま油 もやし　人参　きゅうり 濃口醤油　特濃酢　塩

30 日

( 月 )

( 水 )

くだもの

23 日

牛乳

ごぼうの和え物

くだもの

オムレツのデミグラス
ソースかけ

もやしの中華和え

黒米ごはん

中身汁

クーブイリチー

牛乳

厚揚げ(大豆)

牛乳

ツナ　甘みそ(大豆)

24 日

25 日

たんなふぁくるー

キムタクチャーハン

ゆし豆腐そば

牛乳

チーズリゾット

牛乳

19 日

( 金 )

20 日

フルーツミックス 三温糖　ゆずゼリー
みかん　夏みかん　ﾊﾟｲﾝ　ぶどう　桃
シークヮーサー　アロエ

サフランライス ベーコン(豚・大豆)　大豆 米　麦　大豆油 人参　玉ねぎ　コーン　ピーマン



　　　副菜（和え物・サラダ類など）です。　

曜日

( 火 )

( 月 )

平成２８年度 1 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

沖縄市立第三調理場
中学校 TEL:098-989-1324

    います。
　※　沖縄市立学校給食センターで除去食を対応しているアレルゲンは下記の6品目です。除去食の提供はこのアレルゲン6品目を含む

除去食対応アレルゲン6品目 卵　乳（乳製品）　えび　かに　いか　たこ（※しらす・ちりめん・カエリは、「えび・かに」として除去対象です。）

3.  加工食品に関しては、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。

1. 予定（アレルギー詳細）献立表は、食品衛生法に定められている27品目を表示しています。

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

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　バナナ　もも　りんご　まつたけ　やまいも

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。カッコ内の食品は対応アレルゲンを表示して

    その日以降は表示は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
    混合することがあります。

6.  あさりには「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。

献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）
調味料 欠食

5 日

牛乳 牛乳

もずくのボロボロジューシー
チキアギ(大豆)　もずく　麦み
そ(大豆)

米　麦　大豆油 人参　椎茸　冬瓜
かつお節　だし昆布　濃口醤油（小麦・大豆）
薄口醤油(小麦・大豆)　みりん　酒　塩

タマナーチャンプルー 豚肉　厚揚げ(大豆) 大豆油

( 木 )
芋の黒蜜がらめ シラス

さつま芋　アーモンド　菜種油
黒糖　はちみつ　片栗粉

かつお節　濃口醤油　みりん

ムーチー ムーチー(小麦・乳）

キャベツ　にんにく　生姜　人参　から
し菜　ニラ

濃口醤油　酒　塩

6 日

牛乳 牛乳

カレーうどん 豚肉　油揚げ(大豆)
うどん(小麦)　三温糖　大豆油
片栗粉

生姜　人参　玉ねぎ　なす　キャベツ
椎茸　しめじ　ねぎ　いんげん

ｶﾚｰ粉　ｶﾚｰﾙｳ（小麦・牛・鶏・大豆）　ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ（大豆・りんご）　酒　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）
濃口醤油　かつお節　だし昆布

白菜と切干大根のおかか和え 糸削り 三温糖

( 金 )
かぼちゃのそぼろあんかけ 鶏ひき肉 三温糖　片栗粉 かぼちゃ　生姜　長ねぎ 酒　濃口醤油　みりん　かつお節

くだもの くだもの

白菜　もやし　人参　切干大根 濃口醤油　特濃酢(小麦)　塩

10 日

牛乳 牛乳

木耳　大根　生姜　長ねぎ かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

豆腐と野菜の中華うま煮 鶏肉　厚揚げ(大豆) 大豆油　片栗粉
生姜　人参　白菜　玉ねぎ　こんにゃく
竹の子　椎茸　ニラ　にんにく

濃口醤油　薄口醤油　酒　オイスターソース
塩　花かつお

麦ごはん 米　麦

中華風玉子スープ あさり　卵 片栗粉

にら饅頭 にら饅頭（豚・大豆・小麦・乳）　大豆油

11 日
牛乳 牛乳

きのこごはん 豚肉 米　麦　大豆油
人参　えのき　しめじ　木耳　竹の子
椎茸　ねぎ

薄口醤油　酒　みりん　塩　かつお節　だし昆
布

濃口醤油　みりん

くだもの くだもの

( 水 )
白菜とちくわのゴマ和え ちくわ 三温糖　ゴマ　練ゴマ 白菜　人参　もやし　小松菜 濃口醤油　特濃酢　塩

揚げ餅
芋もち(乳)　菜種油　三温糖　片
栗粉

12 日

牛乳 牛乳

あみパン あみパン（小麦・乳・大豆）

ポークビーンズ
豚肉　大豆　ポークビーンズ
(豚・小麦・大豆）

じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　大豆油　三温糖

( 木 )
カリフラワーサラダ ハム（豚・鶏・大豆） オリーブ油　三温糖

カリフラワー　人参　大根　コーン
シークヮーサー

特濃酢　塩　タンカン果汁

ローストチキン 鶏肉 バジル　にんにく　玉ねぎ　パセリ
塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ
白ワイン

人参　玉ねぎ　ピーマン　なす　しめじ
トマト

豚ガラ　鶏ガラ　赤ワイン　塩　ケチャップ　ト
マトソース(大豆)

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

酒　濃口醤油　塩

魚のもずくあんかけ 魚　もずく 三温糖　片栗粉 玉ねぎ　トマト　ｾﾛﾘ　ゆず ミツカン酢(小麦)　酒　塩　かつお節

冬瓜のみそ汁
かまぼこ　麦みそ(大豆)　白み
そ(大豆)

冬瓜　こんにゃく　ごぼう　椎茸　ねぎ かつお節　煮干し(サバ）

チキナーチャンプルー 豚肉　厚揚げ(大豆) 大豆油
からし菜　にんにく　生姜　人参　キャ
ベツ　もやし　ニラ

16 日

牛乳 牛乳

ブロッコリー　大根　きゅうり　赤ﾋﾟｰﾏﾝ
コーン　シークヮーサー

特濃酢　塩

くるま麩ナゲット くるま麩ナゲット(小麦・鶏・大豆)

ナポリタンスパゲティ 豚肉　ウィンナー(豚)
スパゲティ(小麦)　オリーブ油
大豆油　三温糖

人参　玉ねぎ　しめじ　なす　ﾏｯｼｭﾙｰ
ﾑ　にんにく　ピーマン　トマト

ケチャップ　トマトピューレ　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・
りんご）　ﾁｬﾂﾈ(りんご)　塩　こしょう

イタリアンサラダ ハム（豚・鶏・大豆）
オリーブ油　三温糖　イタリアン
ドレッシング(小麦・大豆・りん
ご）

17 日

牛乳 牛乳

ごはん 米

おでん
鶏肉　昆布　厚揚げ(大豆)
一口かまぼこ(大豆)

三温糖

( 火 )
魚の香味焼き 魚 シークヮーサー　長ねぎ タンカン果汁　塩　こしょう

芋の甘露煮 スキムミルク さつま芋　里芋　三温糖

大根　人参　こんにゃく　椎茸 かつお節　濃口醤油　みりん　酒　塩

( 金 )

13 日



曜日 献立名
赤の食品

（血や肉、骨を作る）
黄の食品

（熱や力になる）
緑の食品

（体の調子を整える）
調味料 欠食

( 月 )

( 火 )

18 日

牛乳 牛乳

チーズリゾット
鶏肉　あさり　チーズ(乳)　大
豆

米　麦　三温糖　オリーブ油
玉ねぎ　人参　しめじ　マッシュルーム
青豆　コーン　にんにく

豚ガラ　鶏ガラ　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)
塩　こしょう　白ワイン

野菜のソテー ベーコン(豚・大豆) 大豆油　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・豚・大豆）

( 水 )
フライドポテト じゃが芋　菜種油 バジル　にんにく　パセリ 塩　こしょう　パプリカ粉　オレガノ　セージ

くだもの くだもの

小松菜　人参　なす　いんげん　エリン
ギ　アスパラ　黄ピーマン

塩　こしょう　薄口醤油

19 日

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

白菜の中華スープ あさり　豆腐(大豆) 片栗粉

( 木 )

バンウースー ハム（豚・鶏・大豆） 春雨　ごま油　三温糖　ゴマ 人参　小松菜　もやし 濃口醤油　特濃酢　塩

回鍋肉 豚肉　赤みそ(大豆)
大豆油　三温糖　ごま油　片栗
粉

生姜　キャベツ　こんにゃく　にんじん
ニラ　竹の子　椎茸　ピーマン　にんに
く

濃口醤油　みりん　酒　豆板醤　甜麺醤(小
麦・大豆・ごま)

木耳　白菜　生姜　長ねぎ　コーン かつお節　鶏ガラ　薄口醤油　塩　酒

20 日

牛乳 牛乳

クファジューシー ひよこ豆　しらす　豚肉 米　麦　大豆油 こんにゃく　椎茸　竹の子　人参　ねぎ
かつお節　だし昆布　濃口醤油　みりん　酒
塩

ひじきの和え物 ひじき　ツナ 三温糖

( 金 )
芋くじアンダギー 芋くじアンダギー　菜種油

くだもの くだもの

もやし　大根　小松菜　人参 濃口醤油　特濃酢　塩

23 日

牛乳 牛乳

にんにく　玉ねぎ　人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
アスパラ　パセリ　トマト

赤ワイン　ローリエ　塩　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・
乳・牛・鶏・豚・大豆)　ｳｽﾀｰｿｰｽ(大豆・りん
ご）　こしょう　豚ガラ　鶏ガラ

フルーツミックス 三温糖　ゆずゼリー
みかん　夏みかん　ﾊﾟｲﾝ　ぶどう　桃
シークヮーサー　アロエ

美東小
比屋根小

欠食

サフランライス ベーコン(豚・大豆)　大豆 米　麦　大豆油 人参　玉ねぎ　コーン　ピーマン
ｶﾚｰ粉　塩　ﾌﾞｲﾖﾝ（鶏・豚）　白ワイン　サフラ
ンパウダー

ビーフストロガノフ
牛肉　豚肉　ヨーグルト(乳)　ス
キムミルク

大豆油　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ(乳)　三温糖

24 日

牛乳 牛乳

ゆし豆腐そば
ゆし豆腐(大豆)　アーサ　ちき
あぎ(大豆)

沖縄そば(小麦・大豆) ねぎ
豚ガラ　かつお節　煮干し(サバ）　濃口醤油
みりん　酒　塩

ごぼうの和え物 ツナ　甘みそ(大豆) 三温糖　ゴマ ごぼう　人参　きゅうり　青豆 みりん　濃口醤油　特濃酢　塩

デークニイリチー 豚肉 大豆油　三温糖　片栗粉
大根　島人参　椎茸　玉ねぎ　竹の子
いんげん　生姜

濃口醤油　みりん　酒　かつお節　塩

25 日

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　麦

シカムドゥチ 豚肉　かまぼこ

( 水 )

●中華イカのウサチー 中華イカ(小麦・大豆・ゴマ) 三温糖 きゅうり　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ　人参 特濃酢　塩

もずく丼の具
もずく　豚ひき肉　鶏ひき肉
大豆　赤みそ(大豆)　甘みそ
(大豆)

大豆油　三温糖　片栗粉
人参　玉ねぎ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　青豆　コーン
にんにく　生姜

みりん　酒　塩

冬瓜　こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ かつお節　だし昆布　濃口醤油　塩

26 日

牛乳 牛乳

冬瓜　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 鶏ガラ　豚ガラ　塩　こしょう

ほうれん草と大根のサラダ 鶏ささみ オリーブ油　三温糖 ほうれん草　きゅうり　大根　コーン
タンカン果汁　マスタード　特濃酢　塩　こしょ
う

バーガーパン バーガーパン（小麦・乳・大豆）

冬瓜のクリームスープ 鶏肉　スキムミルク
じゃが芋　小麦粉　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・
豚・大豆）　生ｸﾘｰﾑ（乳）　大豆
油

くだもの くだもの

( 木 )

島豆腐のハンバーグ
島豆腐ハンバーグ(大豆・鶏・
小麦)

三温糖　片栗粉 にんにく　トマト
塩　こしょう　トマトソース(大豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰ
ﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰｽ（大豆・りんご）
濃口醤油　カレー粉

チーズ チーズ(乳)

27 日

黒米ごはん 米　黒米

中身汁 豚肉　中身(豚) こんにゃく　椎茸　生姜　ねぎ

牛乳 牛乳

かつお節　だし昆布　豚ガラ　濃口醤油　薄
口醤油　塩　酒

クーブイリチー 昆布　かまぼこ(大豆)　ひじき 大豆油　三温糖 切干大根　人参
かつお節　濃口醤油　薄口醤油　みりん　酒
塩

30 日

牛乳 牛乳

ケチャップ　トマトソース(大豆)　豚ガラ　鶏ガ
ラ　塩　こしょう

たんなふぁくるー(小麦・卵・乳)
( 金 )

魚の天ぷら 魚　卵 小麦粉　菜種油 イーチョーバー 塩　ベーキングパウダー

たんなふぁくるー

高原小
欠食

黒糖パン 黒糖パン（小麦・乳・大豆）

トマトと魚のスープ 魚　白いんげん じゃが芋　片栗粉 トマト　人参　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｾﾛﾘ

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(小麦・鶏)　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾄﾏﾄｿｰｽ(大
豆)　ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ（豚・牛・ｾﾞﾗﾁﾝ)　ｳｽﾀｰｿｰ
ｽ（大豆・りんご）　ﾀﾝｶﾝ果汁

( 月 )

海藻サラダ
海藻ミックス　シークリスタル
（大豆）　ツナ

三温糖　オリーブ油
大根　人参　きゅうり　小松菜　シー
クヮーサー

濃口醤油　特濃酢　塩

オムレツのデミグラス
ソースかけ

オムレツ(卵・大豆・ｾﾞﾗﾁﾝ) 片栗粉 トマト

31 日

牛乳 牛乳

比屋根小6年
欠食

キムタクチャーハン 豚肉 米　麦　大豆油　ごま油
人参　玉ねぎ　木耳　ピーマン　長ね
ぎ　白菜キムチ（小麦・大豆）　たくあ
ん（小麦・大豆）

濃口醤油　みりん　酒　ブイヨン(鶏・豚)　オイ
スターソース　かつお節　塩

もやしの中華和え ハム（豚・鶏・大豆）　茎ワカメ 三温糖　ゴマ　ごま油

( 火 )
厚揚げの中華あんかけ 厚揚げ(大豆) 三温糖　片栗粉 椎茸

かつお節　オイスターソース　薄口醤油　み
りん　ミツカン酢

くだもの くだもの

もやし　人参　きゅうり 濃口醤油　特濃酢　塩


