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ひ
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魚魚魚魚
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・・・・肉肉肉肉

にく

・・・・卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆
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まめせいひん
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ぐん
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　　　　・・・・　　　　小魚小魚小魚小魚
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た
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やさい
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こくるい

・いも・いも・いも・いも類類類類
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砂糖砂糖砂糖砂糖
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しゅじつるい
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かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためもの たまごたまごたまごたまご ちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこ こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

わかたけじるわかたけじるわかたけじるわかたけじる なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　つぶあんつぶあんつぶあんつぶあん

7777

ちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） ちくわちくわちくわちくわ　　　　たまごたまごたまごたまご こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

さくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためもの さくらえびさくらえびさくらえびさくらえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう

ごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　わらびわらびわらびわらび　　　　みずなみずなみずなみずな　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ひらたけひらたけひらたけひらたけ　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　

だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　ふきふきふきふき しおしおしおしお

8888 シューマイシューマイシューマイシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

みずあめみずあめみずあめみずあめ

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

がらスープがらスープがらスープがらスープ

11111111 ひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくね（（（（３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 ひじきひじきひじきひじき たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 パンこパンこパンこパンこ

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

12121212 しろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライ ホキホキホキホキ にんにくにんにくにんにくにんにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　バジルバジルバジルバジル

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

マカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダ ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ マカロニマカロニマカロニマカロニ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　だいずだいずだいずだいず にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

13131313 チーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツ たまごたまごたまごたまご　　　　 チーズチーズチーズチーズ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

あまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう あまなつみかんあまなつみかんあまなつみかんあまなつみかん　　　　みかんみかんみかんみかん さとうさとうさとうさとう

かんてんかんてんかんてんかんてん パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しおしおしおしお　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だいずだいずだいずだいず トマトトマトトマトトマト りんごりんごりんごりんご　　　　パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤ　　　　レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

14141414 あじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけ あじあじあじあじ しおしおしおしお　　　　こめこうじこめこうじこめこうじこめこうじ

もやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

AブロックAブロックAブロックAブロック（（（（大井沢小大井沢小大井沢小大井沢小
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，，，，黒内小黒内小黒内小黒内小

くろうちしょう

，，，，松前台小松前台小松前台小松前台小

まつまえだいしょう

，，，，御所御所御所御所ケケケケ丘小丘小丘小丘小

ご し ょ が お か し ょ う

，，，，松松松松ケケケケ丘小丘小丘小丘小

まつがおかしょう

)　　   )　　   )　　   )　　   守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食

もりやしりつ がっ こうきゅ うし ょく

センターセンターセンターセンター

こ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   い

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（kcal)kcal)kcal)kcal)

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

副食副食副食副食

ふくしょく

おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの組織組織組織組織

そしき

をつくるをつくるをつくるをつくる おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの調子調子調子調子

ちょうし

をををを整整整整

ととの

えるえるえるえる

おもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになる

703703703703

33.533.533.533.5

18.118.118.118.1

2.42.42.42.4

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

きん

625625625625

24.424.424.424.4

17.317.317.317.3

3.13.13.13.1

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

704704704704

28.928.928.928.9

21.521.521.521.5

2.02.02.02.0

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

654654654654

24.524.524.524.5

14.214.214.214.2

2.62.62.62.6

月月月月

げつ

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

のむのむのむのむ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

684684684684

30.430.430.430.4

24.524.524.524.5

3.03.03.03.0

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

771771771771

22.022.022.022.0

20.520.520.520.5

2.62.62.62.6

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

642642642642

32.832.832.832.8

http://moriya.jed.jp/kyouiku/937/

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～しずおかけんしずおかけんしずおかけんしずおかけん～～～～

もやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

なまあげなまあげなまあげなまあげ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじる はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん こまつなこまつなこまつなこまつな かぶかぶかぶかぶ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　

15151515

とりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンに とりにくとりにくとりにくとりにく レモンレモンレモンレモン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

金金金金

きん

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ ひじきひじきひじきひじき　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり

（（（（わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング））））
こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かんてんかんてんかんてんかんてん

わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

18181818 さばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやき さばさばさばさば　　　　 じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ しおしおしおしお　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ ひじきひじきひじきひじき キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング）））） しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング

肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しらたきしらたきしらたきしらたき じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース

19191919 しろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケ だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう さとうさとうさとうさとう　　　　しろはなまめしろはなまめしろはなまめしろはなまめ バターバターバターバター しおしおしおしお

（（（（ソースソースソースソース）））） こめここめここめここめこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

パンこパンこパンこパンこ　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

火火火火

か

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ（（（（ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング

はるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう　　　　チーズチーズチーズチーズ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

20202020

ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　りんごりんごりんごりんご　　　　

ぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソース ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく レモンレモンレモンレモン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　

みずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたし あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ みずなみずなみずなみずな あぶらあぶらあぶらあぶら めんつゆめんつゆめんつゆめんつゆ

いんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

21212121 あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく こめここめここめここめこ　　　　さとうさとうさとうさとう

きゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

たまごたまごたまごたまご りんごりんごりんごりんご　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ さけさけさけさけ　　　　ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ

22222222 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ しおしおしおしお

ゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめ そらまめそらまめそらまめそらまめ しおしおしおしお

だいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ

25252525 チーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライ はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん チーズチーズチーズチーズ さとうさとうさとうさとう　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

（（（（ソースソースソースソース）））） たまごたまごたまごたまご やまいもやまいもやまいもやまいも　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

きりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんに さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

ごまじるごまじるごまじるごまじる なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ

26262626 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

アスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダ グリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガス　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング

ラビオリスープラビオリスープラビオリスープラビオリスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

27272727 チキンカツチキンカツチキンカツチキンカツ とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

くきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さわにわんさわにわんさわにわんさわにわん とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

にゅうにゅうにゅうにゅう
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19.919.919.919.9
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木木木木
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736736736736

30.330.330.330.3

24.924.924.924.9

2.52.52.52.5

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

683683683683

27.527.527.527.5

18.618.618.618.6

2.32.32.32.3

月月月月
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ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

675675675675

26.926.926.926.9

27.127.127.127.1

2.52.52.52.5

716716716716

32.132.132.132.1

26.826.826.826.8

2.52.52.52.5

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

水水水水

すい

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

634634634634

24.224.224.224.2

18.918.918.918.9

2.62.62.62.6

木木木木

も く

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

628628628628

30.430.430.430.4

15.915.915.915.9

1.51.51.51.5
金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

711711711711

24.424.424.424.4

23.923.923.923.9

2.72.72.72.7

月月月月

げつ

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

604604604604

25.325.325.325.3

24.624.624.624.6

3.03.03.03.0

火火火火

か

麦麦麦麦ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

656656656656

28.328.328.328.3

17.017.017.017.0

4.14.14.14.1

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

さわにわんさわにわんさわにわんさわにわん とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ まいたけまいたけまいたけまいたけ

28282828 いかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやき いかいかいかいか しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

キャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

なけんちんじるなけんちんじるなけんちんじるなけんちんじる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　

かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

29292929 きびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） きびなごきびなごきびなごきびなご パンこパンこパンこパンこ　　　　こめここめここめここめこ ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

ぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

とうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしる とうふとうふとうふとうふ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

637637637637

27.027.027.027.0

14.914.914.914.9

1.71.71.71.7
木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

643643643643

29.829.829.829.8

17.417.417.417.4

2.42.42.42.4
金金金金

きん

4.14.14.14.1

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう



平成平成平成平成

へいせい

２７２７２７２７年年年年

ねん

度度度度

ど

日日日日

ひ

曜曜曜曜

よう

日日日日

び

１１１１群群群群

ぐん

魚魚魚魚

さかな

・・・・肉肉肉肉

にく

・・・・卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆

まめ

・・・・豆製品豆製品豆製品豆製品

まめせいひん

２２２２群群群群

ぐん

牛乳牛乳牛乳牛乳

ぎゅうにゅう

　　　　・・・・　　　　小魚小魚小魚小魚

こざかな

海藻海藻海藻海藻

かいそう

３３３３群群群群

ぐん

緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色

りょくおうしょく

野菜野菜野菜野菜

やさい

４４４４群群群群

ぐん

そのそのそのその他他他他

た

のののの野菜野菜野菜野菜

やさい

きのこ・きのこ・きのこ・きのこ・果物果物果物果物

くだもの

・・・・他他他他

ほか

５５５５群群群群

ぐん

穀類穀類穀類穀類

こくるい

・いも・いも・いも・いも類類類類

るい

砂糖砂糖砂糖砂糖

さとう

６６６６群群群群

ぐん

油脂油脂油脂油脂

ゆし

種実類種実類種実類種実類

しゅじつるい

1111

ひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくね（（（（３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 ひじきひじきひじきひじき たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 パンこパンこパンこパンこ

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　つぶあんつぶあんつぶあんつぶあん

7777 シューマイシューマイシューマイシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

みずあめみずあめみずあめみずあめ

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

がらスープがらスープがらスープがらスープ

8888

ちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） ちくわちくわちくわちくわ　　　　たまごたまごたまごたまご こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

さくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためもの さくらえびさくらえびさくらえびさくらえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう

ごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　わらびわらびわらびわらび　　　　みずなみずなみずなみずな　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ひらたけひらたけひらたけひらたけ　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　

だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　ふきふきふきふき しおしおしおしお

11111111 かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためもの たまごたまごたまごたまご ちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこ こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

わかたけじるわかたけじるわかたけじるわかたけじる なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ

12121212 チーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツ たまごたまごたまごたまご　　　　 チーズチーズチーズチーズ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

あまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう あまなつみかんあまなつみかんあまなつみかんあまなつみかん　　　　みかんみかんみかんみかん さとうさとうさとうさとう

かんてんかんてんかんてんかんてん パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しおしおしおしお　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だいずだいずだいずだいず トマトトマトトマトトマト りんごりんごりんごりんご　　　　パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤ　　　　レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

13131313 しろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライ ホキホキホキホキ にんにくにんにくにんにくにんにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　バジルバジルバジルバジル

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

マカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダ ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ マカロニマカロニマカロニマカロニ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　だいずだいずだいずだいず にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

14141414

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

771771771771

22.022.022.022.0

20.520.520.520.5

2.62.62.62.6

火火火火

か

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

のむのむのむのむ

ヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル

トトトト

684684684684

30.430.430.430.4

24.524.524.524.5

3.03.03.03.0

水水水水

すい

625625625625

24.424.424.424.4

17.317.317.317.3

3.13.13.13.1

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

633633633633

32.432.432.432.4

17.917.917.917.9

2.42.42.42.4
月月月月

げつ

おもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになる

724724724724

25.625.625.625.6

14.414.414.414.4

2.62.62.62.6

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

き ん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

704704704704

28.928.928.928.9

21.521.521.521.5

2.02.02.02.0

木木木木

も く

BブロックBブロックBブロックBブロック（（（（守谷小守谷小守谷小守谷小

も り や し ょ う

，，，，郷州小郷州小郷州小郷州小

ごうしゅうしょう

）　　   ）　　   ）　　   ）　　   守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食

も り やし りつ がっ こう きゅ うし ょく

センターセンターセンターセンター

こ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   い

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（kcal)kcal)kcal)kcal)

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

副食副食副食副食

ふくしょく

おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの組織組織組織組織

そしき

をつくるをつくるをつくるをつくる おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの調子調子調子調子

ちょうし

をををを整整整整

ととの

えるえるえるえる

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

http://moriya.jed.jp/kyouiku/937/

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～しずおかけんしずおかけんしずおかけんしずおかけん

14141414

とりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンに とりにくとりにくとりにくとりにく レモンレモンレモンレモン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ ひじきひじきひじきひじき　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり

（（（（わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング））））
こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かんてんかんてんかんてんかんてん

わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

15151515 あじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけ あじあじあじあじ しおしおしおしお　　　　こめこうじこめこうじこめこうじこめこうじ

もやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

なまあげなまあげなまあげなまあげ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじる はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん こまつなこまつなこまつなこまつな かぶかぶかぶかぶ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　

18181818 チーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライ はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん チーズチーズチーズチーズ さとうさとうさとうさとう　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

（（（（ソースソースソースソース）））） たまごたまごたまごたまご やまいもやまいもやまいもやまいも　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

きりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんに さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

ごまじるごまじるごまじるごまじる なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ

19191919

ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　りんごりんごりんごりんご　　　　

ぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソース ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく レモンレモンレモンレモン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　

みずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたし あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ みずなみずなみずなみずな あぶらあぶらあぶらあぶら めんつゆめんつゆめんつゆめんつゆ

いんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

20202020 しろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケ だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう さとうさとうさとうさとう　　　　しろはなまめしろはなまめしろはなまめしろはなまめ バターバターバターバター しおしおしおしお

（（（（ソースソースソースソース）））） こめここめここめここめこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

パンこパンこパンこパンこ　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ（（（（ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング

はるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう　　　　チーズチーズチーズチーズ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

21212121 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ しおしおしおしお

ゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめ そらまめそらまめそらまめそらまめ しおしおしおしお

だいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ

22222222 あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく こめここめここめここめこ　　　　さとうさとうさとうさとう

きゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

たまごたまごたまごたまご りんごりんごりんごりんご　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ さけさけさけさけ　　　　ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ

25252525 さばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやき さばさばさばさば　　　　 じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ しおしおしおしお　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ ひじきひじきひじきひじき キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング）））） しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング

肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しらたきしらたきしらたきしらたき じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース

26262626 チキンカツチキンカツチキンカツチキンカツ とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

くきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さわにわんさわにわんさわにわんさわにわん とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ まいたけまいたけまいたけまいたけ

27272727 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

アスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダ グリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガス　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング

ラビオリスープラビオリスープラビオリスープラビオリスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

604604604604

25.325.325.325.3

24.624.624.624.6

3.03.03.03.0

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

683683683683

27.527.527.527.5

18.618.618.618.6

2.32.32.32.3

月月月月

げつ

麦麦麦麦ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

656656656656

28.328.328.328.3

17.017.017.017.0

4.14.14.14.1

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

628628628628

30.430.430.430.4

15.915.915.915.9

1.51.51.51.5
木木木木

も く

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

634634634634

24.224.224.224.2

18.918.918.918.9

2.62.62.62.6

金金金金

き ん

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

675675675675

26.926.926.926.9

27.127.127.127.1

2.52.52.52.5

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

711711711711

24.424.424.424.4

23.923.923.923.9

2.72.72.72.7

月月月月

げつ

716716716716

32.132.132.132.1

26.826.826.826.8

2.52.52.52.5

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

736736736736

30.330.330.330.3

24.924.924.924.9

2.52.52.52.5

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

も く

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

642642642642

32.832.832.832.8

19.919.919.919.9

2.52.52.52.5
金金金金

き ん

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

28282828 きびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） きびなごきびなごきびなごきびなご パンこパンこパンこパンこ　　　　こめここめここめここめこ ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

ぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

とうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしる とうふとうふとうふとうふ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

29292929 いかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやき いかいかいかいか しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

キャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

なけんちんじるなけんちんじるなけんちんじるなけんちんじる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　

かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

643643643643

29.829.829.829.8

17.417.417.417.4

2.42.42.42.4
木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

637637637637

27.027.027.027.0

14.914.914.914.9

1.71.71.71.7
金金金金

きん

水水水水



平成平成平成平成

へいせい

２７２７２７２７年年年年

ねん

度度度度

ど

日日日日

ひ

曜曜曜曜

よう

日日日日

び

１１１１群群群群

ぐん

魚魚魚魚

さかな

・・・・肉肉肉肉

にく

・・・・卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆

まめ

・・・・豆製品豆製品豆製品豆製品

まめせいひん

２２２２群群群群

ぐん

牛乳牛乳牛乳牛乳

ぎゅうにゅう

　　　　・・・・　　　　小魚小魚小魚小魚

こざかな

海藻海藻海藻海藻

かいそう

３３３３群群群群

ぐん

緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色

りょくおうしょく

野菜野菜野菜野菜

やさい

４４４４群群群群

ぐん

そのそのそのその他他他他

た

のののの野菜野菜野菜野菜

やさい

きのこ・きのこ・きのこ・きのこ・果物果物果物果物

くだもの

・・・・他他他他

ほか

５５５５群群群群

ぐん

穀類穀類穀類穀類

こくるい

・いも・いも・いも・いも類類類類

るい

砂糖砂糖砂糖砂糖

さとう

６６６６群群群群

ぐん

油脂油脂油脂油脂

ゆし

種実類種実類種実類種実類

しゅじつるい

1111

ひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくねひじきいりつくね（（（（３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 ひじきひじきひじきひじき たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 パンこパンこパンこパンこ

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　つぶあんつぶあんつぶあんつぶあん

7777 シューマイシューマイシューマイシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

みずあめみずあめみずあめみずあめ

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

がらスープがらスープがらスープがらスープ

8888

ちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） ちくわちくわちくわちくわ　　　　たまごたまごたまごたまご こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

さくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためもの さくらえびさくらえびさくらえびさくらえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう

ごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　わらびわらびわらびわらび　　　　みずなみずなみずなみずな　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ひらたけひらたけひらたけひらたけ　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　

だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　ふきふきふきふき しおしおしおしお

11111111 かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためもの たまごたまごたまごたまご ちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこ こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

わかたけじるわかたけじるわかたけじるわかたけじる なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ

12121212 チーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツ たまごたまごたまごたまご　　　　 チーズチーズチーズチーズ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

あまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう あまなつみかんあまなつみかんあまなつみかんあまなつみかん　　　　みかんみかんみかんみかん さとうさとうさとうさとう

かんてんかんてんかんてんかんてん パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しおしおしおしお　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だいずだいずだいずだいず トマトトマトトマトトマト りんごりんごりんごりんご　　　　パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤ　　　　レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

13131313 しろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライ ホキホキホキホキ にんにくにんにくにんにくにんにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　バジルバジルバジルバジル

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

マカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダ ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ マカロニマカロニマカロニマカロニ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　だいずだいずだいずだいず にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

14141414

BブロックBブロックBブロックBブロック（（（（守谷守谷守谷守谷

も り や

中中中中

ちゅう

，，，，愛宕愛宕愛宕愛宕

あ た ご

中中中中

ちゅう

，，，，けやきけやきけやきけやき台台台台

だい

中中中中

ちゅう

）　　   ）　　   ）　　   ）　　   守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食

も り やし りつ がっ こう きゅ うし ょく

センターセンターセンターセンター

こ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   い

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（kcal)kcal)kcal)kcal)

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

副食副食副食副食

ふくしょく

おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの組織組織組織組織

そしき

をつくるをつくるをつくるをつくる おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの調子調子調子調子

ちょうし

をををを整整整整

ととの

えるえるえるえる

おもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになる

911911911911

32.432.432.432.4

16.116.116.116.1

3.33.33.33.3

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

き ん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

891891891891

35.335.335.335.3

25.725.725.725.7

2.62.62.62.6

木木木木

も く

827827827827

31.931.931.931.9

19.619.619.619.6

4.14.14.14.1

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

796796796796

41.541.541.541.5

20.120.120.120.1

2.92.92.92.9
月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

923923923923

25.125.125.125.1

22.622.622.622.6

2.82.82.82.8

火火火火

か

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

のむのむのむのむ

ヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル

トトトト

837837837837

35.335.335.335.3

28.428.428.428.4

3.73.73.73.7

水水水水

すい

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

http://moriya.jed.jp/kyouiku/937/

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～しずおかけんしずおかけんしずおかけんしずおかけん

14141414

とりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンに とりにくとりにくとりにくとりにく レモンレモンレモンレモン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ ひじきひじきひじきひじき　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり

（（（（わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング））））
こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かんてんかんてんかんてんかんてん

わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

15151515 あじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけ あじあじあじあじ しおしおしおしお　　　　こめこうじこめこうじこめこうじこめこうじ

もやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

なまあげなまあげなまあげなまあげ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじる はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん こまつなこまつなこまつなこまつな かぶかぶかぶかぶ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　

18181818 チーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライ はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん チーズチーズチーズチーズ さとうさとうさとうさとう　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

（（（（ソースソースソースソース）））） たまごたまごたまごたまご やまいもやまいもやまいもやまいも　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

きりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんに さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

ごまじるごまじるごまじるごまじる なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ

19191919

ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　りんごりんごりんごりんご　　　　

ぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソース ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく レモンレモンレモンレモン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　

みずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたし あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ みずなみずなみずなみずな あぶらあぶらあぶらあぶら めんつゆめんつゆめんつゆめんつゆ

いんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

20202020 しろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケ だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう さとうさとうさとうさとう　　　　しろはなまめしろはなまめしろはなまめしろはなまめ バターバターバターバター しおしおしおしお

（（（（ソースソースソースソース）））） こめここめここめここめこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

パンこパンこパンこパンこ　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ（（（（ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング

はるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう　　　　チーズチーズチーズチーズ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

21212121 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ しおしおしおしお

ゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめ そらまめそらまめそらまめそらまめ しおしおしおしお

だいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ

22222222 あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく こめここめここめここめこ　　　　さとうさとうさとうさとう

きゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

たまごたまごたまごたまご りんごりんごりんごりんご　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ さけさけさけさけ　　　　ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ

25252525 さばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやき さばさばさばさば　　　　 じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ しおしおしおしお　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ ひじきひじきひじきひじき キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング）））） しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング

肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しらたきしらたきしらたきしらたき じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース

26262626 チキンカツチキンカツチキンカツチキンカツ とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

くきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さわにわんさわにわんさわにわんさわにわん とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ まいたけまいたけまいたけまいたけ

27272727 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

アスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダ グリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガス　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング

ラビオリスープラビオリスープラビオリスープラビオリスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

904904904904

35.935.935.935.9

28.428.428.428.4

3.03.03.03.0

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

も く

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

792792792792

38.938.938.938.9

22.522.522.522.5

3.03.03.03.0
金金金金

き ん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

855855855855

27.727.727.727.7

27.027.027.027.0

2.92.92.92.9

月月月月

げつ

881881881881

38.038.038.038.0

30.730.730.730.7

3.03.03.03.0

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

855855855855

33.333.333.333.3

32.132.132.132.1

3.23.23.23.2

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

792792792792

38.138.138.138.1

18.318.318.318.3

1.81.81.81.8
木木木木

も く

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

848848848848

30.730.730.730.7

23.223.223.223.2

3.33.33.33.3

金金金金

き ん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

848848848848

32.832.832.832.8

21.321.321.321.3

2.82.82.82.8

月月月月

げつ

麦麦麦麦ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

830830830830

35.735.735.735.7

19.219.219.219.2

4.94.94.94.9

火火火火

か

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

766766766766

31.631.631.631.6

29.829.829.829.8

3.83.83.83.8

水水水水

すい

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

28282828 きびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） きびなごきびなごきびなごきびなご パンこパンこパンこパンこ　　　　こめここめここめここめこ ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

ぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

とうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしる とうふとうふとうふとうふ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

29292929 いかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやき いかいかいかいか しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

キャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

なけんちんじるなけんちんじるなけんちんじるなけんちんじる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　

かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

水水水水

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

783783783783

34.234.234.234.2

19.219.219.219.2

2.72.72.72.7
木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

775775775775

31.931.931.931.9

16.516.516.516.5

1.91.91.91.9
金金金金

きん



平成平成平成平成

へいせい

２７２７２７２７年年年年

ねん

度度度度

ど

日日日日

ひ

曜曜曜曜

よう

日日日日

び

１１１１群群群群

ぐん

魚魚魚魚

さかな

・・・・肉肉肉肉

にく

・・・・卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆

まめ

・・・・豆製品豆製品豆製品豆製品

まめせいひん

２２２２群群群群

ぐん

牛乳牛乳牛乳牛乳

ぎゅうにゅう

　　　　・・・・　　　　小魚小魚小魚小魚

こざかな

海藻海藻海藻海藻

かいそう

３３３３群群群群

ぐん

緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色

りょくおうしょく

野菜野菜野菜野菜

やさい

４４４４群群群群

ぐん

そのそのそのその他他他他

た

のののの野菜野菜野菜野菜

やさい

きのこ・きのこ・きのこ・きのこ・果物果物果物果物

くだもの

・・・・他他他他

ほか

５５５５群群群群

ぐん

穀類穀類穀類穀類

こくるい

・いも・いも・いも・いも類類類類

るい

砂糖砂糖砂糖砂糖

さとう

６６６６群群群群

ぐん

油脂油脂油脂油脂

ゆし

種実類種実類種実類種実類

しゅじつるい

7777
シューマイシューマイシューマイシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

みずあめみずあめみずあめみずあめ

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

がらスープがらスープがらスープがらスープ

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　つぶあんつぶあんつぶあんつぶあん

8888

ちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげちくわのおちゃあげ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） ちくわちくわちくわちくわ　　　　たまごたまごたまごたまご こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

さくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためものさくらえびとチンゲンサイのいためもの さくらえびさくらえびさくらえびさくらえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう

ごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじるごもくうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　わらびわらびわらびわらび　　　　みずなみずなみずなみずな　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ひらたけひらたけひらたけひらたけ　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　

だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　ふきふきふきふき しおしおしおしお

11111111 かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためものこまつなとしらすのいためもの たまごたまごたまごたまご ちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこ こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

わかたけじるわかたけじるわかたけじるわかたけじる なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ

12121212 チーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツチーズオムレツ たまごたまごたまごたまご　　　　 チーズチーズチーズチーズ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

あまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにんあまなついりフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう あまなつみかんあまなつみかんあまなつみかんあまなつみかん　　　　みかんみかんみかんみかん さとうさとうさとうさとう

かんてんかんてんかんてんかんてん パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しおしおしおしお　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だいずだいずだいずだいず トマトトマトトマトトマト りんごりんごりんごりんご　　　　パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤ　　　　レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

13131313 しろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライしろみざかなのこうそうフライ ホキホキホキホキ にんにくにんにくにんにくにんにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　バジルバジルバジルバジル

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

マカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダ ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ マカロニマカロニマカロニマカロニ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　だいずだいずだいずだいず にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

14141414

とりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンにとりにくのレモンに とりにくとりにくとりにくとりにく レモンレモンレモンレモン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ ひじきひじきひじきひじき　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり

（（（（わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング））））
こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かんてんかんてんかんてんかんてん

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（kcal)kcal)kcal)kcal)

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

副食副食副食副食

ふくしょく

おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの組織組織組織組織

そしき

をつくるをつくるをつくるをつくる おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの調子調子調子調子

ちょうし

をををを整整整整

ととの

えるえるえるえる

おもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになるおもにエネルギーになる

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

も く

BブロックBブロックBブロックBブロック（（（（御所御所御所御所ケケケケ丘丘丘丘

ご し ょ が お か

中中中中

ちゅう

）　　   ）　　   ）　　   ）　　   守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食守谷市立学校給食

も りやし りつ がっ こ うき ゅ うし ょく

センターセンターセンターセンター

こ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   いこ   ん   だ   て   め   い

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

827827827827

31.931.931.931.9

19.619.619.619.6

4.14.14.14.1

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

796796796796

41.541.541.541.5

20.120.120.120.1

2.92.92.92.9
月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

923923923923

25.125.125.125.1

22.622.622.622.6

2.82.82.82.8

火火火火

か

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

のむのむのむのむ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

837837837837

35.335.335.335.3

28.428.428.428.4

3.73.73.73.7

水水水水

すい

904904904904

35.935.935.935.9

28.428.428.428.4

3.03.03.03.0

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

961961961961

36.436.436.436.4

25.925.925.925.9

2.62.62.62.6

もりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニューもりやしょうリクエストメニュー

http://moriya.jed.jp/kyouiku/937/

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～しずおかけんしずおかけんしずおかけんしずおかけん～～～～

わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた わふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシングわふうごまドレッシング

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

15151515 あじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけあじのしおこうじづけ あじあじあじあじ しおしおしおしお　　　　こめこうじこめこうじこめこうじこめこうじ

もやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためものもやしとぶたにくのいためもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

なまあげなまあげなまあげなまあげ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじるかぶのすましじる はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん こまつなこまつなこまつなこまつな かぶかぶかぶかぶ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　

18181818 チーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライチーズはんぺんフライ はんぺんはんぺんはんぺんはんぺん チーズチーズチーズチーズ さとうさとうさとうさとう　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

（（（（ソースソースソースソース）））） たまごたまごたまごたまご やまいもやまいもやまいもやまいも　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

きりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんにきりぼしだいこんに さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

ごまじるごまじるごまじるごまじる なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ

19191919

ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　りんごりんごりんごりんご　　　　

ぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソースぶたにくのねぎアップルソース ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく レモンレモンレモンレモン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　

みずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたしみずなとあぶらあげのにびたし あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ みずなみずなみずなみずな あぶらあぶらあぶらあぶら めんつゆめんつゆめんつゆめんつゆ

いんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしるいんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

20202020 しろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケしろはなまめコロッケ だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう さとうさとうさとうさとう　　　　しろはなまめしろはなまめしろはなまめしろはなまめ バターバターバターバター しおしおしおしお

（（（（ソースソースソースソース）））） こめここめここめここめこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

パンこパンこパンこパンこ　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ（（（（ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング

はるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープはるやさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう　　　　チーズチーズチーズチーズ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

21212121 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ しおしおしおしお

ゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめゆでそらまめ そらまめそらまめそらまめそらまめ しおしおしおしお

だいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしるだいこんとじゃがいものみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ

22222222 あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく こめここめここめここめこ　　　　さとうさとうさとうさとう

きゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえきゅうりのちゅうかあえ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープキムチとたまごのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

たまごたまごたまごたまご りんごりんごりんごりんご　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ さけさけさけさけ　　　　ちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープちゅうかスープ

25252525 さばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやきさばのカレーやき さばさばさばさば　　　　 じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ しおしおしおしお　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ ひじきひじきひじきひじき キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング）））） しそドレッシングしそドレッシングしそドレッシングしそドレッシング

肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しらたきしらたきしらたきしらたき じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース

26262626 チキンカツチキンカツチキンカツチキンカツ とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

くきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴらくきわかめのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さわにわんさわにわんさわにわんさわにわん とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ まいたけまいたけまいたけまいたけ

27272727 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

アスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダアスパラガスとコーンのサラダ グリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガスグリーンアスパラガス　　　　コーンコーンコーンコーン

（（（（ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング

ラビオリスープラビオリスープラビオリスープラビオリスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ
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ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

パセリパセリパセリパセリ マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム

28282828 きびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライきびなごごまフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） きびなごきびなごきびなごきびなご パンこパンこパンこパンこ　　　　こめここめここめここめこ ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

ぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにものぶたにくとだいこんのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

とうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしるとうふとわかめのみそしる とうふとうふとうふとうふ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

29292929 いかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやきいかのしょうがやき いかいかいかいか しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

キャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえキャベツのごまあえ にんじんにんじんにんじんにんじん キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

なけんちんじるなけんちんじるなけんちんじるなけんちんじる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　

かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし
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775775775775

31.931.931.931.9

16.516.516.516.5

1.91.91.91.9
金金金金

きん


