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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
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た
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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

レモンレモンレモンレモン

ぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　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　　　　

れんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　すすすす

さつまじるさつまじるさつまじるさつまじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　 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

みそみそみそみそ

2222 とりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやき とりにくとりにくとりにくとりにく しょうがしょうがしょうがしょうが マーマレードマーマレードマーマレードマーマレード 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

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

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 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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 トマトトマトトマトトマト 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

3333

いわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやき いわしいわしいわしいわし 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

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　　　　ちくわちくわちくわちくわ 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 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ

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 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　　　　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

4444 いかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげ いかいかいかいか 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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 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

たまごたまごたまごたまご

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 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

みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　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

5555 さけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら 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

みずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダ（（（（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）））） みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　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

だまこじるだまこじるだまこじるだまこじる 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 たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ だまこもちだまこもちだまこもちだまこもち 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

8888 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

なまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかに なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なるとなるとなるとなると 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　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

9999 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

キャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダ（（（（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）））） 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　　　　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

クラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダー ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　あさりあさりあさりあさり ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 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 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　　　　

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

10101010 さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ 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　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ　　　　みりんみりんみりんみりん

きりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいために さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ きりこんぶきりこんぶきりこんぶきりこんぶ 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 さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

みそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじる 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 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

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

653653653653

25.025.025.025.0

19.219.219.219.2

2.32.32.32.3

月月月月

げつ

686686686686

26.126.126.126.1

17.717.717.717.7

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

月月月月

げつ

すい

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

653653653653

23.723.723.723.7

27.727.727.727.7

2.92.92.92.9

火火火火

か

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

686686686686

29.429.429.429.4

23.423.423.423.4

3.73.73.73.7

木木木木

も く

むぎごはんむぎごはんむぎごはんむぎごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

670670670670

32.332.332.332.3

20.220.220.220.2

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

655655655655

30.230.230.230.2

26.426.426.426.4

3.33.33.33.3

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

661661661661

30.930.930.930.9

16.216.216.216.2

2.02.02.02.0
金金金金

きん

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

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

676676676676

25.825.825.825.8

21.121.121.121.1

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

水水水水

すい

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

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

せつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだて

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いばらきをたべようこんだて

みそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじる

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

12121212 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（（（（１,２１,２１,２１,２）））） 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 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　　　　しおしおしおしお

もちこもちこもちこもちこ

ぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいため 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

チンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープ なるとなるとなるとなると　　　　たまごたまごたまごたまご 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ しいたけしいたけしいたけしいたけ 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

15151515

チキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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

16161616 チキンナゲットチキンナゲットチキンナゲットチキンナゲット（（（（２２２２）））） とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

スパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタン 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　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく スパゲティスパゲティスパゲティスパゲティ バターバターバターバター ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ

さとうさとうさとうさとう 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

17171717 たらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　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　　　　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　　　　すすすす

がんものにものがんものにものがんものにものがんものにもの がんもがんもがんもがんも 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　　　　

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

すましじるすましじるすましじるすましじる 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　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

18181818

とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ 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　　　　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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

ほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ 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 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

きくらげきくらげきくらげきくらげ ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　

19191919 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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ　　　　しおしおしおしお

だいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダ（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） ひじきひじきひじきひじき　　　　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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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 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

こまつなこまつなこまつなこまつな

22222222 ハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけ 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　　　　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 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　　　　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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

ごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダ（（（（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）））） 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　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ 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 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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

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　　　　しおしおしおしお

23232323 ケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんご（（（（２２２２，，，，３３３３）））） 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 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

ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー すすすす　　　　しおしおしおしお

イタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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　　　　パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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

やきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルト たまごたまごたまごたまご ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 マーガリンマーガリンマーガリンマーガリン しおしおしおしお

24242424 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

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　　　　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

りんごりんごりんごりんご

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 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

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　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

25252525

チヂミチヂミチヂミチヂミ（（（（タレタレタレタレ）））） いかいかいかいか にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　もちこもちこもちこもちこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　タレタレタレタレ

チャプチェチャプチェチャプチェチャプチェ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　たまごたまごたまごたまご にんじんにんじんにんじんにんじん 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ さとうさとうさとうさとう　　　　はるさめはるさめはるさめはるさめ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　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

こまつなこまつなこまつなこまつな たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

キムチスープキムチスープキムチスープキムチスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

きくらげきくらげきくらげきくらげ

26262626 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

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

638638638638

26.026.026.026.0

18.218.218.218.2

2.52.52.52.5

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

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
647647647647

635635635635

24.824.824.824.8

16.716.716.716.7

4.14.14.14.1

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

木木木木

もく

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

706706706706

24.024.024.024.0

26.426.426.426.4

3.53.53.53.5

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

757757757757

21.221.221.221.2

19.019.019.019.0

2.22.22.22.2

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

684684684684

25.925.925.925.9

19.419.419.419.4

3.03.03.03.0
金金金金

きん

669669669669

23.523.523.523.5

20.120.120.120.1

2.12.12.12.1

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

650650650650

29.829.829.829.8

19.519.519.519.5

3.03.03.03.0

水水水水

すい

ミニミルクミニミルクミニミルクミニミルク

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

673673673673

25.325.325.325.3

22.322.322.322.3

3.03.03.03.0

火火火火

か

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ごはんごはんごはんごはん

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
662662662662

23.623.623.623.6

19.919.919.919.9

3.23.23.23.2

月月月月

げつ

2.72.72.72.7

692692692692

27.327.327.327.3

17.017.017.017.0

3.13.13.13.1

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

せかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたび ～～～～かんこくかんこくかんこくかんこく～～～～

おおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニュー

けやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニュー

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

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（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） 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 ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

のっぺいじるのっぺいじるのっぺいじるのっぺいじる 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも　　　　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　　　　　　　　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

29292929 ショーロンポーショーロンポーショーロンポーショーロンポー（（（（２２２２）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　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　　　　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

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお

チキンサラダチキンサラダチキンサラダチキンサラダ（（（（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　　　　もやしもやしもやしもやし でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング しおしおしおしお

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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　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　　　　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　　　　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

おからおからおからおから　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト
647647647647

23.523.523.523.5

22.122.122.122.1

2.42.42.42.4

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

655655655655

25.425.425.425.4

19.219.219.219.2

2.22.22.22.2

月月月月

げつ



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

チキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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

2222

いわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやき いわしいわしいわしいわし 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

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　　　　ちくわちくわちくわちくわ 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 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ

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 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　　　　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 とりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやき とりにくとりにくとりにくとりにく しょうがしょうがしょうがしょうが マーマレードマーマレードマーマレードマーマレード 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

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

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 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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 トマトトマトトマトトマト 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

4444 さけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら 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

みずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダ（（（（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）））） みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　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

だまこじるだまこじるだまこじるだまこじる 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 たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ だまこもちだまこもちだまこもちだまこもち 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

5555 いかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげ いかいかいかいか 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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 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

たまごたまごたまごたまご

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 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

みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　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

8888 ハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけ 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　　　　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 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　　　　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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

ごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダ（（（（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）））） 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　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ 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 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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

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　　　　しおしおしおしお

9999 さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ 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　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ　　　　みりんみりんみりんみりん

きりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいために さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ きりこんぶきりこんぶきりこんぶきりこんぶ 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 さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

みそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじる 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 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

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 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

キャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダ（（（（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）））） 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　　　　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

クラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダー ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　あさりあさりあさりあさり ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 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 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

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

692692692692

27.327.327.327.3

17.017.017.017.0

3.13.13.13.1

686686686686

29.429.429.429.4

23.423.423.423.4

3.73.73.73.7

水水水水

すい

655655655655

30.230.230.230.2

26.426.426.426.4

3.33.33.33.3

木木木木

も く

金金金金

きん

月月月月

げつ

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

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

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

676676676676

25.825.825.825.8

21.121.121.121.1

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

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

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

661661661661

30.930.930.930.9

16.216.216.216.2

2.02.02.02.0

月月月月

げつ

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

むぎごはんむぎごはんむぎごはんむぎごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

670670670670

32.332.332.332.3

20.220.220.220.2

2.72.72.72.7
火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

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
662662662662

23.623.623.623.6

19.919.919.919.9

3.23.23.23.2

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

653653653653

23.723.723.723.7

27.727.727.727.7

2.92.92.92.9

水水水水

すい

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

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

せつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだて

けやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニュー

12121212 ショーロンポーショーロンポーショーロンポーショーロンポー（（（（２２２２）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　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　　　　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

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお

キャベツのあえものキャベツのあえものキャベツのあえものキャベツのあえもの 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　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん

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　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

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

15151515

レモンレモンレモンレモン

ぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　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　　　　

れんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　すすすす

さつまじるさつまじるさつまじるさつまじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　 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

みそみそみそみそ

16161616 たらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　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　　　　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　　　　すすすす

がんものにものがんものにものがんものにものがんものにもの がんもがんもがんもがんも 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　　　　

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

すましじるすましじるすましじるすましじる 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　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

17171717 チキンナゲットチキンナゲットチキンナゲットチキンナゲット（（（（２２２２）））） とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

スパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタン 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　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく スパゲティスパゲティスパゲティスパゲティ バターバターバターバター ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ

さとうさとうさとうさとう 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

18181818 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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ　　　　しおしおしおしお

だいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダ（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） ひじきひじきひじきひじき　　　　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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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 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

こまつなこまつなこまつなこまつな

19191919

とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ 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　　　　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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

ほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ 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 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

きくらげきくらげきくらげきくらげ ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　

22222222 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

なまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかに なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なるとなるとなるとなると 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　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

23232323 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

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　　　　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

りんごりんごりんごりんご

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 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

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　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

24242424 ケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんご（（（（２２２２，，，，３３３３）））） 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 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

ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー すすすす　　　　しおしおしおしお

イタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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　　　　パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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

やきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルト たまごたまごたまごたまご ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 マーガリンマーガリンマーガリンマーガリン しおしおしおしお

25252525 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

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（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） 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 ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

のっぺいじるのっぺいじるのっぺいじるのっぺいじる 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも　　　　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　　　　　　　　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

26262626

チヂミチヂミチヂミチヂミ（（（（タレタレタレタレ）））） いかいかいかいか にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　もちこもちこもちこもちこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　タレタレタレタレ

チャプチェチャプチェチャプチェチャプチェ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　たまごたまごたまごたまご にんじんにんじんにんじんにんじん 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ さとうさとうさとうさとう　　　　はるさめはるさめはるさめはるさめ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　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

こまつなこまつなこまつなこまつな たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

ごはんごはんごはんごはん

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

木木木木

もく

686686686686

26.126.126.126.1

17.717.717.717.7

3.33.33.33.3

650650650650

29.829.829.829.8

19.519.519.519.5

3.03.03.03.0

669669669669

23.523.523.523.5

20.120.120.120.1

2.12.12.12.1

757757757757

21.221.221.221.2

19.019.019.019.0

2.22.22.22.2

ミニミルクミニミルクミニミルクミニミルク

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

水水水水

すい

木木木木

もく

火火火火

か

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

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

月月月月

げつ

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

599599599599

21.921.921.921.9

17.517.517.517.5

2.82.82.82.8

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

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

673673673673

25.325.325.325.3

22.322.322.322.3

3.03.03.03.0

火火火火

か

684684684684

25.925.925.925.9

19.419.419.419.4

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

653653653653

25.025.025.025.0

19.219.219.219.2

2.32.32.32.3

月月月月

げつ

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

647647647647

23.523.523.523.5

22.122.122.122.1

2.42.42.42.4

706706706706

24.024.024.024.0

26.426.426.426.4

3.53.53.53.5

635635635635

24.824.824.824.8

16.716.716.716.7

4.14.14.14.1

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

せかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたび ～～～～かんこくかんこくかんこくかんこく～～～～

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

おおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニュー

こまつなこまつなこまつなこまつな たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

キムチスープキムチスープキムチスープキムチスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

きくらげきくらげきくらげきくらげ

29292929 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（（（（１,２１,２１,２１,２）））） 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 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　　　　しおしおしおしお

もちこもちこもちこもちこ

ぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいため 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

チンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープ なるとなるとなるとなると　　　　たまごたまごたまごたまご 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ しいたけしいたけしいたけしいたけ 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

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

638638638638

26.026.026.026.0

18.218.218.218.2

2.52.52.52.5

月月月月

げつ

4.14.14.14.1



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

チキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツチキンみそカツ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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

2222

いわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやきいわしのかばやき いわしいわしいわしいわし 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

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　　　　ちくわちくわちくわちくわ 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 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ

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 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　　　　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 とりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやきとりにくのマーマレードやき とりにくとりにくとりにくとりにく しょうがしょうがしょうがしょうが マーマレードマーマレードマーマレードマーマレード 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

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

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 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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 トマトトマトトマトトマト 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

4444 さけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやきさけのみりんやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら 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

みずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダみずなのサラダ（（（（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）））） みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　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

だまこじるだまこじるだまこじるだまこじる 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 たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ だまこもちだまこもちだまこもちだまこもち 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

5555 いかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげいかのさらさあげ いかいかいかいか 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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 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

たまごたまごたまごたまご

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 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

みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　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

8888 ハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけハンバーグのおろしソースかけ 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　　　　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 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　　　　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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

ごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダ（（（（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）））） 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　　　　コーンコーンコーンコーン さとうさとうさとうさとう ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ 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 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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

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　　　　しおしおしおしお

9999 さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ 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　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ　　　　みりんみりんみりんみりん

きりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいためにきりこんぶのいために さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ きりこんぶきりこんぶきりこんぶきりこんぶ 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 さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

みそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじるみそけんちんじる 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 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

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 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

キャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダキャベツのサラダ（（（（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）））） 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　　　　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

クラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダー ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　あさりあさりあさりあさり ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 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 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　　　　

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

むぎごはんむぎごはんむぎごはんむぎごはん

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

38.438.438.438.4

22.822.822.822.8

3.33.33.33.3
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

808808808808

28.828.828.828.8

32.532.532.532.5

3.63.63.63.6

水水水水

すい

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

902902902902

39.039.039.039.0

27.427.427.427.4

4.64.64.64.6

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

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
833833833833

28.828.828.828.8

23.523.523.523.5

3.83.83.83.8

月月月月

げつ

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

828828828828

37.937.937.937.9

32.032.032.032.0

4.04.04.04.0

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

817817817817

36.836.836.836.8

18.018.018.018.0

2.42.42.42.4
木木木木

も く

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

878878878878

34.434.434.434.4

19.519.519.519.5

3.83.83.83.8

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

月月月月

げつ

809809809809

28.928.928.928.9

22.722.722.722.7

2.92.92.92.9

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

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

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

せつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだてせつぶんこんだて

けやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニューけやきだいちゅうリクエストメニュー

12121212 ショーロンポーショーロンポーショーロンポーショーロンポー（（（（２２２２）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　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　　　　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

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお

キャベツのあえものキャベツのあえものキャベツのあえものキャベツのあえもの 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　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん

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　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

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

15151515

レモンレモンレモンレモン

ぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけぶたにくのアップルソースかけ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく 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　　　　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　　　　

れんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴられんこんのきんぴら さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　すすすす

さつまじるさつまじるさつまじるさつまじる 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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　 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

みそみそみそみそ

16161616 たらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけたらのなんばんづけ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　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　　　　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　　　　すすすす

がんものにものがんものにものがんものにものがんものにもの がんもがんもがんもがんも 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　　　　

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

すましじるすましじるすましじるすましじる 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　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん 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

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

17171717 チキンナゲットチキンナゲットチキンナゲットチキンナゲット（（（（２２２２）））） とりにくとりにくとりにくとりにく 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　　　　

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

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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

スパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティナポリタン 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　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく スパゲティスパゲティスパゲティスパゲティ バターバターバターバター ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　トマトピューレトマトピューレトマトピューレトマトピューレ

さとうさとうさとうさとう 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

18181818 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 みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ　　　　しおしおしおしお

だいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダだいこんのサラダ（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） ひじきひじきひじきひじき　　　　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 だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　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 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

こまつなこまつなこまつなこまつな

19191919

とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ 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　　　　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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

ほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテーほうれんそうとコーンのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ 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 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

きくらげきくらげきくらげきくらげ ガラスープガラスープガラスープガラスープ　　　　

22222222 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

なまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかになまあげのちゅうかに なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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　　　　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

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なるとなるとなるとなると 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　　　　ガラスープガラスープガラスープガラスープ

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

23232323 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

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　　　　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

りんごりんごりんごりんご

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 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

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　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

24242424 ケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんごケチャップにくだんご（（（（２２２２，，，，３３３３）））） 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 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

ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー すすすす　　　　しおしおしおしお

イタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダ（（（（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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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　　　　パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 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

やきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルトやきプリンタルト たまごたまごたまごたまご ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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 マーガリンマーガリンマーガリンマーガリン しおしおしおしお

25252525 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

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（（（（かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング）））） 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 ノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシングノンオイルドレッシング

のっぺいじるのっぺいじるのっぺいじるのっぺいじる 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ さといもさといもさといもさといも　　　　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　　　　　　　　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

26262626

チヂミチヂミチヂミチヂミ（（（（タレタレタレタレ）））） いかいかいかいか にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　もちこもちこもちこもちこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　タレタレタレタレ

チャプチェチャプチェチャプチェチャプチェ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　たまごたまごたまごたまご にんじんにんじんにんじんにんじん 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ さとうさとうさとうさとう　　　　はるさめはるさめはるさめはるさめ 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　　　　さけさけさけさけ　　　　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

こまつなこまつなこまつなこまつな たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

ごはんごはんごはんごはん

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
831831831831

29.229.229.229.2

26.726.726.726.7

3.03.03.03.0

木木木木

もく

818818818818

30.430.430.430.4

18.618.618.618.6

5.15.15.15.1

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

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

893893893893

30.530.530.530.5

31.031.031.031.0

4.64.64.64.6

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

793793793793

29.229.229.229.2

21.121.121.121.1

2.72.72.72.7

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

918918918918

24.324.324.324.3

21.021.021.021.0

2.32.32.32.3

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

845845845845

30.630.630.630.6

22.122.122.122.1

3.53.53.53.5
木木木木

もく

834834834834

28.328.328.328.3

23.323.323.323.3

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

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

805805805805

35.635.635.635.6

22.022.022.022.0

3.63.63.63.6

火火火火

か

ミニミルクミニミルクミニミルクミニミルク

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

835835835835

30.130.130.130.1

25.425.425.425.4

3.83.83.83.8

水水水水

すい

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

827827827827

28.228.228.228.2

23.223.223.223.2

3.63.63.63.6

金金金金

きん

853853853853

31.331.331.331.3

20.120.120.120.1

3.93.93.93.9

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

水水水水

せかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたび ～～～～かんこくかんこくかんこくかんこく～～～～

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

おおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニューおおいさわしょうリクエストメニュー

こまつなこまつなこまつなこまつな たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

キムチスープキムチスープキムチスープキムチスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

きくらげきくらげきくらげきくらげ

29292929 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（（（（１,２１,２１,２１,２）））） 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 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　　　　しおしおしおしお

もちこもちこもちこもちこ

ぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいためぶたにくのキムチいため 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

チンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープチンゲンサイとたまごのスープ なるとなるとなるとなると　　　　たまごたまごたまごたまご 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ しいたけしいたけしいたけしいたけ 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

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

838838838838

32.532.532.532.5

22.422.422.422.4

3.23.23.23.2

月月月月

げつ

5.15.15.15.1

金金金金

きん


