
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（●）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6品目です。除去食の提供はアレルゲン6品目を含む

　　和え物（サラダ、フルーツ和えを含む）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。 献立表は、沖縄市のHPにも記載されていますので、ぜひご活用ください。

17日 牛乳

(月) ごはん

夏野菜カレー

ピクルス和え

シークヮーサーアイス

18日 牛乳

(火) 麦ごはん

豚汁

きんぴらごぼう

手作りふりかけ

19日 牛乳

(水) もずく雑炊

大根のツナ和え

ちくわの磯辺揚げ

しらす、わかめ 三温糖、ごま きゅうり、人参、大根、
モーウイ

しょうゆ、りんご酢(りんご)

ちくわ、青のり 大豆油、小麦粉

牛乳

豚肉、もずく、油揚げ
(大豆)

大豆油、麦、米 しいたけ、チンゲン菜、
玉ねぎ、人参

しょうゆ、塩、かつお節

チリメン、糸けずり、青
のり

三温糖、ごま しょうゆ

とうふ(大豆)、豚肉、赤
みそ(大豆)、白みそ(大
豆)

山芋 こんにゃく、冬瓜、人
参、長ねぎ、しょうが

かつお節

鶏肉 大豆油、三温糖、ごま ごぼう、ピーマン、糸こ
んにゃく、人参

かつお節、しょうゆ(小麦、大
豆)、みりん、七味唐辛子(ごま)

牛乳

米、麦

シークヮーサーアイス

鶏肉 じゃがいも、大豆油、小
麦粉、バター（乳）

オクラ、かぼちゃ、しょ
うが、冬瓜、トマト、に
んにく、ピーマン、玉ね
ぎ、人参

ウスターソース(りんご、大豆)、
塩、チキンブイヨン(鶏肉)、カ
レー粉、カレールウ(小麦、牛
肉、鶏肉、大豆)

三温糖、白ごま きゅうり、人参、大根 塩、酢(小麦)

牛乳

米

(血や肉、骨を作る) (熱や力になる) (体の調子を整える)

沖縄市第二調理場
937-2700

 令和２年８月　学校給食予定献立表（アレルギー詳細）献立表

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）21品目

　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　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6品目 　卵　乳　えび　かに　いか　たこ　

沖縄市立学校給食センター



20日 牛乳

(木) バーガーパン

ベジタブルスープ

ハンバーグのソースがけ

きのこソテー

21日 牛乳

(金) 和風スパゲティ

ささみカツ

のり和え

24日 牛乳

(月) 炊き込みご飯

さばのみそ焼き

海藻サラダ

25日 牛乳

(火) ごはん

マーボー冬瓜

しそ巻き棒餃子

ナムル

26日 牛乳

(水) 煮込みうどん

きびなごの南蛮漬け

●ごぼうサラダ（卵）

27日 牛乳

(木) 豆ピラフ

野菜のソテー

オムレツ

豚肉 大豆油 キャベツ、しめじ、玉ね
ぎ、人参、にんにく

塩、うすくちしょうゆ、こしょう

卵（大豆・ゼラチン） でん粉 塩

牛乳

鶏肉、ひよこ豆、大豆 大豆油、麦、米 玉ねぎ、人参、あお豆
(大豆)、にんにく

白ワイン、塩、こしょう、チキン
ブイヨン

スプラット 大豆油、でん粉、三温
糖、小麦粉

ピーマン、玉ねぎ、人参 しょうゆ、酢

ハム(豚肉、大豆、鶏肉) ねりごま、すりごま、マ
ヨネーズ(卵、大豆、り
んご)、三温糖

きゅうり、ごぼう、人参 しょうゆ

牛乳

なると(大豆)、豚肉、油
揚げ(大豆)

うどん(小麦) 小松菜、しょうが、に
ら、人参

しょうゆ、チキンブイヨン、みり
ん、塩、酒、かつお節

ごま油、三温糖、すりご
ま

きゅうり、もやし、人参 しょうゆ、塩、酢

豆腐(大豆)、,豚肉、赤み
そ(大豆)、白みそ(大豆)

ごま油、でん粉、三温糖 しいたけ、しょうが、冬
瓜、にら、ピーマン、玉
ねぎ、人参、にんにく

みりん、塩、豆板醬、テンメン
ジャン(小麦、大豆、ごま)

豚肉、鶏肉、卵、大豆 豚脂、植物油脂(ごま、
大豆)、小麦粉、水あ
め、でん粉

キャベツ、玉ねぎ、し
そ、にら

がらスープ(鶏肉、豚肉、ゼラチ
ン)、しょうゆ、塩、チキンエキ
ス(ごま、大豆、鶏肉、豚肉)、
ポークエキス(乳、豚肉)

牛乳

米

さば、白みそ(大豆) ごま、三温糖 しょうが みりん

茎わかめ、昆布、赤つの
また、青つのまた、白キ
リンサイ、糸けずり、寒
天

三温糖 モーウイ、コーン、もや
し、人参

しょうゆ、みりん、塩、酢

牛乳

豚肉、大豆、油揚げ(大
豆)

大豆油、麦、米 ごぼう、しいたけ、ね
ぎ、人参

しょうゆ、みりん、塩、酒、かつ
お節

鶏肉、大豆粉(大豆) パン粉(小麦、大豆)、で
ん粉、植物油脂、小麦粉

塩

刻みのり 三温糖、ごま もやし、人参、白菜、
モーウイ

しょうゆ、酢

牛乳

鶏肉 スパゲッティ(小麦)、大
豆油

えのき、小松菜、しいた
け、しめじ、にんにく、
ピーマン、マッシュルー
ム、玉ねぎ、人参、赤
ピーマン

しょうゆ、塩

大豆油 えのき、キャベツ、しめ
じ、玉ねぎ、人参

しょうゆ、塩、こしょう

鶏肉 じゃがいも、大豆油、で
ん粉

いんげん、セロリ、玉ね
ぎ、人参、にんにく、パ
セリ

しょうゆ、チキンブイヨン(鶏
肉)、トマトソース（大豆）、
塩、こしょう

豚肉、鶏肉、植物性たん
ぱく(大豆)

豚脂、でん粉、三温糖 きゅうり、マッシュルー
ム、玉ねぎ

ウスターソース、ケチャップ、デ
ミグラスソース(小麦、鶏肉、豚
肉)、ポークエキス(豚肉)、塩、
酢、チキンブイヨン(鶏)

牛乳

バーガーパン(小麦、
乳、大豆)

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)



28日 牛乳

(金) コッペパン

へちまのクリーム煮

カリフラワーサラダ

31日 牛乳

(月) 麦ごはん

肉じゃが

もやしのごま和え

納豆みそ 納豆(大豆)、,糸けずり、
赤みそ(大豆)

ごま、大豆油、三温糖 しょうが、ねぎ みりん

豚肉 じゃがいも、大豆油、三
温糖

いんげん、しいたけ、
しょうが、玉ねぎ、糸こ
んにゃく、人参、長ねぎ

しょうゆ、みりん、酒、かつお節

三温糖、白ごま きゅうり、もやし、人参 しょうゆ、みりん、塩、酢

牛乳

米、麦

鶏肉、生クリーム(乳)、
脱脂粉乳、ベーコン(豚
肉)

じゃがいも、大豆油、小
麦粉、バター(乳)

いんげん、へちま、マッ
シュルーム、玉ねぎ、人
参、にんにく

チキンブイヨン、,塩

とりささみ ごま油、三温糖、白ごま カリフラワー、キャベ
ツ、モーウイ、人参

しょうゆ、りんご酢、塩、酢

牛乳

コッペパン（小麦、乳、
大豆）

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)




