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ひ
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日日日日
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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

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

12121212 いかリングフライいかリングフライいかリングフライいかリングフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） いかいかいかいか　　　　たまごたまごたまごたまご 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

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス 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　　　　パインパインパインパイン

ハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチュー 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 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　　　　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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク

トマトトマトトマトトマト しめじしめじしめじしめじ　　　　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 しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

13131313 ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（ぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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　　　　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

みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

　　　　   （　　　　   （　　　　   （　　　　   （ナムルナムルナムルナムル）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　すすすす　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

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 ごまごまごまごま　　　　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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

14141414 だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（２２２２，，，，３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さとうさとうさとうさとう

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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 コーンコーンコーンコーン　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ 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 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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

15151515 えびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまい（（（（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

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

火火火火

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

水水水水

ごはんごはんごはんごはん

のむヨーのむヨーのむヨーのむヨー

グルトグルトグルトグルト

木木木木

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

わかめわかめわかめわかめ

ごはんごはんごはんごはん

607607607607

25.025.025.025.0

18.118.118.118.1

2.42.42.42.4

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

おおいさわしょう

，，，，大野小大野小大野小大野小

おおのしょう

，，，，高野小高野小高野小高野小

こうやしょう

，，，，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

)　　   )　　   )　　   )　　   守谷市立守谷市立守谷市立守谷市立

も り や し り つ

学校給食学校給食学校給食学校給食

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

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

595595595595

20.320.320.320.3

13.113.113.113.1

2.22.22.22.2

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
642642642642

21.921.921.921.9

17.917.917.917.9

3.33.33.33.3

632632632632

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

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

ひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん 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　　　　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

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる 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 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　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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 しょうがしょうがしょうがしょうが

18181818

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

19191919 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）））） 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 パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　ソースソースソースソース

フライミックスこフライミックスこフライミックスこフライミックスこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（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）））） ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 さとうさとうさとうさとう トマトペーストトマトペーストトマトペーストトマトペースト　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

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 にんにくにんにくにんにくにんにく 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　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルこローレルこローレルこローレルこ

20202020 いなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけ いなだいなだいなだいなだ　　　　みそみそみそみそ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん

だいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろに 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつな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 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　　　　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

21212121 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご 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

ブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー カリフラワーカリフラワーカリフラワーカリフラワー ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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たまねぎドレッシング））））

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー 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　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ソースソースソースソース　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

木木木木
りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう ローレルこローレルこローレルこローレルこ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

22222222 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 マッシュポテトマッシュポテトマッシュポテトマッシュポテト 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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　はくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチ 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　　　　さけさけさけさけ

なまあげなまあげなまあげなまあげ キャベツキャベツキャベツキャベツ

ちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

25252525 わふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグ 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん パンこパンこパンこパンこ　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

ごはんごはんごはんごはん

金金金金

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

金金金金

月月月月

火火火火

水水水水

560560560560

22.322.322.322.3

21.621.621.621.6

3.03.03.03.0

ごは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

ごはんごはんごはんごはん

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

750750750750

24.724.724.724.7

22.922.922.922.9

2.42.42.42.4

641641641641

27.727.727.727.7

18.218.218.218.2

2.32.32.32.3

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

608608608608

27.327.327.327.3

15.915.915.915.9

2.52.52.52.5

712712712712

28.928.928.928.9

24.524.524.524.5

2.92.92.92.9

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

632632632632

26.226.226.226.2

17.417.417.417.4

3.43.43.43.4

ごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

しょうがしょうがしょうがしょうが

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

キャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ 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 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

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 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

ローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケ（（（（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　　　　だいずこだいずこだいずこだいずこ 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　　　　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

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 こまつなこまつなこまつなこまつな キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

27272727

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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

もやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえもの のざわなづけのざわなづけのざわなづけのざわなづけ もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん

すいとんじるすいとんじるすいとんじるすいとんじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい すいとんすいとんすいとんすいとん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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 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

28282828

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

かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん すすすす　　　　しおしおしおしお

ほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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

にんじんにんじんにんじんにんじん

けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる 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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ しおしおしおしお

29292929

くろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） いわしいわしいわしいわし　　　　たまごたまごたまごたまご あおさあおさあおさあおさ 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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 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

ちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいために ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん 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

さくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしる さくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょ わかめわかめわかめわかめ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

みそみそみそみそ

木木木木

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

月月月月

　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１月月月月

がつ

２４２４２４２４日日日日

か

から３０から３０から３０から３０日日日日

にち

はははは　　　　全国全国全国全国

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

週間週間週間週間

しゅうかん

ごはんごはんごはんごはん

水水水水

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

　　　　

　　　　

ぜぜぜぜ

んんんん

ここここ

くくくく

がががが

っっっっ

ここここ

うううう

きききき

ゅゅゅゅ

うううう

しししし

ょょょょ

くくくく

しししし

ゅゅゅゅ

うううう

かかかか

んんんん

654654654654

29.729.729.729.7

14.914.914.914.9

1.71.71.71.7

541541541541

20.420.420.420.4

21.021.021.021.0

2.62.62.62.6

金金金金

680680680680

27.327.327.327.3

20.320.320.320.3

2.82.82.82.8

665665665665

24.824.824.824.8

18.318.318.318.3

3.03.03.03.0

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

火火火火

こめパンこめパンこめパンこめパン

638638638638

23.723.723.723.7

17.417.417.417.4

2.92.92.92.9

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

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

にっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽ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～～～～

むかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょく ～～～～めいじじだいめいじじだいめいじじだいめいじじだい～～～～

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

学校給食学校給食学校給食学校給食

がっこうきゅうしょく

のののの

はじ

まりはまりはまりはまりは，，，，

め い じ

２２２２２２２２年年年年

ねん

，，，，

げんざい

のののの

やまがたけん

市市市市

つるおかし

のののの小学校小学校小学校小学校

しょうがっこう

でででで，，，，

べんとう

をををを

も

ってってってって

こ

られないられないられないられない子子子子

こ

どものためにどものためにどものためにどものために

だ

したしたしたした食食食食

しょくじ

だといわれていますだといわれていますだといわれていますだといわれています

そのそのそのその

ご

，，，，

か く ち

にににに給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

ひろ

まりましたがまりましたがまりましたがまりましたが，，，，

せんそう

でででで

ちゅうだん

してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました

せ ん ご

になるとになるとになるとになると，，，，食食食食

しょくりょうなん

によるによるによるによる子子子子

こ

どものどものどものどもの

えいようじょうたい

のののの

あ っ か

をををを

かいぜん

しようとしようとしようとしようと，，，，

ララララララララ（（（（゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠

きゅうさいこうにんだんたい

））））やヤニセフのやヤニセフのやヤニセフのやヤニセフの

きゅうえんぶっし

物物物物 などでなどでなどでなどで学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

さいかい

しましたしましたしましたしました このことをこのことをこのことをこのことを

き ね ん

してしてしてして

もう

けられたのがけられたのがけられたのがけられたのが

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょくしゅうかん

ですですですです



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

12121212 ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（ぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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　　　　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

みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

　　　　   （　　　　   （　　　　   （　　　　   （ナムルナムルナムルナムル）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　すすすす　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

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 ごまごまごまごま　　　　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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

13131313 いかリングフライいかリングフライいかリングフライいかリングフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） いかいかいかいか　　　　たまごたまごたまごたまご 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

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス 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　　　　パインパインパインパイン

ハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチュー 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 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　　　　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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク

トマトトマトトマトトマト しめじしめじしめじしめじ　　　　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 しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

14141414 えびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまい（（（（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

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

ひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん 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　　　　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

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる 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 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　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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 しょうがしょうがしょうがしょうが

15151515 だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（２２２２，，，，３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さとうさとうさとうさとう

632632632632

26.226.226.226.2

17.417.417.417.4

3.43.43.43.4

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
642642642642

595595595595

20.320.320.320.3

13.113.113.113.1

2.22.22.22.2

火火火火

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
607607607607

25.025.025.025.0

18.118.118.118.1

2.42.42.42.4

水水水水

木木木木

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

のむヨーのむヨーのむヨーのむヨー

グルトグルトグルトグルト

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

わかめわかめわかめわかめ

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

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

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

さとうさとうさとうさとう

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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 コーンコーンコーンコーン　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ 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 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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

18181818 わふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグ 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん パンこパンこパンこパンこ　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

しょうがしょうがしょうがしょうが

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

キャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ 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 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 いなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけ いなだいなだいなだいなだ　　　　みそみそみそみそ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん

だいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろに 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつな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 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　　　　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

20202020 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）））） 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 パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　ソースソースソースソース

フライミックスこフライミックスこフライミックスこフライミックスこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（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）））） ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 さとうさとうさとうさとう トマトペーストトマトペーストトマトペーストトマトペースト　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

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 にんにくにんにくにんにくにんにく 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　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルこローレルこローレルこローレルこ

21212121 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 マッシュポテトマッシュポテトマッシュポテトマッシュポテト 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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　はくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチ 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　　　　さけさけさけさけ

なまあげなまあげなまあげなまあげ キャベツキャベツキャベツキャベツ

ちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

22222222 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご 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

ブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー カリフラワーカリフラワーカリフラワーカリフラワー ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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たまねぎドレッシング））））

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー 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　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ソースソースソースソース　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

金金金金
りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう ローレルこローレルこローレルこローレルこ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

25252525

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
712712712712

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

608608608608

27.327.327.327.3

15.915.915.915.9

2.52.52.52.5

560560560560

22.322.322.322.3

21.621.621.621.6

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

641641641641

27.727.727.727.7

18.218.218.218.2

2.32.32.32.3

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
750750750750

24.724.724.724.7

22.922.922.922.9

2.42.42.42.4

木木木木

火火火火

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

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

にゅうにゅうにゅうにゅう
642642642642

21.921.921.921.9

17.917.917.917.9

3.33.33.33.3

ごはんごはんごはんごはん

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

金金金金

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
680680680680

27.327.327.327.3

20.320.320.320.3

2.82.82.82.8

月月月月

ごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

26262626

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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

もやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえもの のざわなづけのざわなづけのざわなづけのざわなづけ もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん

すいとんじるすいとんじるすいとんじるすいとんじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい すいとんすいとんすいとんすいとん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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 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

27272727

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 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

ローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケ（（（（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　　　　だいずこだいずこだいずこだいずこ 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　　　　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

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 こまつなこまつなこまつなこまつな キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

28282828

くろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） いわしいわしいわしいわし　　　　たまごたまごたまごたまご あおさあおさあおさあおさ 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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 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

ちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいために ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん 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

さくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしる さくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょ わかめわかめわかめわかめ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

みそみそみそみそ

29292929

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

かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん すすすす　　　　しおしおしおしお

ほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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

にんじんにんじんにんじんにんじん

けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる 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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ しおしおしおしお

　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１月月月月

がつ

２４２４２４２４日日日日

か

から３０から３０から３０から３０日日日日

にち

はははは　　　　全国全国全国全国

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

週間週間週間週間

しゅうかん

ぜぜぜぜ

んんんん

ここここ

くくくく

がががが

っっっっ

ここここ

うううう

きききき

ゅゅゅゅ

うううう

しししし

ょょょょ

くくくく

しししし

ゅゅゅゅ

うううう

かかかか

んんんん

712712712712

28.928.928.928.9

24.524.524.524.5

2.92.92.92.9

月月月月

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
638638638638

23.723.723.723.7

17.417.417.417.4

2.92.92.92.9

金金金金

541541541541

20.420.420.420.4

21.021.021.021.0

2.62.62.62.6

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

665665665665

24.824.824.824.8

18.318.318.318.3

3.03.03.03.0

木木木木

火火火火

こめパンこめパンこめパンこめパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

29.729.729.729.7

14.914.914.914.9

1.71.71.71.7

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

むかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょく ～～～～めいじじだいめいじじだいめいじじだいめいじじだい～～～～

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

にっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽ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～～～～

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

学校給食学校給食学校給食学校給食

がっこうきゅうしょく

のののの

はじ

まりはまりはまりはまりは，，，，

め い じ

２２２２２２２２年年年年

ねん

，，，，

げんざい

のののの

やまがたけん

市市市市

つるおかし

のののの小学校小学校小学校小学校

しょうがっこう

でででで，，，，

べんとう

をををを

も

ってってってって

こ

られないられないられないられない子子子子

こ

どものためにどものためにどものためにどものために

だ

したしたしたした食食食食

しょくじ

だといわれていますだといわれていますだといわれていますだといわれています

そのそのそのその

ご

，，，，

か く ち

にににに給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

ひろ

まりましたがまりましたがまりましたがまりましたが，，，，

せんそう

でででで

ちゅうだん

してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました

せ ん ご

になるとになるとになるとになると，，，，食食食食

しょくりょうなん

によるによるによるによる子子子子

こ

どものどものどものどもの

えいようじょうたい

のののの

あ っ か

をををを

かいぜん

しようとしようとしようとしようと，，，，

ララララララララ（（（（゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠

きゅうさいこうにんだんたい

））））やヤニセフのやヤニセフのやヤニセフのやヤニセフの

きゅうえんぶっし

物物物物 などでなどでなどでなどで学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

さいかい

しましたしましたしましたしました このことをこのことをこのことをこのことを

き ね ん

してしてしてして

もう

けられたのがけられたのがけられたのがけられたのが

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこうきゅうしょくしゅうかん

給食給食給食給食 ですですですです



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

12121212 ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（ぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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　　　　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

みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

　　　　   （　　　　   （　　　　   （　　　　   （ナムルナムルナムルナムル）））） 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　すすすす　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

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 ごまごまごまごま　　　　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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

13131313 いかリングフライいかリングフライいかリングフライいかリングフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） いかいかいかいか　　　　たまごたまごたまごたまご 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

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス 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　　　　パインパインパインパイン

ハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチューハヤシシチュー 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 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　　　　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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク

トマトトマトトマトトマト しめじしめじしめじしめじ　　　　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 しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

14141414 えびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまい（（（（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

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

ひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにものひじきとだいずのにもの だいずだいずだいずだいず ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん 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　　　　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

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる 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 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　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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 しょうがしょうがしょうがしょうが

15151515 だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（２２２２，，，，３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さとうさとうさとうさとうソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
850850850850

のむヨーのむヨーのむヨーのむヨー

グルトグルトグルトグルト
754754754754

25.125.125.125.1

16.316.316.316.3

2.62.62.62.6

火火火火

わかめわかめわかめわかめ

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
814814814814

32.732.732.732.7

21.021.021.021.0

4.34.34.34.3

木木木木

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
783783783783

32.632.632.632.6

21.621.621.621.6

3.33.33.33.3

水水水水

BブロックBブロックBブロックBブロック（（（（守谷中守谷中守谷中守谷中

もりやちゅう

，，，，愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中

あたごちゅう

，，，，御所御所御所御所ケケケケ丘中丘中丘中丘中

ご しょがお かち ゅ う

，，，，けやきけやきけやきけやき台中台中台中台中

だいちゅう

）　　   ）　　   ）　　   ）　　   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

ごはんごはんごはんごはん

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

さとうさとうさとうさとう

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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 コーンコーンコーンコーン　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ 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 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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

18181818 わふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグわふうハンバーグ 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん パンこパンこパンこパンこ　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

しょうがしょうがしょうがしょうが

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　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

いちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらしいちみとうがらし

キャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしるキャベツとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ 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 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 いなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけいなだのみそづけ いなだいなだいなだいなだ　　　　みそみそみそみそ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん

だいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろにだいこんのそぼろに 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　みりんみりんみりんみりん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつな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 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　　　　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

20202020 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）））） 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 パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　ソースソースソースソース

フライミックスこフライミックスこフライミックスこフライミックスこ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（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）））） ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 さとうさとうさとうさとう トマトペーストトマトペーストトマトペーストトマトペースト　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

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 にんにくにんにくにんにくにんにく 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　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルこローレルこローレルこローレルこ

21212121 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 マッシュポテトマッシュポテトマッシュポテトマッシュポテト 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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいためぶたキムチいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　はくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチはくさいキムチ 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　　　　さけさけさけさけ

なまあげなまあげなまあげなまあげ キャベツキャベツキャベツキャベツ

ちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープちんげんさいのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん がらスープがらスープがらスープがらスープ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

22222222 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご 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

ブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダブロッコリーとカリフラワーのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー カリフラワーカリフラワーカリフラワーカリフラワー ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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たまねぎドレッシング））））

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー 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　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ソースソースソースソース　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

金金金金
りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう ローレルこローレルこローレルこローレルこ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

25252525

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

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
933933933933

30.330.330.330.3

27.427.427.427.4

2.82.82.82.8

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

875875875875

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

819819819819

34.334.334.334.3

21.721.721.721.7

3.03.03.03.0

木木木木

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

759759759759

32.932.932.932.9

18.018.018.018.0

3.03.03.03.0
火火火火

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

732732732732

28.528.528.528.5

27.027.027.027.0

3.93.93.93.9

水水水水

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

にゅうにゅうにゅうにゅう
850850850850

27.727.727.727.7

20.620.620.620.6

4.24.24.24.2

金金金金

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
861861861861

33.733.733.733.7

24.324.324.324.3

3.43.43.43.4

月月月月

ごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅうごしょがおかちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

26262626

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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

もやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえものもやしとつけもののあえもの のざわなづけのざわなづけのざわなづけのざわなづけ もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん

すいとんじるすいとんじるすいとんじるすいとんじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい すいとんすいとんすいとんすいとん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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 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

27272727

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 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

ローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケローズポークコロッケ（（（（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　　　　だいずこだいずこだいずこだいずこ 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　　　　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

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 こまつなこまつなこまつなこまつな キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　はくさいはくさいはくさいはくさい じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

28282828

くろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライくろはんぺんフライ（（（（１１１１，，，，２２２２）））） いわしいわしいわしいわし　　　　たまごたまごたまごたまご あおさあおさあおさあおさ 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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 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

ちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいためにちんげんさいのいために ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん 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

さくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしるさくらえびしんじょのみそしる さくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょさくらえびしんじょ わかめわかめわかめわかめ だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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

みそみそみそみそ

29292929

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

かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん すすすす　　　　しおしおしおしお

ほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえほうれんそうのごまあえ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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

にんじんにんじんにんじんにんじん

けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる 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 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 さといもさといもさといもさといも 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ しおしおしおしお

　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１月月月月

がつ

２４２４２４２４日日日日

か

から３０から３０から３０から３０日日日日

にち

はははは　　　　全国全国全国全国

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

週間週間週間週間

しゅうかん

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

月月月月

ぜぜぜぜ

んんんん

ここここ

くくくく

がががが

っっっっ

ここここ

うううう

きききき

ゅゅゅゅ

うううう

しししし

ょょょょ

くくくく

しししし

ゅゅゅゅ

うううう

かかかか

んんんん

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

827827827827

37.537.537.537.5

17.317.317.317.3

2.12.12.12.1

火火火火

こめパンこめパンこめパンこめパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
685685685685

25.925.925.925.9

24.824.824.824.8

3.13.13.13.1

837837837837

30.130.130.130.1

21.221.221.221.2

3.73.73.73.7

木木木木

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
812812812812

29.029.029.029.0

19.919.919.919.9

3.63.63.63.6

金金金金

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
875875875875

34.534.534.534.5

27.827.827.827.8

3.43.43.43.4

むかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょくむかしのきゅうしょく ～～～～めいじじだいめいじじだいめいじじだいめいじじだい～～～～

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

にっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽんのたべもののたびにっぽ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～～～～

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

学校給食学校給食学校給食学校給食

がっこうきゅうしょく

のののの

はじ

まりはまりはまりはまりは，，，，

め い じ

２２２２２２２２年年年年

ねん

，，，，

げんざい

のののの

やまがたけん

市市市市

つるおかし

のののの小学校小学校小学校小学校

しょうがっこう

でででで，，，，

べんとう

をををを

も

ってってってって

こ

られないられないられないられない子子子子

こ

どものためにどものためにどものためにどものために

だ

したしたしたした食食食食

しょくじ

だといわれていますだといわれていますだといわれていますだといわれています

そのそのそのその

ご

，，，，

か く ち

にににに給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

ひろ

まりましたがまりましたがまりましたがまりましたが，，，，

せんそう

でででで中中中中

ちゅうだん

してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました

せ ん ご

になるとになるとになるとになると，，，，食食食食

しょくりょうなん

によるによるによるによる子子子子

こ

どものどものどものどもの

えいようじょうたい

のののの

あ っ か

をををを

かいぜん

しようとしようとしようとしようと，，，，

ララララララララ（（（（゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠゠ジ゠

きゅうさいこうにんだんたい

））））やヤニセフのやヤニセフのやヤニセフのやヤニセフの

きゅうえんぶっし

物物物物 などでなどでなどでなどで学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょく

がががが

さいかい

しましたしましたしましたしました このことをこのことをこのことをこのことを

き ね ん

してしてしてして

もう

けられたのがけられたのがけられたのがけられたのが

ぜんこく

学校学校学校学校

がっこう

給食給食給食給食

きゅうしょくしゅうかん

ですですですです


