
沖縄市立学校給食センター

　　第三調理場
TEL：098-989-1324

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。

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。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。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。

1日 牛乳

(金) ゆかりごはん

節分献

立

●里芋の鶏つくね汁（ごま）

塩昆布のあえもの

いわしの甘露煮

節分豆

4日 牛乳

(月) 沖縄そば

ねぎ玉焼き

青菜と白菜のおかか和え

5日
牛乳

(火) 黒米ごはん

旧正月 イナムドゥチ

ぐるくんの唐揚げ

クーブイリチー

トゥシノユ

ルー（大

晦日）

平成31年2月　　幼・小

昆布,白かまぼこ,豚肉 さとう,大豆油 人参,切干大根 塩,ポークブイヨン（鶏肉,豚肉）
酒,みりん,濃口醬油

白かまぼこ,豚肉,甘口白
みそ（大豆）,白みそ
（大豆）

こんにゃく とうがん,ねぎ,椎茸,生姜 塩,花かつお,豚骨

ぐるくん でん粉,なたね油 にんにく こしょう,塩,塩こうじ

牛乳

麦,米,黒米

卵（液卵） 水あめ,でん粉,さとう,ご
ま油（大豆）

ねぎ かつおだし（小麦）,食酢（りん
ご）,食塩

チキアギ（大豆）,糸け
ずり

さとう きゅうり,人参,小松菜,白
菜

濃口醬油,酢

牛乳

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

いわし,寒天 さとう,水あめ,でん粉 濃口醬油,みりん,かつおぶしエキ
ス（小麦,大豆）,酢

大豆,あおさ もち米,さとう,でん粉 濃口醬油（小麦,大豆）

つくね（小麦,ごま,大豆
鶏肉,豚肉）

でん粉,はるさめ,里芋 人参,生姜,白菜,長ねぎ 花かつお,塩,ポークブイヨン（鶏
肉、豚肉）,濃口醬油（小麦、大
豆）,こしょう

しらす干し,塩こんぶ
（小麦,大豆）

ごま油（大豆）,さとう キャベツ,きゅうり,人参
大根

薄口醤油（大豆、小麦）,酢（小
麦）

牛乳

米,麦 ゆかり

学校給食予定献立表（アレルギー詳細）献立表

(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

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

　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7品目 　卵　乳（乳製品）　えび　かに　いか　たこ　ごま



(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

6日 牛乳

(水) ●ミートスパゲティ（乳）

蒸しコーン

ポテトサラダ

くだもの

7日 牛乳

(木) ごはん

豚肉とてびちと大根の
煮つけ

納豆みそ

キャベツのゆかり和え

8日 牛乳

(金) コッペパン

比屋根小

6年欠食

ジュリエンヌスープ

鶏肉のトマトソースがけ

●コーンソテー（乳）

12日 牛乳

(火) うっちんジューシー

美東中

欠食

さばのゴマ味噌あんかけ

大根サラダ

13日 牛乳

(水) むぎごはん

●かきたま汁（卵）

えび入り春巻き

回鍋肉

(木) チキンライス

バレンタ

イン献立

オムライスシート

ケチャップ

●ブロッチ―サラダ（乳）

ハートのプリン

ケチャップ

豆乳加工食品,大豆 果糖ぶどう糖液糖,グラ
ニュー糖,ぶどう糖,でん
粉

ココアパウダー

たまご でん粉,なたね油 だし汁（小麦,大豆）,塩

チーズ（乳） カリフラワー,きゅうり
ブロッコリー,小松菜,赤
パプリカ

塩,コーンクリーミードレッシング

無添加ベーコン（豚肉、
大豆）,鶏肉

こめサラダ油,麦,米 玉ねぎ,ピーマン,マッ
シュルーム,人参

パプリカ粉,ケチャップ,塩,チキン
ブイヨン（鶏肉）,トマトジュース

厚揚げ（大豆）,豚肉,赤
みそ（大豆）

こめサラダ油,さとう,で
ん粉

きくらげ,キャベツ,人参
長ねぎ,生姜,しいたけ

塩,トウバンジャン,酒,濃口醬油

液卵,絹ごし豆腐（大
豆）

でん粉 えのきたけ,しいたけ,人
参,大根,長ねぎ

塩,花かつお,だし昆布,濃口醬油

大豆粉,鶏肉,えび なたね油,小麦粉,ラード
（豚肉）,水あめ,でん粉
さとう,春雨,乳成分,ごま
コーンフラワー,ショー
トニング

キャベツ,竹の子,人参,れ
んこん,にんにく,生姜,し
いたけ,りんご

濃口醬油,オイスターソース,塩,が
らスープ,ポークエキス（大
豆）,XO醤

牛乳

麦,米

さば,米みそ（大豆）,赤
みそ（大豆）

ごま,さとう,でん粉 生姜 花かつお,塩,みりん

ツナ,海藻ミックス きゅうり,コーン,人参,大
根

塩,和風ドレッシング (小麦、大
豆）

牛乳

油揚げ（大豆）,豚肉 麦,こめサラダ油,米 ごぼう,しいたけ,ねぎ,人
参

ターメリックパウダー,花かつお
塩,薄口醤油,だし昆布,酒,みりん

無添加ベーコン（豚肉
大豆）

無塩バター（乳） キャベツ,コーン,人参,小
松菜

塩,こしょう,濃口醬油

無添加ベーコン（豚肉
大豆）

オリーブ油,じゃがいも えのきたけ,セロリー,玉
ねぎ,パセリ,人参,大根

塩,チキンブイヨン（鶏肉）,白ワ
イン,豚骨,こしょう

鶏肉 オリーブ油,さとう,でん
粉

玉ねぎ,トマト,にんにく 塩,こしょう,トマトソース（大
豆）,ウスターソース,濃口醬油,白
ワイン,カレー粉

牛乳

コッペパン（小麦、乳
大豆）

しらす干し さとう キャベツ,きゅうり,もや
し,人参,梅肉

ゆかり,酢

厚揚げ（大豆）,豚肉,豚
足

ごま油（大豆）,こん
にゃく,さとう,でん粉

さやいんげん,しいたけ
人参,大根,生姜

花かつお,塩,薄口醤油,酒,みりん
濃口醬油

ツナ,挽きわり納豆（大
豆）,糸けずり,麦みそ
（大豆）

さとう,大豆油 ねぎ,生姜 みりん

牛乳

米

くだもの

コーン

無添加ハム（豚肉、大
豆、鶏肉）

さとう,じゃがいも,ノン
エッグマヨネーズ

あお豆（大豆）,きゅう
り,人参

塩,酢

牛乳

大豆,牛肉,豚レバー,豚肉 オリーブ油,さとう,スパ
ゲティ（小麦）,大豆油

玉ねぎ,トマト,にんにく
ピーマン,マッシュルー
ム,人参

ウスターソース,ケチャップ,塩,ト
マトピューレー,ミートソース（小
麦,牛肉,乳,大豆）



(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

15日 牛乳

(金) むぎごはん

かしわ汁

くるま麩と鶏肉のナゲット

五目煮

18日 牛乳

(月) ごはん

●ポークカレー（乳）

ゆでたまご

杏仁フルーツ

19日 牛乳

(火) コッペパン（セルフサ
ンド）

●マッシュルームスー
プ（乳）

スティックドック（セ
ルフサンド）

コールスローサラダ
（セルフサンド）

20日 牛乳

(水) 黒米ごはん

ジュウル

クニチー

中身汁

県産マグロのシーク
ワーサーソースがけ

●れんこんのごま和え
（ごま）

サーターアンダギー

21日 牛乳

(木) むぎごはん

麻婆大根

ポークシューマイ

●バンバンジー（ごま）

22日 牛乳

(金) わかめごはん

ワンタンスープ

野菜入り鶏つくね

春雨の中華炒め 豚肉 ごま油（大豆）,でん粉
春雨

きくらげ,人参,小松菜,椎
茸,生姜,白菜,にんにく

塩,酒,みりん,濃口醬油

鶏肉 ごま油（大豆）,ワンタ
ンの皮（小麦）

えのきたけ,エリンギ,ご
ぼう,生姜,チンゲン菜,人
参

塩,花かつお,薄口醤油,ポークブイ
ヨン（鶏肉、豚肉）,酒

鶏肉 パン粉（小麦）,水あめ
でん粉,植物油脂（大
豆）

キャベツ,玉ねぎ,人参

牛乳

炊き込みわかめ 米,麦

米みそ（大豆）,鶏肉 ごま,ごま油（大豆）,さ
とう,ねりごま

きゅうり,もやし,人参,切
干大根,小松菜

濃口醬油,酢

沖縄豆腐（大豆）,豚肉,
赤みそ（大豆）,麦みそ
（大豆）

ごま油（大豆）,さとう
でん粉,大豆油

たまねぎ,にら,にんにく
人参,大根,木くらげ,椎茸
生姜

塩,トウバンジャン,ケチャップ,オ
イスターソース,ポークブイヨン
（鶏肉、豚肉）,豚骨

豚肉 パン粉（小麦）,でん粉
さとう,小麦粉,水あめ

玉ねぎ,生姜 塩,ポークエキス（豚肉）

牛乳

麦,米

ちくわ ごま,さとう,ねりごま きゅうり,れんこん,人参
小松菜

塩,濃口醬油,酢

たまご 小麦粉,黒糖,さとう,糖蜜,
オリゴ糖,サラダ油,大豆
油

シークワーサー果汁 塩

豚肉,豚中身 こんにゃく,ねぎ,椎茸,生
姜

塩,花かつお,みりん,濃口醬油,豚骨

まぐろ さとう,でん粉,大豆油,小
麦粉

シークヮーサー果汁 濃口醬油,酢

牛乳

麦,米,黒米

無添加ハム（豚肉、大
豆、鶏肉）

オリーブ油,さとう,ノン
エッグマヨネーズ

キャベツ,きゅうり,コー
ン,シークァーサー果汁
人参,白菜

塩,酢,フレンチドレッシング,こ
しょう

生クリーム（乳）,白花
豆,白いんげん豆,脱脂粉
乳（乳）,鶏肉

こめサラダ油,じゃがい
も,マーガリン（乳、大
豆、豚肉）,大豆油,小麦
粉

エリンギ,コーン,玉ねぎ
マッシュルーム,人参

こしょう,塩,豚骨

牛肉.鶏肉,豚肉 パン粉（小麦）,小麦た
ん白（小麦）,オリーブ
油,でん粉,さとう

玉ねぎ,にんにく,トマト
パセリ

塩,濃口醬油（小麦,大豆）,トマト
ソース（大豆）,すし酢（小麦）,
こしょう

牛乳

コッペパン（小麦、乳
大豆）

さとう,杏仁ゼリー（大
豆）

もも,みかん,パイナップ
ル

白花豆,白いんげん豆,脱
脂粉乳（乳）,豚肉

じゃがいも,マーガリン
（乳、大豆、豚肉）,大
豆油,小麦粉

玉ねぎ,なす,にんにく
ピーマン,プルーン,人参

ウスターソース,マドラスカレール
ウ（小麦,,牛肉,大豆,豚肉,りんご,
鶏肉）,カレー粉,塩,ケチャップ,豚
骨,赤ワイン

たまご

牛乳

米

チキアギ（大豆）,鶏肉 こんにゃく,さとう,里芋 ごぼう,人参,大根,椎茸,生
姜

花かつお,塩,薄口醤油,,酒,みりん
濃口醬油

油揚げ（大豆）,鶏肉 ごぼう,とうがん,人参,椎
茸.長ねぎ

花かつお,塩,薄口醤油,だし昆布,酒

鶏肉,大豆 麩（小麦）,なたね油 にんにく 濃口醬油,塩

牛乳

麦,米



(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

25日 牛乳

(月) キャロットピラフ

魚のマスタード焼

白菜と胡瓜のサラダ

26日 牛乳

(火) ごはん

高原小6

年欠食

田舎汁

県産魚の照り焼きソースがけ 

ひじき炒め煮

27日 牛乳

(水) コッペパン

ABCマカロニスープ

あじフライ

野菜ソテー

28日 牛乳

(木) 五目ラーメン

ジャンボ餃子

大根とわかめの酢の物

くだもの くだもの

豚肉,大豆たん白（大
豆）,鶏肉

ごま油（大豆）,パン粉
（小麦,乳,大豆）,小麦粉
植物油脂（大豆）

キャベツ,ニラ,長ネギ,生
姜,にんにく

濃口醬油,オイスターソース,塩

しらす干し,わかめ さとう きゅうり,シークヮー
サー果汁,人参,大根

塩,酢

牛乳

なると（大豆）,豚肉 中華めん（小麦、大豆） キャベツ,コーン,にんに
く,もやし,人参,木くらげ
生姜,長ねぎ

塩,花かつお,酒,みりん,濃口醬油
豚骨

こめサラダ油 キャベツ,コーン,しめじ
ブロッコリー,人参,こん
にゃく

塩,こしょう

ミックスビーンズ,鶏肉
白花豆,白いんげん

ABCマカロニ（小麦）
こめサラダ油,じゃがい
も

バジル,キャベツ,セロリ
玉ねぎトマト,にんにく
パセリ,人参

ケチャップ,塩,チキンブイヨン
（鶏肉）,みりん,ウスターソース
濃口醬油,こしょう

あじ パン粉（小麦,大豆）,小
麦粉,でん粉なたね油

塩

牛乳

コッペパン（小麦
乳、大豆）

大豆,チキアギ（大豆）
ひじき,豚肉

さとう,大豆油 こんにゃく,もやし,人参
切干大根

花かつお,塩,ポークブイヨン（鶏
肉、豚肉）,みりん,濃口醬油

油揚げ（大豆）,甘口白
みそ（大豆）,麦みそ
（大豆）

こんにゃく,じゃがいも 人参,大根,小松菜 塩,花かつお

まぐろ さとう,でん粉 しょうが みりん,濃口醬油,塩,こしょう

牛乳

米

チーズ（乳）,ホキ ノンエッグマヨネーズ パセリ こしょう,塩,粒マスタード

鶏肉 オリーブ油,さとう きゅうり,にんじん,大根
小松菜,白菜

酢

牛乳

無添加ウインナー（豚
肉）,豚肉

大豆油,麦,米 コーン,玉ねぎ,人参,パセ
リ,マッシュルーム,人参
にんにく

こしょう,塩,チキンブイヨン（鶏
肉）,白ワイン


