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1111 えびシューマイえびシューマイえびシューマイえびシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ 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 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 しおしおしおしお

たまごたまごたまごたまご　　　　えびえびえびえび 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

マーボーなすマーボーなすマーボーなすマーボーなす 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　　　　にらにらにらにら なすなすなすなす　　　　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　　　　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 しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

チンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープ あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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　　　　

2222 イカフライイカフライイカフライイカフライ（（（（ソースソースソースソース）））） いかいかいかいか 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 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

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう 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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

はんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじる 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 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

3333 さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば　　　　みそみそみそみそ 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 しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

わかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ 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

6666 はるまきはるまきはるまきはるまき とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

もやしもやしもやしもやし 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

かにかまぼこのサラダかにかまぼこのサラダかにかまぼこのサラダかにかまぼこのサラダ（（（（たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング）））） かにかまぼこかにかまぼこかにかまぼこかにかまぼこ ピーマンピーマンピーマンピーマン キャベツキャベツキャベツキャベツ たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング

ちゅうかふうコーンスープちゅうかふうコーンスープちゅうかふうコーンスープちゅうかふうコーンスープ たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう コーンコーンコーンコーン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん さけさけさけさけ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

にんじんにんじんにんじんにんじん がらスープがらスープがらスープがらスープ

7777

ほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく さとうさとうさとうさとう　　　　コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

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

こまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン こまつなこまつなこまつなこまつな バターバターバターバター コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

やきそばやきそばやきそばやきそば 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん あぶらあぶらあぶらあぶら やきそばソースやきそばソースやきそばソースやきそばソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

8888 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

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（（（（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））））
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 おくらおくらおくらおくら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

なるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　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　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

9999 にらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅう（（（（１１１１，，，，２２２２）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずだいずだいずだいず　　　　 しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　 さとうさとうさとうさとう

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ（（（（おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング）））） 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 おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング

にくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープ 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　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　コーンコーンコーンコーン ごまごまごまごま　　　　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　　　　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

にんにくにんにくにんにくにんにく がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　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

10101010 アジフライアジフライアジフライアジフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ 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 しおしおしおしお　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

きりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　ちくわちくわちくわちくわ こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　 にんじんにんじんにんじんにんじん 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
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ソフトソフトソフトソフト
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ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

640640640640
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18.818.818.818.8

3.63.63.63.6

木木木木

も く

むぎむぎむぎむぎ

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

705705705705

32.332.332.332.3

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

615615615615

21.521.521.521.5

16.016.016.016.0

2.42.42.42.4

水水水水

すい

水水水水

すい

689689689689

26.326.326.326.3

23.523.523.523.5

3.63.63.63.6

592592592592

27.127.127.127.1

13.813.813.813.8

1.91.91.91.9

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

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

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

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

13131313

ぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくに ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー 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

だいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ　　　　みそみそみそみそ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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

14141414 とりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやき とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく はちみつはちみつはちみつはちみつ マスタードマスタードマスタードマスタード　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニ バターバターバターバター しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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 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 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 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　　　　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

15151515 しろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷら（（（（てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ）））） ホキホキホキホキ 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　　　　てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ

おひたしおひたしおひたしおひたし 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 もやしもやしもやしもやし 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

にくじゃがにくじゃがにくじゃがにくじゃが 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 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 さとうさとうさとうさとう にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　

16161616

もやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン 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 しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

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　　　　りんごりんごりんごりんご カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　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

ローレルローレルローレルローレル

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　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 ゼリーゼリーゼリーゼリー
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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
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緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色
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やさい
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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
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穀類穀類穀類穀類
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・いも・いも・いも・いも類類類類
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さとう
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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
メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（ソースソースソースソース）））） 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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ

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 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

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（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） 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 マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

やさいスープやさいスープやさいスープやさいスープ ベーコンベーコンベーコンベーコン 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ 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 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

2222
さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば　　　　みそみそみそみそ 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 しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

わかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ 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

3333
イカフライイカフライイカフライイカフライ（（（（ソースソースソースソース）））） いかいかいかいか 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 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

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう 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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

はんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじる 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 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

6666

ぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくに ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー 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

だいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ　　　　みそみそみそみそ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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

7777

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

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（（（（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））））
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 おくらおくらおくらおくら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

なるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　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　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

8888
ほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケ とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく さとうさとうさとうさとう　　　　コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

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

こまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン こまつなこまつなこまつなこまつな バターバターバターバター コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

やきそばやきそばやきそばやきそば 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん あぶらあぶらあぶらあぶら やきそばソースやきそばソースやきそばソースやきそばソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

9999
アジフライアジフライアジフライアジフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ 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 しおしおしおしお　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

きりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　ちくわちくわちくわちくわ こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　 にんじんにんじんにんじんにんじん 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

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

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

10101010 にらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅう（（（（１１１１，，，，２２２２）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずだいずだいずだいず　　　　 しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　 さとうさとうさとうさとう

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ（（（（おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング）））） 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 おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング

にくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープ 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　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　コーンコーンコーンコーン ごまごまごまごま　　　　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　　　　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

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

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

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

688688688688

26.726.726.726.7

25.225.225.225.2

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

751751751751

32.232.232.232.2

26.826.826.826.8

3.93.93.93.9
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

594594594594

23.823.823.823.8

12.412.412.412.4

2.52.52.52.5
金金金金

き ん

735735735735

29.229.229.229.2

29.729.729.729.7

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

月月月月

げつ

592592592592

27.127.127.127.1

13.813.813.813.8

1.91.91.91.9

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

ミニミニミニミニ

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

689689689689

26.326.326.326.3

23.523.523.523.5

3.63.63.63.6

水水水水

すい

むぎむぎむぎむぎ

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

705705705705

32.332.332.332.3

18.818.818.818.8

2.42.42.42.4
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

640640640640

25.825.825.825.8

18.818.818.818.8

3.63.63.63.6

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

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

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 ～～～～おきなわけんおきなわけんおきなわけんおきなわけん～～～～

にんにくにんにくにんにくにんにく がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　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

13131313

もやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン 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 しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

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　　　　りんごりんごりんごりんご カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　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

ローレルローレルローレルローレル

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　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 ゼリーゼリーゼリーゼリー

14141414 しろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷら（（（（てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ）））） ホキホキホキホキ 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　　　　てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ

おひたしおひたしおひたしおひたし 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 もやしもやしもやしもやし 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

にくじゃがにくじゃがにくじゃがにくじゃが 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 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 さとうさとうさとうさとう にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　

15151515 とりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやき とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく はちみつはちみつはちみつはちみつ マスタードマスタードマスタードマスタード　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニ バターバターバターバター しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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 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 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 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　　　　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

16161616 えびシューマイえびシューマイえびシューマイえびシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ 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 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 しおしおしおしお

たまごたまごたまごたまご　　　　えびえびえびえび 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

マーボーなすマーボーなすマーボーなすマーボーなす 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　　　　にらにらにらにら なすなすなすなす　　　　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　　　　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 しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

チンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープ あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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　　　　

3.63.63.63.6

金金金金

き ん

木木木木

も く

738738738738

18.818.818.818.8

18.918.918.918.9

2.32.32.32.3

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

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

763763763763

27.127.127.127.1

24.424.424.424.4

1.91.91.91.9
火火火火

か

なつ ふせ しょくせいかつ

作作作作

たいせつ あさ

あさ にち たいせつ げん なつ

はやお た

作作作作

す ちゅうい

あつ つめ た の しょくよく

作作作作

よ しょくじ

あつ しょくよく るい しょくじ かたよ にく さかな たまご だいず せいひん

しつ おお ふく しょくひん やさい くだもの いしき

作作作作

てつ ぶそく き

かたよ しょくじ からだ なか てつ ふそく ひんけつ ぎゅうにく てつ

おお ふく しょくひん と い

作作作作

ぼうし すいぶん ほきゅう わす

そと で ねっちゅうしょう ぼうし の もの わす も すいぶん

ほきゅう たいせつ

作作作作

ひ た なつ かいしょう

むかし にほん あつ の き どよう うし ひ た えいよう しゅうかん

×

砃菜

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

666666666666

28.828.828.828.8

27.727.727.727.7

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

615615615615

21.521.521.521.5

16.016.016.016.0

2.42.42.42.4

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

しつ ししつ ひろう かいふく こうか ぐん ほうふ ふく しょくざい

作作作作

しょくよく ぞうしん くふう

かお せいぶん うめぼ ふく さん しょくよく ぞうしん こうか

こうしんりょう いちょう しげき しょくよく ま

２２２２学期学期学期学期

がっき

のののの給食給食給食給食

きゅうしょく

はははは，，，，

９９９９月月月月

がつ

２２２２日日日日

か

（（（（水水水水

すい

））））からからからから始始始始

はじ

まりますまりますまりますまります。。。。



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
メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（ソースソースソースソース）））） 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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ

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 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

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（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） 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 マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

やさいスープやさいスープやさいスープやさいスープ ベーコンベーコンベーコンベーコン 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ 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 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

2222
さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば　　　　みそみそみそみそ 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 しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

わかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしるわかめとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ 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

3333
イカフライイカフライイカフライイカフライ（（（（ソースソースソースソース）））） いかいかいかいか 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 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

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう 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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

はんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじるはんぺんのすましじる 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 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

6666

ぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくにぶたのかくに ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー 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

だいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしるだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ　　　　みそみそみそみそ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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

7777

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

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（（（（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））））
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 おくらおくらおくらおくら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

なるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじるなるとのすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　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　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

8888
ほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケほしがたコロッケ とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく さとうさとうさとうさとう　　　　コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

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

こまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテーこまつなのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン こまつなこまつなこまつなこまつな バターバターバターバター コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

やきそばやきそばやきそばやきそば 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん あぶらあぶらあぶらあぶら やきそばソースやきそばソースやきそばソースやきそばソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

9999
アジフライアジフライアジフライアジフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ 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 しおしおしおしお　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

きりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにものきりこんぶとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　ちくわちくわちくわちくわ こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　 にんじんにんじんにんじんにんじん 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

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

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

10101010 にらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅうにらまんじゅう（（（（１１１１，，，，２２２２）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずだいずだいずだいず　　　　 しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　 さとうさとうさとうさとう

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ（（（（おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング）））） 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 おんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシングおんやさいドレッシング

にくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープ 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　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　コーンコーンコーンコーン ごまごまごまごま　　　　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　　　　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
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き ん

ごはんごはんごはんごはん

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

水水水水

すい

808808808808

30.630.630.630.6

20.720.720.720.7

4.44.44.44.4

ミニミニミニミニ

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

844844844844

31.331.331.331.3

26.426.426.426.4

4.54.54.54.5

むぎむぎむぎむぎ

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

841841841841

36.236.236.236.2

19.919.919.919.9

2.82.82.82.8
木木木木

も く

871871871871

33.433.433.433.4

31.631.631.631.6

2.72.72.72.7

月月月月

げつ

742742742742

34.234.234.234.2

15.715.715.715.7

2.22.22.22.2

火火火火

か

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

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

928928928928

38.538.538.538.5

31.131.131.131.1

4.74.74.74.7

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

754754754754

30.630.630.630.6

14.514.514.514.5

3.03.03.03.0

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

871871871871

33.233.233.233.2

31.031.031.031.0

4.14.14.14.1

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

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

，，，，御所御所御所御所

ご し ょ

ケケケケ

が

丘丘丘丘

おか

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

））））

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

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

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 ～～～～おきなわけんおきなわけんおきなわけんおきなわけん～～～～

にんにくにんにくにんにくにんにく がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　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

13131313

もやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダもやしときゅうりのサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン 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 しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

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　　　　りんごりんごりんごりんご カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　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

ローレルローレルローレルローレル

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　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 ゼリーゼリーゼリーゼリー

14141414 しろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷらしろみざかなのてんぷら（（（（てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ）））） ホキホキホキホキ 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　　　　てんつゆてんつゆてんつゆてんつゆ

おひたしおひたしおひたしおひたし 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 もやしもやしもやしもやし 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

にくじゃがにくじゃがにくじゃがにくじゃが 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 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 さとうさとうさとうさとう にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　

15151515 とりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやきとりにくのマスタードやき とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく はちみつはちみつはちみつはちみつ マスタードマスタードマスタードマスタード　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニペンネマカロニ バターバターバターバター しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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 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 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 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　　　　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

16161616 えびシューマイえびシューマイえびシューマイえびシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ 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 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 しおしおしおしお

たまごたまごたまごたまご　　　　えびえびえびえび 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

マーボーなすマーボーなすマーボーなすマーボーなす 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　　　　にらにらにらにら なすなすなすなす　　　　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　　　　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 しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

チンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープチンゲンサイのスープ あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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　　　　

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

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

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

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

825825825825

34.834.834.834.8

32.632.632.632.6

3.33.33.33.3

783783783783

26.326.326.326.3

18.918.918.918.9

3.03.03.03.0

木木木木

も く

899899899899

30.630.630.630.6

25.025.025.025.0

2.22.22.22.2

4.44.44.44.4

907907907907

22.022.022.022.0

21.221.221.221.2

2.72.72.72.7

×

砃菜

なつ ふせ しょくせいかつ

作作作作

たいせつ あさ

あさ にち たいせつ げん なつ

はやお た

作作作作

す ちゅうい

あつ つめ た の しょくよく

作作作作

よ しょくじ

あつ しょくよく るい しょくじ かたよ にく さかな たまご だいず せいひん

しつ おお ふく しょくひん やさい くだもの いしき

作作作作

てつ ぶそく き

かたよ しょくじ からだ なか てつ ふそく ひんけつ ぎゅうにく てつ

おお ふく しょくひん と い

作作作作

ぼうし すいぶん ほきゅう わす

そと で ねっちゅうしょう ぼうし の もの わす も すいぶん

ほきゅう たいせつ

作作作作

ひ た なつ かいしょう

むかし にほん あつ の き どよう うし ひ た えいよう しゅうかん

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

２２２２学期学期学期学期

がっき

のののの給食給食給食給食

きゅうしょく

はははは，，，，

９９９９月月月月

がつ

２２２２日日日日

か

（（（（水水水水

すい

））））からからからから始始始始

はじ

まりますまりますまりますまります。。。。

しつ ししつ ひろう かいふく こうか ぐん ほうふ ふく しょくざい

作作作作

しょくよく ぞうしん くふう

かお せいぶん うめぼ ふく さん しょくよく ぞうしん こうか

こうしんりょう いちょう しげき しょくよく ま


