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皆さんは、給食を残さずに食べていますか？ 苦手な食べ物や味つけだったり、

準備に時間がかかって食べる時間が少なかったり、太りたくないからなど、

さまざまな理由で残している人がいるのではないでしょうか。しかし、一人が

残す量がたった一口分だったとしても、それが集まればすごい量になります。

給食は、成長期にある皆さんの健康や発達のために、栄養バランスを考えて

作られています。また、給食ができるまでには多くの人や物が関わっていますので、感謝の

気持ちを忘れずに、食べられる人は、なるべく残さず食べるよう心がけてほしいと思います。

ただし、食べられない理由は人それぞれです。決して、周りの人に食べることを無理強い

することのないようにしましょう。

学校給食における県産

お菓子の魅力発信事業

10/12（火）：

塩ちんすこう１人1個

県産畜産物

学校給食提供事業

10/6（水）：

アグーブランド豚肉

新型コロナウイルス感染症拡大により、観光客への依存が大きい食品は大きな影響を受けました。

このような県産品の需要喚起や魅力の発信を目的とした沖縄県の補助事業が行われ、

希望する学校へ無償提供されます。

県産水産物を活用した

学校給食提供事業

10/15（金）：まぐろ

給食に、ほぼ毎日入っている野菜といえば何でしょう？

…正解は「にんじん」です。にんじんは、体の中で

「ビタミンＡ」に変化する「βカロテン」を豊富に含む

緑黄色野菜です。ビタミンＡは、目や皮膚・粘膜の健康に

欠かせない栄養素で、不足すると、暗い場所で物が

見えにくくなったり、皮膚や粘膜が乾燥して感染症に

かかりやすくなったりします。10月10日は「目の愛護デー」

です。ビタミンＡを含む食べ物をしっかり食べて、目の

健康について考えてみませんか。

世界では、すべての人が十分に食べられるだけの

食料が生産されているのに、最大８億１１００万人が

飢えています。一方で、たくさんの食べ物を輸入

しながら、たくさん捨てている私たち。世界中のみんな

が食べられるようにするにはどうしたらいいのか、

「世界食料デー」月間をきっかけに一緒に考えて

みませんか。

世界で毎日お腹を空かせながら

生活している人々 １０人に１人
油と一緒にとると

吸収率アップ！



※「詳細献立表」には、使用する食材と、アレルギー表示義務のある７品目及び下記の品目について表示しています。

※醤油、特濃酢、酢に含まれる「小麦」は表示しておりませんが、微量の小麦成分が含まれております。

※あおさ、もずく、ひじき、しらす、チリメン、カエリなどは収穫の際、「えび・かに」が混ざる可能性があります。

※2枚貝には「かに」が共存しています。

※揚げ油は、3～4回程度同一の油を使用しています。

※給食を食べる前に、必ず内容を確認してください。

※材料、天候等により、献立を変更する場合があります。

※詳しい情報が必要な方、またご不明点がある場合は給食室までお問合せください。

麦ごはん

タコスミート

キャベツ

スライスチーズ

冬瓜すり流し汁

田芋パイ

あわごはん

春雨スープ

にんにくの芽中華炒め

えだ豆シュウマイ

カレーうどん

野菜のかきあげ

白菜の和風マヨ和え

くだもの

アグー豚丼

わかめスープ

彩りサラダ

くだもの

なかよしパン

きのこシチュー

ごぼうサラダ

ブルーベリージャム

日 曜日 こ　ん　だ　て

（あか） （きいろ） （みどり）

調味料おもに体をつくる おもにエネルギーの おもに体の調子を

もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

表示義務（特定原材料）７品目

卵、乳、小麦、落花生（ピーナッツ）、えび、そば、かに

1 金

米,麦

田芋パイ（小麦,乳）

牛肉,豚肉,
豚レバー,
粒状大豆タンパク

こめ油 たまねぎ,人参,トマト,
にんにく

トマトピューレ,チリソース,
チリミックス（小麦,乳）,
チリパウダー,ケチャップ,
ウスターソース,シママース,
こしょう

キャベツ,ミニトマト

チーズ（乳）

鶏肉 でん粉 とうがん,人参,しめじ,
小松菜,しょうが

花かつお,しょうゆ,
シママース

豚肉 ごま油,こめ油 にんにくの芽,しめじ,
赤ピーマン,たけのこ,
人参,たまねぎ,しょうが,
にんにく

しょうゆ,シママース,
オイスターソース（ｶｷｴｷｽ）,
豆板醬,料理酒

えだ豆シュウマイ(小麦）

4 月

米,もちきび

ハム 緑豆はるさめ,ごま油 椎茸,人参,
たけのこ,パクチョイ

しょうゆ,シママース,こしょう,
花かつお,素材力鶏だし

5 火

豚肉,油揚げ,なると うどん（小麦）,
でん粉,こめ油

人参,たまねぎ,白菜,
パクチョイ,きくらげ,椎茸,
しめじ,長ねぎ,にんにく

シママース,ｶﾚｰﾙｳ（小麦）,
マドラスカレー（小麦,乳）,
ウスターソース,しょうゆ,
ポークブイヨン,みりん

バナナ

白かまぼこ,卵 小麦粉,揚げ油① ごぼう,人参,たまねぎ,
かぼちゃ,にら

シママース

糸けずり ごま,三温糖,
ノンエッグマヨネーズ

白菜,人参,いんげん しょうゆ,シママース

三温糖,オリーブ油 ブロッコリー,赤ピーマン,
大根,きゅうり,コーン,
シークヮーサー果汁

しょうゆ,特濃酢,シママース

オレンジ

6 水

アグー豚肉,厚揚げ 米,おし麦,三温糖,
ごま油,こめ油,でん粉

たまねぎ,人参,にら,
たけのこ,椎茸,
しょうが,にんにく

料理酒,しょうゆ,みりん,
シママース,ポークブイヨン,
豆板醬

わかめ,絹ごし豆腐,ささみ ごま油 白菜,人参,長ねぎ シママース,しょうゆ,こしょう,
ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ,素材力鶏だし

7 木

なかよしパン（小麦,乳）

ブルーベリージャム

鶏肉,蒸し大豆,
脱脂粉乳(乳)

じゃがいも しめじ,えのき,椎茸,
マッシュルーム,コーン,
人参,たまねぎ,にんにく

ホワイトルウ（小麦,乳）,
シママース,こしょう,
素材力鶏だし

ハム ごま ごぼう,きゅうり,
黄ピーマン,赤ピーマン

ごまドレッシング（小麦）,
しょうゆ

タ
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ス



あわごはん

豆腐のチゲスープ

プルコギ

ヤンニョムチキン

麦ごはん

筑前煮

さばの塩麴焼き

ちくわと野菜の和え物

黒米ごはん

中味汁

クーブイリチー

すみそ和え

塩ちんすこう

ナン

ドライカレー

野菜スープ

ヨーグルト

中華丼

卵スープ

フルーツ杏仁

クファジューシー

チムシンジ

まぐろフライ

くだもの

沖縄そば

汁・具

豆腐チャンプルー

くだもの

豚肉 三温糖,ごま油,
春雨,でん粉

にんにく,しょうが,
人参,たまねぎ,キャベツ,
にんにくの芽,たけのこ

料理酒,みりん,しょうゆ,
甜麺醤(小麦）,シママース

鶏肉 小麦粉,でん粉,
揚げ油②,三温糖,ごま

しょうが,にんにく 料理酒,シママース,
こしょう,コチジャン,
しょうゆ,みりん,ケチャップ

8 金

米,もちきび

鶏肉,絹ごし豆腐 ごま油 えのき,しめじ,
人参,にら

鶏ガラ（卵）,キムチの素
（イカ）,ｷﾄﾞ中華(小麦,乳),
しょうゆ,シママース

11 月

米,麦

ちくわ 三温糖,ごま油 人参,もやし,白菜,
ほうれん草

しょうゆ,ミツカン酢

鶏肉,厚揚げ 里芋,三温糖,こめ油 たけのこ,れんこん,椎茸,
大根,人参こんにゃく,
ごぼう,いんげん,しょうが

しょうゆ,みりん,
シママース,花かつお

さば 塩麴

昆布,豚肉,かまぼこ 三温糖,こめ油 人参,こんにゃく,
いんげん

しょうゆ,みりん,料理酒,
シママース,ポークブイヨン

甘口白みそ 三温糖 もやし,きゅうり,人参 特濃酢

12 火

米,黒米

豚肉,中身 こんにゃく,椎茸,
しょうが,ねぎ

花かつお,豚ガラ,
シママース,しょうゆ

塩ちんすこう（小麦）

13 水

ナン（小麦）

ヨーグルト（乳）

豚肉,牛肉,豚レバー,
粒状大豆タンパク

じゃがいも,こめ油 たまねぎ,人参,
ピーマン,にんにく,
しょうが,りんごピューレ

カレー粉,シママース,
ドライカレー（乳,小麦）,
ウスターソース

ベーコン じゃがいも,
マカロニ（小麦）,こめ油

キャベツ,たまねぎ,人参,
セロリー,パセリ,にんにく

チキンブイヨン,シママース,
こしょう,素材力鶏だし

杏仁豆腐（乳） 黄もも,洋なし,ぶどう,
ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ,さくらんぼ,
みかん,ｼｰｸﾜｻｰ果汁

14 木

豚肉,なると,
うずらの卵,えび

米,麦,くわい,
こめ油,でん粉

たけのこ,ヤングコーン,
きくらげ,椎茸,白菜,
人参,たまねぎ,にら,
しょうが,にんにく

しょうゆ,料理酒,みりん,
オイスターソース（ｶｷｴｷｽ）,
シママース,こしょう,
ｷﾄﾞ中華(小麦,乳),花かつお

ハム,絹ごし豆腐,卵 でん粉,ごま油 白菜,小松菜,
人参,コーン

シママース,しょうゆ,
鶏ガラ（卵）

豚レバー,豚肉,
赤みそ,白みそ

じゃがいも 人参,大根,長ねぎ 花かつお15 金

豚肉,かまぼこ,昆布 米,こめ油 人参,椎茸,ねぎ ポークブイヨン,しょうゆ,
みりん,シママース

りんご

まぐろ 小麦粉,パン粉（小麦）,
揚げ油③

こしょう,シママース

梨

18 月

沖縄そば（小麦）

豆腐,豚肉 こめ油,ごま油 人参,キャベツ,もやし,
からしな

しょうゆ,シママース

かまぼこ,豚肉 三温糖 ねぎ,しょうが 花かつお,豚ガラ,ｼﾏﾏｰｽ,
しょうゆ,七味唐辛子,料理酒

沖
縄
そ
ば



麦ごはん

チキンストロガノフ

大根サラダ

くだもの

コーントースト

ラビオリスープ

いんげんのソテー

うっちんごはん

ゆし豆腐

きびなごのシークヮ
サーソースかけ

玄米ごはん

おでん

ごまジャコサラダ

納豆みそ

ちゃんぽん麺

小籠包

中華サラダ

くだもの

麦ごはん

ガパオライス

五目スープ

春雨サラダ

秋の香りごはん

里芋のみそ汁

鮭の塩焼き

くだもの

トマトリゾット

ガーリックチキン

アスパラソテー

かぼちゃのクッキー

20 水

米,麦

ぶどう

鶏肉,鶏レバー,
生クリーム（乳）

じゃがいも,小麦粉,
マーガリン（乳）

にんにく,たまねぎ,
マッシュルーム,人参,
ブロッコリー,トマト

赤ワイン,ウスターソース,
ケチャップ,デミグラスソース
（小麦）,ハヤシルウ（小麦）,
ｼﾏﾏｰｽ,チキンがらスープ

とりささみ 三温糖 大根,きゅうり,人参 タンカンドレッシング（小麦）

ベーコン いんげん,たまねぎ,
人参,ヤングコーン,
にんにく

シママース,しょうゆ

21 木

ツナ,チーズ（乳） 食パン（小麦,乳）,
ノンエッグマヨネーズ

たまねぎ,コーン

ベーコン,ラビオリ（小麦）,
白いんげん豆

じゃがいも,オリーブ油 たまねぎ,人参,
セロリー,トマト,にんにく

トマトピューレー,シママース,
こしょう,チキンブイヨン

22 金

豚肉,白かまぼこ 米,おし麦,こめ油 人参,きくらげ,しめじ,
あお豆,たまねぎ

うっちん粉,カレー粉,しょうゆ,
料理酒,シママース,
ポークブイヨン,花かつお

ゆし豆腐 ねぎ しょうゆ,ｼﾏﾏｰｽ,花かつお

きびなご 小麦粉,でん粉,
揚げ油④,三温糖

シークヮーサー果汁 ミツカン酢,シママース,
しょうゆ

しらす干し,糸けずり ごま,三温糖,ごま油 キャベツ,人参,
きゅうり,もやし

ミツカン酢,しょうゆ,
シママース

納豆,豚肉,
麦みそ,糸けずり

三温糖,こめ油,ごま ねぎ,しょうが みりん

25 月

米,発芽玄米

鶏肉,結び昆布,ちくわ,
うずらの卵,厚揚げ

大根,人参,椎茸,いんげ
ん,　こんにゃく,しょうが

シママース,しょうゆ,
みりん,花かつお

26 火

なると,豚肉 中華めん（小麦）,でん粉,
ごま油,こめ油

人参,たまねぎ,たけのこ,
椎茸,きくらげ,白菜,
長ねぎ,ヤングコーン,
しょうが,にんにく

鶏ガラ（卵）,シママース,
しょうゆ,ｷﾄﾞ中華(小麦,乳),
ポークブイヨン,こしょう

オレンジ

ショーロンポー（小麦）

白かまぼこ ごま,三温糖,ごま油 もやし,きゅうり,
人参,キャベツ

しょうゆ,特濃酢,シママース

鶏肉 ごま油,でん粉 人参,たまねぎ,キャベツ,
もやし,小松菜,椎茸,
たけのこ

しょうゆ,シママース,こしょう,
素材力鶏だし,花かつお

ハム 縁豆はるさめ,ごま,
三温糖,ごま油

人参,きゅうり,もやし,
レモン

しょうゆ,特濃酢

27 水

米,麦

豚肉,粒状大豆タンパク 三温糖,ごま油 たまねぎ,赤ピーマン,
ピーマン,しめじ,バジル,
にんにく,しょうが

料理酒,ウスターソース,
オイスターソース（ｶｷｴｷｽ）,
しょうゆ,豆板醬,
シママース,こしょう

28 木

鶏肉,油揚げ 米,おし麦,くり,こめ油,ごま 椎茸,しめじ,人参,
ごぼう,ねぎ

花かつお,シママース,
しょうゆ,料理酒,みりん

柿

鶏肉,木綿豆腐,
白みそ,赤みそ

里芋 こんにゃく,人参,小松菜 花かつお

鮭 シママース

ベーコン こめ油 アスパラガス,人参,
たまねぎ,ヤングコーン

シママース,こしょう,しょうゆ

卵 小麦粉,マーガリン（乳）,
三温糖,チョコレート（乳）

かぼちゃ ベーキングパウダー

29 金

ベーコン 米,三温糖 たまねぎ,人参,しめじ,
マッシュルーム,パセリ,
コーン,トマト

白ワイン,シママース,
こしょう,コンソメ（小麦,乳）,
素材力鶏だし

鶏肉 にんにく シママース,こしょう


