
平成平成平成平成

へいせい

２８２８２８２８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

緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜

りょくおうしょくやさい

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

2222

おさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグ いわしいわしいわしいわし　　　　タラタラタラタラ あおのりあおのりあおのりあおのり 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　　　　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 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 みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう

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　　　　グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース 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

だいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん 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 にんじんにんじんにんじんにんじん

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち あずきあずきあずきあずき かんてんかんてんかんてんかんてん さとうさとうさとうさとう　　　　じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

6666 かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお パインパインパインパイン　　　　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　　　　すすすす　　　　さけさけさけさけ

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 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　　　　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

（（（（あおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシング））））

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

9999 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（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） 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

ほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえ かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし 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　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　すすすす　　　　しおしおしおしお

にんじんにんじんにんじんにんじん

にらたまスープにらたまスープにらたまスープにらたまスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　とうふとうふとうふとうふ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

たまごたまごたまごたまご ちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもと

10101010 あじフリッターあじフリッターあじフリッターあじフリッター（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） あじあじあじあじ　　　　おきあみおきあみおきあみおきあみ あおさあおさあおさあおさ 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

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
604604604604

22.722.722.722.7

16.916.916.916.9

1.91.91.91.9

月月月月

げつ

ミニミニミニミニ ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう 695695695695

月月月月

げつ

616616616616

25.825.825.825.8

19.819.819.819.8

2.72.72.72.7

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

金金金金

きん

703703703703

27.927.927.927.9

15.415.415.415.4

2.12.12.12.1

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

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

の

みみみみ物物物物

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

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

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

さとうさとうさとうさとう　　　　こめここめここめここめこ 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

ブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー 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

（（（（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））））

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

11111111 とりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけ 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

たけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろに 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 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

いんげんいんげんいんげんいんげん

じゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしる 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 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 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

12121212 かまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげ（（（（２こ２こ２こ２こ）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

はるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダ（（（（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）））） 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

さんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじる 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 わらびわらびわらびわらび　　　　なめこなめこなめこなめこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ 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 ふきふきふきふき　　　　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 しおしおしおしお

ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ

13131313 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

フルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリー みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　りんごりんごりんごりんご

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　　　　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

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんは　「　「　「　「いばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeek」　」　」　」　☆☆☆☆　　　　　　　　こんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちです。。。。

16161616 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

こんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにもの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

だいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこん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 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

みそみそみそみそ

17171717 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（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） 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　　　　しおしおしおしお

すすすす　　　　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

だいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな だいこんだいこんだいこんだいこん 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

（（（（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））））

コーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープ しろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめ ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう パセリパセリパセリパセリ コーンコーンコーンコーン　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

ベーコンベーコンベーコンベーコン だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

18181818 さけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけ さけさけさけさけ 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

ヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいため ツナツナツナツナ にんじんにんじんにんじんにんじん ヤーコンヤーコンヤーコンヤーコン　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう 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

カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちは　　　　しょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひ　　　　☆☆☆☆

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

634634634634

27.727.727.727.7

19.019.019.019.0

2.32.32.32.3
月月月月

げつ

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

いいいい

ばばばば

らららら

きききき

をををを

たたたた

べべべべ

よよよよ

うううう

ここここ

769769769769

29.829.829.829.8

27.827.827.827.8

2.92.92.92.9

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

633633633633

28.228.228.228.2

17.217.217.217.2

2.32.32.32.3

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

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

768768768768

23.323.323.323.3

19.819.819.819.8

2.72.72.72.7
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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

624624624624

24.624.624.624.6

18.218.218.218.2

2.82.82.82.8

木木木木

もく

668668668668

28.728.728.728.7

19.919.919.919.9

2.22.22.22.2
水水水水

すい

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

695695695695

28.128.128.128.1

24.624.624.624.6

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

19191919 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

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

ホイコーローホイコーローホイコーローホイコーロー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

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

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 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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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

20202020

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

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）））） ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

23232323 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

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 なるとなるとなるとなると にんじんにんじんにんじんにんじん きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　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 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　　　　しおしおしおしお

ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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

24242424 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 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 しょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずこだいずこだいずこだいずこ 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

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）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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 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

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 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

25252525 ほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼし ほっけほっけほっけほっけ しおしおしおしお

こまつなのにびたしこまつなのにびたしこまつなのにびたしこまつなのにびたし あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ 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 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

にんじんにんじんにんじんにんじん みりんみりんみりんみりん

こんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじる 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 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 さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

26262626 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こ１こ１こ１こ，，，，２こ２こ２こ２こ）））） 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　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

フルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン みずあめみずあめみずあめみずあめ　　　　さとうさとうさとうさとう あんにんあんにんあんにんあんにん

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう

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　　　　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 あぶらあぶらあぶらあぶら トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

27272727 いわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけ いわしいわしいわしいわし　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう 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

キャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん 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

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
635635635635

23.923.923.923.9

15.315.315.315.3

2.12.12.12.1

月月月月

げつ

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
726726726726

26.226.226.226.2

23.523.523.523.5

3.93.93.93.9

金金金金

きん

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

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
563563563563

21.021.021.021.0

9.59.59.59.5

2.02.02.02.0

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

656656656656

28.928.928.928.9

18.318.318.318.3

きん

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
616616616616

21.321.321.321.3

14.214.214.214.2

2.72.72.72.7

木木木木

もく

アップルアップルアップルアップル

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

581581581581

21.721.721.721.7

21.321.321.321.3

2.62.62.62.6

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

613613613613

30.630.630.630.6

18.818.818.818.8

1.91.91.91.9水水水水

すい

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

みそみそみそみそ

31313131 ハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけ 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ デミグラスソースデミグラスソースデミグラスソースデミグラスソース　　　　ワインワインワインワイン

こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

マッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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 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 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

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

ではではではでは守谷市守谷市守谷市守谷市

もりやし

やややや茨城県茨城県茨城県茨城県

いばらきけん

でででで作作作作

つく

られたられたられたられた食材食材食材食材

しょくざい

をををを積極的積極的積極的積極的

せっきょくてき

にににに取取取取

と

りりりり入入入入

い

れていますれていますれていますれています。。。。米米米米

こめ

はははは守谷市産守谷市産守谷市産守谷市産

もりやしさん

コシヒカリですコシヒカリですコシヒカリですコシヒカリです。。。。

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

612612612612

34.234.234.234.2

22.522.522.522.5

2.62.62.62.6

火火火火

か

2.02.02.02.0
金金金金

きん



平成平成平成平成

へいせい

２８２８２８２８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

緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜

りょくおうしょくやさい

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

2222

かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお パインパインパインパイン　　　　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　　　　すすすす　　　　さけさけさけさけ

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 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　　　　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

（（（（あおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシング））））

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

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち あずきあずきあずきあずき かんてんかんてんかんてんかんてん さとうさとうさとうさとう　　　　じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

6666 おさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグ いわしいわしいわしいわし　　　　タラタラタラタラ あおのりあおのりあおのりあおのり 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　　　　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 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 みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう

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　　　　グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース 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

だいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん 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 にんじんにんじんにんじんにんじん

9999 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

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 なるとなるとなるとなると にんじんにんじんにんじんにんじん きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　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 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　　　　しおしおしおしお

ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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

10101010 とりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけ 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

たけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろに 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 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

いんげんいんげんいんげんいんげん

じゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしる 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 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 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

634634634634

26.826.826.826.8

15.315.315.315.3

2.12.12.12.1

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

の

みみみみ物物物物

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

635635635635

23.923.923.923.9

15.315.315.315.3

2.12.12.12.1

６８６６８６６８６６８６

26.926.926.926.9

20.020.020.020.0

２２２２．．．．３３３３

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

668668668668

28.728.728.728.7

19.919.919.919.9

2.22.22.22.2

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

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

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

ごはんごはんごはんごはん

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

月月月月

げつ

月月月月

げつ

金金金金

きん

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

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

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

じゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしる 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 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 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

11111111 あじフリッターあじフリッターあじフリッターあじフリッター（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） あじあじあじあじ　　　　おきあみおきあみおきあみおきあみ あおさあおさあおさあおさ 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

さとうさとうさとうさとう　　　　こめここめここめここめこ 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

ブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー 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

（（（（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））））

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

12121212 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

フルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリー みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　りんごりんごりんごりんご

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　　　　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

13131313 かまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげ（（（（２こ２こ２こ２こ）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

はるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダ（（（（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）））） 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

さんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじる 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 わらびわらびわらびわらび　　　　なめこなめこなめこなめこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ 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 ふきふきふきふき　　　　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 しおしおしおしお

ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんは　「　「　「　「いばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeek」　」　」　」　☆☆☆☆　　　　　　　　こんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちです。。。。

16161616 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（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） 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

ほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえ かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし 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　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　すすすす　　　　しおしおしおしお

にんじんにんじんにんじんにんじん

にらたまスープにらたまスープにらたまスープにらたまスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　とうふとうふとうふとうふ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

たまごたまごたまごたまご ちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもと

17171717 さけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけ さけさけさけさけ 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

ヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいため ツナツナツナツナ にんじんにんじんにんじんにんじん ヤーコンヤーコンヤーコンヤーコン　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう 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

カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

18181818 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（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） 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　　　　しおしおしおしお

すすすす　　　　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

だいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな だいこんだいこんだいこんだいこん 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

（（（（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））））

コーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープ しろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめ ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう パセリパセリパセリパセリ コーンコーンコーンコーン　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

ベーコンベーコンベーコンベーコン だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちは　　　　しょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひ　　　　☆☆☆☆
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てててて
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

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

水水水水

すい

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

624624624624

24.624.624.624.6

18.218.218.218.2

2.82.82.82.8

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

604604604604

22.722.722.722.7

16.916.916.916.9

1.91.91.91.9

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

633633633633

28.228.228.228.2

17.217.217.217.2

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

火火火火

か

769769769769

29.829.829.829.8

27.827.827.827.8

2.92.92.92.9

726726726726

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

768768768768

23.323.323.323.3

19.819.819.819.8

2.72.72.72.7

2.22.22.22.2

695695695695

28.128.128.128.1

24.624.624.624.6

3.53.53.53.5

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

ごはんごはんごはんごはん

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

水水水水

すい

月月月月

げつ

火火火火

木木木木

もく

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

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

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

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）））） ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

20202020 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２こ２こ２こ２こ，，，，３こ３こ３こ３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

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

ホイコーローホイコーローホイコーローホイコーロー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

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

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 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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 ほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼし ほっけほっけほっけほっけ しおしおしおしお

もやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえ あかしそあかしそあかしそあかしそ もやしもやしもやしもやし　　　　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 ごまごまごまごま しおしおしおしお　　　　うめずうめずうめずうめず

だいこんだいこんだいこんだいこん

こんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじる 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 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 さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

24242424 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

こんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにもの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

だいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこん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 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

みそみそみそみそ

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 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 しょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずこだいずこだいずこだいずこ 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

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）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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 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

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 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

26262626 いわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけ いわしいわしいわしいわし　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう 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

キャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん 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

27272727 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こ１こ１こ１こ，，，，２こ２こ２こ２こ）））） 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　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

フルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン みずあめみずあめみずあめみずあめ　　　　さとうさとうさとうさとう あんにんあんにんあんにんあんにん

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう

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　　　　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 あぶらあぶらあぶらあぶら トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

30303030 ハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけ 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ デミグラスソースデミグラスソースデミグラスソースデミグラスソース　　　　ワインワインワインワイン

こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

金金金金

きん

木木木木

もく

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん にゅうにゅうにゅうにゅう

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

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

アップルアップルアップルアップル

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

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

672672672672

34.234.234.234.2

22.522.522.522.5

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

563563563563

21.021.021.021.0

9.59.59.59.5

2.02.02.02.0

726726726726

26.226.226.226.2

23.523.523.523.5

3.93.93.93.9

581581581581

21.721.721.721.7

21.321.321.321.3

2.62.62.62.6

火火火火

か

634634634634

27.727.727.727.7

19.019.019.019.0

2.32.32.32.3

ごはんごはんごはんごはん

582582582582

26.426.426.426.4

16.316.316.316.3

2.42.42.42.4

木木木木

もく

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

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

616616616616

21.321.321.321.3

14.214.214.214.2

2.72.72.72.7

656656656656

28.928.928.928.9

18.318.318.318.3

2.02.02.02.0

ごはんごはんごはんごはん

マッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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 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 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

31313131 カレーコロッケカレーコロッケカレーコロッケカレーコロッケ 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　　　　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　　　　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　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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　　　　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

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　　　　なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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 ねぎねぎねぎねぎ

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

672672672672

23.723.723.723.7

20.120.120.120.1

2.32.32.32.3

22.522.522.522.5

2.62.62.62.6

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

ではではではでは守谷市守谷市守谷市守谷市

もりやし

やややや茨城県茨城県茨城県茨城県

いばらきけん

でででで作作作作

つく

られたられたられたられた食材食材食材食材

しょくざい

をををを積極的積極的積極的積極的

せっきょくてき

にににに取取取取

と

りりりり入入入入

い

れていますれていますれていますれています。。。。米米米米

こめ

はははは守谷市産守谷市産守谷市産守谷市産

もりやしさん

コシヒカリですコシヒカリですコシヒカリですコシヒカリです。。。。

火火火火

か

月月月月

げつ



平成平成平成平成

へいせい

２８２８２８２８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

緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜

りょくおうしょくやさい

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

2222

かつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげかつおのこうみあげ かつおかつおかつおかつお パインパインパインパイン　　　　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　　　　すすすす　　　　さけさけさけさけ

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 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　　　　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

（（（（あおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシングあおじそドレッシング））））

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

かしわもちかしわもちかしわもちかしわもち あずきあずきあずきあずき かんてんかんてんかんてんかんてん さとうさとうさとうさとう　　　　じょうしんこじょうしんこじょうしんこじょうしんこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

6666 おさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグおさかなハンバーグ いわしいわしいわしいわし　　　　タラタラタラタラ あおのりあおのりあおのりあおのり 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　　　　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 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　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう

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　　　　グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース 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

だいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしるだいこんとほうれんそうのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん 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 にんじんにんじんにんじんにんじん

9999 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

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 なるとなるとなるとなると にんじんにんじんにんじんにんじん きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　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 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　　　　しおしおしおしお

ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい 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

10101010 とりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけとりにくのねぎみそかけ 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ごまごまごまごま さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

たけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろにたけのこのそぼろに 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 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

いんげんいんげんいんげんいんげん

じゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしる 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 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 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

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

774774774774

30.730.730.730.7

16.516.516.516.5

2.52.52.52.5

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

837837837837

34.734.734.734.7

23.123.123.123.1

2.82.82.82.8

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう 771771771771

27.927.927.927.9

20.220.220.220.2

3.23.23.23.2

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

の

みみみみ物物物物

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

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

火火火火

か

843843843843

32.332.332.332.3

23.323.323.323.3

2.92.92.92.9

ごはんごはんごはんごはん

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

こどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだてこどものひこんだて

じゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしるじゃがいもとわかめのみそしる 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 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 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

11111111 あじフリッターあじフリッターあじフリッターあじフリッター（（（（３こ３こ３こ３こ）））） あじあじあじあじ　　　　おきあみおきあみおきあみおきあみ あおさあおさあおさあおさ 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

さとうさとうさとうさとう　　　　こめここめここめここめこ 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

ブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダブロッコリーとコーンのサラダ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー 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

（（（（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））））

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

12121212 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

フルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリーフルーツミックスゼリー みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　りんごりんごりんごりんご

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　　　　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

13131313 かまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげかまぼこのしんりょくあげ（（（（２こ２こ２こ２こ）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 まっちゃまっちゃまっちゃまっちゃ

はるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダはるキャベツのサラダ（（（（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）））） 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

さんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじるさんさいけんちんじる 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 わらびわらびわらびわらび　　　　なめこなめこなめこなめこ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ 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 ふきふきふきふき　　　　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 しおしおしおしお

ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ

16161616 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（（（（３こ３こ３こ３こ）））） 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

ほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえほうれんそうのおかかあえ かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし 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　　　　コーンコーンコーンコーン 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　　　　すすすす　　　　しおしおしおしお

にんじんにんじんにんじんにんじん

にらたまスープにらたまスープにらたまスープにらたまスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　とうふとうふとうふとうふ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

たまごたまごたまごたまご ちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもとちゅうかスープのもと

17171717 さけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけさけのなんばんづけ さけさけさけさけ 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

ヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいためヤーコンとごぼうのカレーいため ツナツナツナツナ にんじんにんじんにんじんにんじん ヤーコンヤーコンヤーコンヤーコン　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう 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

カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

18181818 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（（（（３こ３こ３こ３こ）））） 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　　　　しおしおしおしお

すすすす　　　　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

だいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダだいこんとみずなのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな だいこんだいこんだいこんだいこん 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

（（（（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））））

コーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープコーンクリームスープ しろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめしろいんげんまめ ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう パセリパセリパセリパセリ コーンコーンコーンコーン　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

ベーコンベーコンベーコンベーコン だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

19191919

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

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

金金金金

きん

いいいい

ばばばば

らららら

きききき

をををを

たたたた

べべべべ

よよよよ

うううう

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんはまいつきだい３にちようびからの１しゅうかんは　「　「　「　「いばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeekいばらきをたべようWeek」　」　」　」　☆☆☆☆　　　　　　　　こんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちですこんげつは１５にちから２１にちです。。。。

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 773773773773

28.128.128.128.1

20.220.220.220.2

2.42.42.42.4

月月月月

げつ

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

785785785785

33.833.833.833.8

19.319.319.319.3

2.72.72.72.7

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

945945945945

36.736.736.736.7

33.333.333.333.3

3.73.73.73.7

水水水水

すい

894894894894

水水水水

すい

966966966966

28.728.728.728.7

23.923.923.923.9

3.63.63.63.6

木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

793793793793

29.429.429.429.4

20.420.420.420.4

3.53.53.53.5

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

915915915915

36.336.336.336.3

31.731.731.731.7

4.64.64.64.6

火火火火

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちは　　　　しょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひ　　　　☆☆☆☆

ごはんごはんごはんごはん

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

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

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）））） ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

20202020 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（３こ３こ３こ３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　とりにくとりにくとりにくとりにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

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

ホイコーローホイコーローホイコーローホイコーロー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

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

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 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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 ほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼしほっけのぶんかぼし ほっけほっけほっけほっけ しおしおしおしお

もやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえもやしとキャベツのしそあえ あかしそあかしそあかしそあかしそ もやしもやしもやしもやし　　　　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 ごまごまごまごま しおしおしおしお　　　　うめずうめずうめずうめず

だいこんだいこんだいこんだいこん

こんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじるこんさいのごまじる 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 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 さといもさといもさといもさといも ごまごまごまごま かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

24242424 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

こんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにものこんぶとだいずのにもの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

だいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこんとあぶらあげのみそしるだいこん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 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

みそみそみそみそ

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 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 しょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみしょうゆもろみ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

だいずこだいずこだいずこだいずこ 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

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）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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 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

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 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

26262626 いわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけいわしのねぎみそかけ いわしいわしいわしいわし　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう 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

キャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしるキャベツといんげんのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん 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

27272727 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（（（（２こ２こ２こ２こ）））） 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　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

フルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにんフルーツあんにん ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン みずあめみずあめみずあめみずあめ　　　　さとうさとうさとうさとう あんにんあんにんあんにんあんにん

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう

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　　　　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 あぶらあぶらあぶらあぶら トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース

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　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

30303030 ハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけハンバーグのデミグラスソースかけ 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ デミグラスソースデミグラスソースデミグラスソースデミグラスソース　　　　ワインワインワインワイン

こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

マッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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

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

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

790790790790

33.233.233.233.2

21.621.621.621.6

2.82.82.82.8

火火火火

か

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

761761761761

27.527.527.527.5

26.426.426.426.4

3.43.43.43.4

水水水水

すい

734734734734

26.826.826.826.8

12.512.512.512.5

2.62.62.62.6

金金金金

きん

851851851851

28.228.228.228.2

18.018.018.018.0

3.73.73.73.7

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

728728728728

42.042.042.042.0

26.526.526.526.5

3.23.23.23.2
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

894894894894

31.531.531.531.5

26.426.426.426.4

5.05.05.05.0

木木木木

もく

795795795795

33.433.433.433.4

19.619.619.619.6

2.52.52.52.5

木木木木

もく

708708708708

29.229.229.229.2

17.917.917.917.9

2.72.72.72.7

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

マッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテーマッシュポテトとえだまめのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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 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 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

31313131 カレーコロッケカレーコロッケカレーコロッケカレーコロッケ 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　　　　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　　　　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　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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　　　　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

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　　　　なまあげなまあげなまあげなまあげ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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 ねぎねぎねぎねぎ火火火火

か

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

ではではではでは守谷市守谷市守谷市守谷市

もりやし

やややや茨城県茨城県茨城県茨城県

いばらきけん

でででで作作作作

つく

られたられたられたられた食材食材食材食材

しょくざい

をををを積極的積極的積極的積極的

せっきょくてき

にににに取取取取

と

りりりり入入入入

い

れていますれていますれていますれています。。。。米米米米

こめ

はははは守谷市産守谷市産守谷市産守谷市産

もりやしさん

コシヒカリですコシヒカリですコシヒカリですコシヒカリです。。。。

3.23.23.23.2

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 808808808808

27.727.727.727.7

21.621.621.621.6

2.82.82.82.8


