
※「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。

ピタパン

ABCスープ

チリコンカン

ほうれん草オムレツ

麦ごはん

肉じゃが

焼きししゃも

梅おかか和え

二色揚げパン

ミネストローネスープ

カリフラワーソテー

くだもの

与勝緑が丘中学校

978-5230

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

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

1 金

ピタパン（小麦,乳）

ほうれん草入り
オムレツ（卵）

鶏肉,白いんげん豆 マカロニ（小麦）,
三温糖,こめ油

人参,キャベツ,
たまねぎ,コーン,あお豆

白ワイン,コンソメ（小麦,乳）,
シママース,こしょう,
鶏ガラ（卵）

レッドキドニー,
牛肉,豚肉,
粒状大豆タンパク

三温糖,こめ油 たまねぎ,人参 チリソース,ケチャップ,
チリパウダー,にんにく,
ウスターソース,シママース

4 月

米,麦

豚肉,油揚げ じゃがいも,三温糖 人参,たまねぎ,椎茸,
小松菜,こんにゃく,
いんげん,しょうが

しょうゆ,みりん,
シママース,花かつお

5 火

きな粉,脱脂粉乳(乳) なかよしパン（小麦,乳）,
揚げ油①,アーモンド,
黒糖,三温糖

ココア

ししゃも

糸けずり 三温糖 モーウイ,きゅうり,もやし 梅びしお,シママース,しょうゆ

オレンジ

鶏肉,ベーコン じゃがいも,三温糖,
こめ油

人参,セロリー,たまねぎ,
キャベツ,マッシュルーム,
いんげん,トマト,にんにく

ケチャップ,白ワイン,
シママース,こしょう,
チキンブイヨン

ベーコン こめ油,
マーガリン（乳）

カリフラワー,いんげん,
人参,ヤングコーン,
にんにく

しょうゆ,
シママース,
こしょう

沖縄県では７月は「県産品奨励月間」という

ことで、給食に沖縄県内で生産された食材や

郷土料理を積極的に取り入れています。ぜひ、

この機会に県産品への関心を高めましょう。
公開期間 ：令和４年７月１日～令和５年３月末

又は「QRコード」

県産品を使用した献立、学校給食や食育に
関する動画等の紹介など内容盛りだくさん
なので、ぜひこの機会に学校給食について
触れてみて下さい!!

～食と子どもの健康展～

検索してみてね♪

「沖縄県学校給食会」で検索

オンライン開催



あわごはん

春雨スープ

なすの中華みそ炒め

青じそ餃子

中華麺

具

つゆ

野菜のかきあげ

イカと野菜の炒め

七夕ゼリー

麦ごはん

冬瓜煮付け

パパイヤの和え物

ミニミニ納豆

和風スパゲティ

もちもちベーコンチーズ

コーンサラダ

アセロラゼリー

あわごはん

マーボーへちま

中華和え

えだ豆シューマイ

麦ごはん

さつま汁

ひじきと大豆の磯煮

さば生姜焼き

あみパン

ミートボールシチュー

えだまめサラダ

くだもの

豚肉,赤みそ 三温糖,こめ油,ごま油 なす,たまねぎ,
人参,にら,しょうが

豆板醬,料理酒,しょうゆ

青じそ餃子（小麦,乳）

6 水

米,もちきび

ハム 縁豆はるさめ,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

7 木

中華麺（小麦）

ハム,錦糸卵

冷やし中華スープ（小麦）

ごま油 きゅうり,人参,もやし シママース,しょうゆ

七夕ゼリー

揚げ油② 野菜のかき揚げ（小麦）

イカ 三温糖,こめ油,
ごま油,でん粉

たまねぎ,人参,
赤ピーマン,黄ピーマン,
ブロッコリー,カリフラワー,
にんにく,しょうが

料理酒,シママース,こしょう,
しょうゆ,木戸中華(小麦,乳)

8 金

米,麦

鶏肉,結び昆布,
ちきあぎ

三温糖,こめ油 とうがん,人参,こんにゃく,
椎茸,いんげん,しょうが

しょうゆ,みりん,料理酒,
シママース,花かつお

11 月

ベーコン,豚肉 スパゲティ（小麦）,
オリーブ油

人参,たまねぎ,しめじ,
椎茸,マッシュルーム,
小松菜,にんにく

白ワイン,しょうゆ,
チキンブイヨン,
シママース,こしょう

とりささみ グラニュー糖 パパイヤ,きゅうり,
人参,シークヮーサー

しょうゆ,特濃酢

ミニミニ納豆（小麦）

アセロラゼリー

チーズ（乳）,
ベーコン,卵

ミックス粉（小麦,乳）,
サラダ油,揚げ油③

レッドキドニー,ハム コーン,キャベツ,
人参,きゅうり

和風ドレッシング (小麦）,
シママース,こしょう

12 火

米,もちきび

豚肉,豆腐,
粒状大豆タンパク,
赤みそ

ごま油,でん粉,こめ油 へちま,人参,たまねぎ,
にら,椎茸,きくらげ,
しょうが,にんにく

甜麺醤（小麦）,豆板醬,
オイスターソース（ｶｷｴｷｽ）,
シママース,ポークブイヨン

13 水

米,麦

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

えだ豆シューマイ
（小麦,乳）

さば 三温糖 しょうが しょうゆ,みりん,料理酒

鶏肉,赤みそ,白みそ さつまいも だいこん,人参,
ごぼう,ねぎ

花かつお

ひじき,豚肉,大豆,
ちきあぎ,厚揚げ

こめ油,ごま油 こんにゃく,人参,ごぼう,
いんげん

しょうゆ,みりん,料理酒,
シママース,花かつお

14 木

あみパン（小麦,乳）

ミートボール（小麦）,
脱脂粉乳(乳),
生クリーム（乳）

じゃがいも,こめ油 人参,たまねぎ,
マッシュルーム,コーン,
白菜,ほうれん草,にんにく

白ワイン,シママース,
ホワイトルウ（小麦,乳）,
こしょう,鶏ガラ（卵）

ツナ ブロッコリー,白菜,
赤ピーマン,あお豆

イタリアンドレッシング

オレンジ

冷
や
し
中
華



麦ごはん

豚カツ

野菜の卵とじ
（カツ丼具）

もやしのみそ汁

くだもの

沖縄そば

汁・具

豆腐チャンプルー

くだもの

クーブジューシー

チムシンジ

魚の香味焼き

くだもの

麦ごはん

ポークカレー

ゆで卵

フルーツヨーグルト

トマトリゾット

タンドリーチキン

いんげんのソテー

ブラウニー

15 金
米,麦

絹ごし豆腐,
赤みそ,白みそ

もやし,とうがん,
人参,ねぎ

花かつお

グレープフルーツ

とんかつ（小麦） 揚げ油④

卵 三温糖,でん粉,こめ油 たまねぎ,人参,
小松菜,椎茸,きくらげ

花かつお,しょうゆ,みりん

19 火

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

20 水

豚肉,昆布,
油揚げ,白かまぼこ

米,おし麦,ごま,こめ油 人参,椎茸,あお豆 しょうゆ,料理酒,みりん,
シママース,花かつお

すいか

オレンジ

豚レバー,豚ロース,
赤みそ,白みそ

じゃがいも 人参,大根,長ねぎ 花かつお

まぐろ 長ねぎ,しょうが みりん,さんしょうの粉,
しょうゆ

21 木

米,麦

豚肉 じゃがいも,小麦粉,
マーガリン（乳）,こめ油

人参,たまねぎ,
ピーマン,にんにく

リンゴピューレ,
カレーフレーク（小麦）,
カレールウ（小麦,乳）,
ウスターソース,カレー粉,
シママース,ポークブイヨン

22 金

ベーコン 米,三温糖 たまねぎ,人参,しめじ,
エリンギ,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

卵

ヨーグルト（乳） バナナ,パイナップル,
黄桃,みかん,ナタデココ

卵 チョコフレーク（乳）,
チョコチップ（乳）,
バター（乳）,
グラニュー糖,
小麦粉,くるみ

鶏肉,ヨーグルト（乳） しょうが,にんにく シママース,こしょう,カレー粉

ベーコン マーガリン（乳） 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

カ
ツ
丼

沖
縄
そ
ば

夏真っ盛りの７～８月には、ご節句の一つ「七夕」や、うなぎを

食べる風習のある「土用の丑」、ご先祖様の霊をお迎えする

「お盆」などの行事があります。行事食の一例とともにご紹介します。

立秋前の約18日間を「夏の土用」といい、

この期間にある丑の日のことです。暑さ

厳しいこの時期に、栄養豊富なうなぎや、

「う」のつく物を食べて、健康を

願う風習があります。

亡くなった人の霊魂が戻ってくる日と

され、仏教行事の「盂蘭盆会」と作物の

収穫に感謝する行事がもとになって

います。仏教では生き物を殺す「殺生」

を避けることから、野菜や豆類などで

作る「精進料理」が用意されます。

季節の節目となる「五節句」の一つ。

日本の「棚機女」という伝説と、中国の

「織姫と彦星」の伝説がもとになって、

現在のような行事になりました。夜空に

浮かぶ天の川や、機織りの糸に見立てて

「そうめん」を食べる風習があります。

３年Ａ組リクエスト

（給食準備５月１位）



家にいる時間が長くなるので、ぜひ食事のお手伝いや料理に挑戦してほしいと思います。

おうちの人と相談し、できることから始めましょう。

暑さを避ける 日差しを避ける 水分・塩分補給 体調を整える

参考：文部科学省 中学生用食育教材『「食」の探究と社会への広がり』

もうすぐ夏休みが始まります。学校がないからと、夜ふかしや

朝寝坊をしたり、ダラダラとお菓子を食べたりしていると、

夏バテを起こし、体調を崩しやすくなります。休み中も元気に

過ごせるよう、食生活で気をつけたいポイントをまとめました。

早寝・早起きをして、朝・昼・夕の３回の食事を規則正しくとり、

生活リズムを整えましょう。おやつはダラダラ食べずに、時間と量を

決めて食べましょう。おやつの量の目安は１日２００kcal 程度です。

昼ごはんを自分で選んで購入する場合は、主食・主菜・副菜を

そろえることを心がけましょう。栄養のバランスが整いやすくなります。

給食がない日は、カルシウムが不足しがちになります。

カルシウムは、丈夫な骨をつくるのに欠かせない

栄養素です。牛乳・乳製品をはじめ、カルシウムを

多く含む食品を意識して食事に取り入れましょう。

熱中症を予防するには、しっかりと睡眠をとり、朝ごはんを必ず

食べること、こまめに水分補給を行うことが肝心です。マスクをして

いると喉の渇きを感じにくくなりますので、喉が渇いていなくても

１時間ごとにコップ１杯程度の水分をとるようにしましょう。

また、汗をたくさんかいたときには、スポーツドリンクなどで

塩分も一緒に補給します。


