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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

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

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

メンマサラダメンマサラダメンマサラダメンマサラダ（（（（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）））） ハムハムハムハム 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　　　　メンマメンマメンマメンマ はるさめはるさめはるさめはるさめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

4444 ハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト 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 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　　　　ワインワインワインワイン

だいずだいずだいずだいず コンソメコンソメコンソメコンソメ

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　パインパインパインパイン

やさいスープやさいスープやさいスープやさいスープ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

5555 かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ 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 すすすす　　　　しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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 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

カレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじる 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しおしおしおしお

6666

さんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやき さんまさんまさんまさんま 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　　　　さけさけさけさけ

767767767767

28.128.128.128.1

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

516516516516

17.017.017.017.0

7.17.17.17.1

2.42.42.42.4

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン
634634634634

20.720.720.720.7

16.516.516.516.5

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

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

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

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

副食副食副食副食

ふくしょく

おもにからだのおもにからだのおもにからだのおもにからだの組織組織組織組織

そしき

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

ちょうし

をををを整整整整

ととの

えるえるえるえる

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

AブロックAブロックAブロックAブロック（（（（大井沢小大井沢小大井沢小大井沢小

おおいさわしょう

，，，，大野小大野小大野小大野小

おおのしょう

，，，，高野小高野小高野小高野小

こうやしょう

，，，，黒内小黒内小黒内小黒内小

くろうちしょう

，，，，松前台小松前台小松前台小松前台小

まつまえだいしょう

，，，，御所御所御所御所ケケケケ丘小丘小丘小丘小

ご し ょ が お か し ょ う

，，，，松松松松ケケケケ丘小丘小丘小丘小

まつがおかしょう

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

も り や し り つ

学校給食学校給食学校給食学校給食

がっこうきゅうしょく

センターセンターセンターセンター

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

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

ごはんごはんごはんごはん

木木木木

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

月月月月

水水水水

590590590590

20.220.220.220.2

15.515.515.515.5

2.62.62.62.6

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

みのりのあきみのりのあきみのりのあきみのりのあき こんだてこんだてこんだてこんだて

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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

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

ひじきのにものひじきのにものひじきのにものひじきのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ 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

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 みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

10101010 ししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッター（（（（１１１１～～～～３３３３年年年年→１→１→１→１，，，，４４４４～～～～６６６６年年年年・・・・職職職職→２→２→２→２）））） だいずだいずだいずだいず ししゃもししゃもししゃもししゃも 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　　　　とうもろこしことうもろこしことうもろこしことうもろこしこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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

きりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダ きりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこん　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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）））） ツナツナツナツナ 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

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 ソースソースソースソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

11111111 さばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけ さばさばさばさば　　　　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　　　　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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　まいたけまいたけまいたけまいたけ こめこめこめこめ 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ しおしおしおしお　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

12121212 しろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけ ホキホキホキホキ ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　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

さとうさとうさとうさとう さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく あおピーマンあおピーマンあおピーマンあおピーマン しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン　　　　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 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

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

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

16161616 しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい（（（（２２２２，，，，３３３３）））） 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお

タラタラタラタラ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

だいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこん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

17171717 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

とりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやき とりにくとりにくとりにくとりにく バジルバジルバジルバジル にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

もやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダ（（（（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

ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ だいずだいずだいずだいず　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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 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　　　　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

しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ

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

さといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろに とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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　　　　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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　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

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

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

月月月月

火火火火

ごはんごはんごはんごはん

木木木木

金金金金

水水水水

月月月月

608608608608

23.723.723.723.7

18.118.118.118.1

2.32.32.32.3

628628628628

28.728.728.728.7

21.921.921.921.9

2.12.12.12.1

603603603603

19.419.419.419.4

14.014.014.014.0

2.62.62.62.6

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

28.128.128.128.1

27.427.427.427.4

2.42.42.42.4

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

664664664664

34.334.334.334.3

29.629.629.629.6

2.12.12.12.1

水水水水

671671671671

28.228.228.228.2

20.920.920.920.9

3.53.53.53.5

火火火火

611611611611

30.030.030.030.0

14.614.614.614.6

2.42.42.42.4

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

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

25.925.925.925.9

11.511.511.511.5

1.71.71.71.7

19191919 やきいもやきいもやきいもやきいも さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも

こまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいため 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

みそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープ 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しめじしめじしめじしめじ あぶらあぶらあぶらあぶら キムチのもとキムチのもとキムチのもとキムチのもと　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

20202020 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

ブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダ 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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

いばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレー 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら 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　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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　　　　しめじしめじしめじしめじ

24242424

さけのムニエルさけのムニエルさけのムニエルさけのムニエル さけさけさけさけ　　　　チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト

ポテトサラダポテトサラダポテトサラダポテトサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう 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 にんにくにんにくにんにくにんにく コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルローレルローレルローレル

25252525
やさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） にんじんにんじんにんじんにんじん グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる いわしつみれいわしつみれいわしつみれいわしつみれ 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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ しょうがしょうがしょうがしょうが

26262626 えびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまい（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご さとうさとうさとうさとう　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

とりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいために 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 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 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん

こまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしる 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 こまつなこまつなこまつなこまつな はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　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

27272727

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

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ（（（（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））））
わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた 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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

いとかんてんいとかんてんいとかんてんいとかんてん

くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ

金金金金

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

水水水水

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

木木木木

火火火火

ごはんごはんごはんごはん

775775775775

31.331.331.331.3

26.826.826.826.8

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

647647647647

26.526.526.526.5

14.214.214.214.2

2.62.62.62.6

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

コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン

610610610610

23.723.723.723.7

13.313.313.313.3

2.42.42.42.4

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

688688688688

23.323.323.323.3

19.219.219.219.2

2.42.42.42.4

よよよよ

うううう

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

木木木木

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

550550550550

24.124.124.124.1

20.520.520.520.5

3.03.03.03.0

751751751751

31.831.831.831.8

25.425.425.425.4

2.72.72.72.7

もりやちゅうもりやちゅうもりやちゅうもりやちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

まつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

30303030 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

にくじゃがにくじゃがにくじゃがにくじゃが ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

だいこんとわかめのみそしるだいこんとわかめのみそしるだいこんとわかめのみそしるだいこん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 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月月月月

金金金金

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

680680680680

25.625.625.625.6

17.617.617.617.6

3.03.03.03.0



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

2222 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

ひじきのにものひじきのにものひじきのにものひじきのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ 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

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 みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

4444 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえ 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ ペンネペンネペンネペンネ　　　　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

しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ワインワインワインワイン　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

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

5555

さんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやき さんまさんまさんまさんま 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　　　　さけさけさけさけ

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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

6666 かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ 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 すすすす　　　　しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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 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

762762762762

26.926.926.926.9

27.127.127.127.1

3.23.23.23.2

月月月月

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

603603603603

19.419.419.419.4

14.014.014.014.0

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
767767767767

28.128.128.128.1

27.427.427.427.4

2.42.42.42.4

634634634634

20.720.720.720.7

16.516.516.516.5

木木木木

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

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

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

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

みのりのあきみのりのあきみのりのあきみのりのあき こんだてこんだてこんだてこんだて

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 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

カレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじる 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しおしおしおしお

9999 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　

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

メンマサラダメンマサラダメンマサラダメンマサラダ（（（（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）））） ハムハムハムハム 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　　　　メンマメンマメンマメンマ はるさめはるさめはるさめはるさめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

10101010 さばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけ さばさばさばさば　　　　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　　　　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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　まいたけまいたけまいたけまいたけ こめこめこめこめ 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ しおしおしおしお　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

11111111 ししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッター（（（（１１１１～～～～３３３３年年年年→１→１→１→１，，，，４４４４～～～～６６６６年年年年・・・・職職職職→２→２→２→２）））） だいずだいずだいずだいず ししゃもししゃもししゃもししゃも 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　　　　とうもろこしことうもろこしことうもろこしことうもろこしこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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

きりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダ きりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこん　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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）））） ツナツナツナツナ 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

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 ソースソースソースソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

12121212 しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい（（（（２２２２，，，，３３３３）））） 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお

タラタラタラタラ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

木木木木 だいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこん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

16161616 しろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけ ホキホキホキホキ ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　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

さとうさとうさとうさとう さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく あおピーマンあおピーマンあおピーマンあおピーマン しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン　　　　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 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

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

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

さといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろに とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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　　　　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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　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 とりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやき とりにくとりにくとりにくとりにく バジルバジルバジルバジル にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

もやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダ（（（（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

ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ だいずだいずだいずだいず　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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 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　　　　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

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

こめパンこめパンこめパンこめパン

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

628628628628

28.728.728.728.7

21.921.921.921.9

2.12.12.12.1

608608608608

23.723.723.723.7

18.118.118.118.1

2.32.32.32.3

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
611611611611

30.030.030.030.0

14.614.614.614.6

2.42.42.42.4

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
590590590590

20.220.220.220.2

15.515.515.515.5

2.62.62.62.6

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

672672672672

25.925.925.925.9

11.511.511.511.5

1.71.71.71.7

664664664664

34.334.334.334.3

29.629.629.629.6

671671671671

28.228.228.228.2

20.920.920.920.9

3.53.53.53.5

16.516.516.516.5

2.32.32.32.3

月月月月

火火火火

水水水水

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

月月月月

火火火火

金金金金

ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ だいずだいずだいずだいず　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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 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　　　　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

しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ

19191919 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

ブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダ 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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

いばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレー 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら 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　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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　　　　しめじしめじしめじしめじ

20202020 やきいもやきいもやきいもやきいも さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも

こまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいため 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

みそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープ 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しめじしめじしめじしめじ あぶらあぶらあぶらあぶら キムチのもとキムチのもとキムチのもとキムチのもと　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

金金金金
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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

24242424

やさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） にんじんにんじんにんじんにんじん グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる いわしつみれいわしつみれいわしつみれいわしつみれ 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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ しょうがしょうがしょうがしょうが

25252525

さけのムニエルさけのムニエルさけのムニエルさけのムニエル さけさけさけさけ　　　　チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト

ポテトサラダポテトサラダポテトサラダポテトサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう 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 にんにくにんにくにんにくにんにく コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルローレルローレルローレル

26262626

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

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ（（（（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））））
わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた 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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

いとかんてんいとかんてんいとかんてんいとかんてん

くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

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

688688688688

23.323.323.323.3

19.219.219.219.2

2.42.42.42.4

550550550550

24.124.124.124.1

20.520.520.520.5

3.03.03.03.0

751751751751

31.831.831.831.8

25.425.425.425.4

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

775775775775

31.331.331.331.3

26.826.826.826.8

2.82.82.82.8

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

610610610610

23.723.723.723.7

13.313.313.313.3

2.42.42.42.4

29.629.629.629.6

2.12.12.12.1

水水水水

木木木木

火火火火

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

コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン
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

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

もりやちゅうもりやちゅうもりやちゅうもりやちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

まつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

27272727 えびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまいえびしゅうまい（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご さとうさとうさとうさとう　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

とりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいために 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 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 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん

金金金金 こまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしる 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 こまつなこまつなこまつなこまつな はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　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

30303030 ハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト 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 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　　　　ワインワインワインワイン

だいずだいずだいずだいず コンソメコンソメコンソメコンソメ

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　パインパインパインパイン

やさいスープやさいスープやさいスープやさいスープ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

647647647647

26.526.526.526.5

14.214.214.214.2

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

516516516516

17.017.017.017.0

7.17.17.17.1

2.42.42.42.4
月月月月

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



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

2222 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

ひじきのにものひじきのにものひじきのにものひじきのにもの だいずだいずだいずだいず　　　　さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ 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

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 みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

4444 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえペンネのトマトソースあえ 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ ペンネペンネペンネペンネ　　　　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

しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ワインワインワインワイン　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

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

5555

さんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやきさんまのかばやき さんまさんまさんまさんま 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　　　　さけさけさけさけ

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

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 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　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

6666 かぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやきかぼちゃのおやき たまごたまごたまごたまご かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ 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 すすすす　　　　しおしおしおしお

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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 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

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

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
947947947947

34.034.034.034.0

31.531.531.531.5

3.03.03.03.0

木木木木

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
804804804804

25.425.425.425.4

18.618.618.618.6

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

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

751751751751

23.123.123.123.1

16.516.516.516.5

3.13.13.13.1
月月月月

981981981981

34.234.234.234.2

33.533.533.533.5

4.14.14.14.1

水水水水

BブロックBブロックBブロックBブロック（（（（守谷守谷守谷守谷

も り や

中中中中

ちゅう

，，，，愛宕愛宕愛宕愛宕

あ た ご

中中中中

ちゅう

，，，，御所御所御所御所

ご し ょ

ケケケケ

が

丘丘丘丘

おか

中中中中

ちゅう

，，，，けやきけやきけやきけやき台台台台

だい

中中中中

ちゅう

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

もりやしりつがっこうきゅ うしょく

センターセンターセンターセンター

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

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

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

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲みみみみ物物物物

のみもの

（（（（２２２２群群群群

ぐん

））））

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/

みのりのあきみのりのあきみのりのあきみのりのあき こんだてこんだてこんだてこんだて

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 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

カレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじるカレーなんばんじる 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　しおしおしおしお

9999 ぎょうざぎょうざぎょうざぎょうざ（（（（３３３３）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にらにらにらにら キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　

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

メンマサラダメンマサラダメンマサラダメンマサラダ（（（（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）））） ハムハムハムハム 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　　　　メンマメンマメンマメンマ はるさめはるさめはるさめはるさめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

10101010 さばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけさばのねぎみそかけ さばさばさばさば　　　　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　　　　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 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　まいたけまいたけまいたけまいたけ こめこめこめこめ 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ しおしおしおしお　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

11111111 ししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッターししゃもフリッター（（（（２２２２）））） だいずだいずだいずだいず ししゃもししゃもししゃもししゃも 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　　　　とうもろこしことうもろこしことうもろこしことうもろこしこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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

きりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダきりぼしだいこんのサラダ きりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこんきりぼしだいこん　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（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）））） ツナツナツナツナ 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

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 ソースソースソースソース　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

12121212 しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい（（（（３３３３）））） 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 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　パンこパンこパンこパンこ しおしおしおしお

タラタラタラタラ　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

いんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえいんげんとツナのごまあえ ツナツナツナツナ 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

木木木木 だいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこんとなまあげのみそしるだいこん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

16161616 しろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけしろみざかなのチリソースかけ ホキホキホキホキ ねぎねぎねぎねぎ　　　　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 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　　　　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

さとうさとうさとうさとう さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく あおピーマンあおピーマンあおピーマンあおピーマン しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　きピーマンきピーマンきピーマンきピーマン　　　　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 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

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

しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

さといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろにさといものそぼろに とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん ねぎねぎねぎねぎ　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ 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 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　　　　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　　　　みそみそみそみそ 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　　　　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 とりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやきとりにくのバジルやき とりにくとりにくとりにくとりにく バジルバジルバジルバジル にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

もやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダもやしとみずなのサラダ（（（（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

ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ だいずだいずだいずだいず　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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 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　　　　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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

こめパンこめパンこめパンこめパン

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

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

769769769769

37.937.937.937.9

3.03.03.03.0

月月月月

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

799799799799

37.037.037.037.0

26.126.126.126.1

2.52.52.52.5
火火火火

880880880880

45.645.645.645.6

38.238.238.238.2

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
870870870870

36.136.136.136.1

26.126.126.126.1

4.54.54.54.5

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

769769769769

29.129.129.129.1

21.321.321.321.3

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
755755755755

24.824.824.824.8

18.318.318.318.3

3.13.13.13.1

月月月月

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

916916916916

36.636.636.636.6

22.322.322.322.3

2.92.92.92.9

火火火火

18.618.618.618.6

2.92.92.92.9

金金金金

ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ だいずだいずだいずだいず　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　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 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　　　　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

しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ

19191919 オムレツオムレツオムレツオムレツ たまごたまごたまごたまご でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　すすすす

ブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダブロッコリーとパプリカのサラダ 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）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

いばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレーいばらきけんさんぶたにくとこんさいのカレー 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 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　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら 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　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ

れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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 カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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　　　　しめじしめじしめじしめじ

20202020 やきいもやきいもやきいもやきいも さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも

こまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいためこまつなのちゅうかいため 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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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 しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

みそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープみそキムチスープ 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しめじしめじしめじしめじ あぶらあぶらあぶらあぶら キムチのもとキムチのもとキムチのもとキムチのもと　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

金金金金
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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

24242424

やさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケやさいコロッケ（（（（パックソースパックソースパックソースパックソース）））） にんじんにんじんにんじんにんじん グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　ソースソースソースソース

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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

ごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴらごもくきんぴら 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　　　　いんげんいんげんいんげんいんげん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

いわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじるいわしのつみれじる いわしつみれいわしつみれいわしつみれいわしつみれ 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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

みそみそみそみそ しょうがしょうがしょうがしょうが

25252525

さけのムニエルさけのムニエルさけのムニエルさけのムニエル さけさけさけさけ　　　　チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト

ポテトサラダポテトサラダポテトサラダポテトサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう 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 にんにくにんにくにんにくにんにく コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　バジルこバジルこバジルこバジルこ

ローレルローレルローレルローレル

26262626

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

かいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダかいそうサラダ（（（（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））））
わかめわかめわかめわかめ　　　　つのまたつのまたつのまたつのまた 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 ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　すぎのりすぎのりすぎのりすぎのり

いとかんてんいとかんてんいとかんてんいとかんてん

くきわかめくきわかめくきわかめくきわかめ

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 かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ ねぎねぎねぎねぎ

27272727 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（（（（３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

893893893893

35.735.735.735.7

26.626.626.626.6

3.43.43.43.4

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

のむヨーのむヨーのむヨーのむヨー

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
832832832832

27.827.827.827.8

20.920.920.920.9

2.82.82.82.8

火火火火

711711711711

30.930.930.930.9

23.823.823.823.8

3.83.83.83.8

コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン
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

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

992992992992

34.834.834.834.8

35.235.235.235.2

3.33.33.33.3

木木木木

ソフトメンソフトメンソフトメンソフトメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

788788788788

29.229.229.229.2

14.914.914.914.9

3.23.23.23.2

よよよよ

うううう

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

38.238.238.238.2

2.82.82.82.8

もりやちゅうもりやちゅうもりやちゅうもりやちゅう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

まつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょうまつがおかしょう リクエストメニューリクエストメニューリクエストメニューリクエストメニュー

27272727 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（（（（３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご さとうさとうさとうさとう　　　　じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

とりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいためにとりにくとこんにゃくのいために 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 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 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ いんげんいんげんいんげんいんげん

金金金金 こまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしるこまつなとはくさいのみそしる 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 こまつなこまつなこまつなこまつな はくさいはくさいはくさいはくさい　　　　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

30303030 ハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソースハンバーグトマトソース とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく トマトトマトトマトトマト 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 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　　　　ワインワインワインワイン

だいずだいずだいずだいず コンソメコンソメコンソメコンソメ

フルーツミックスフルーツミックスフルーツミックスフルーツミックス みかんみかんみかんみかん　　　　おうとうおうとうおうとうおうとう　　　　パインパインパインパイン

やさいスープやさいスープやさいスープやさいスープ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

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

681681681681

22.422.422.422.4

9.19.19.19.1

3.03.03.03.0
月月月月

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
892892892892

36.536.536.536.5

26.426.426.426.4

3.63.63.63.6


