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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 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース 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 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 しおしおしおしお　　　　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

ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

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　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

えだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテー 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 いんげんいんげんいんげんいんげん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

5555 ごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまき 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

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　

おからおからおからおから　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

6666

キーマカレーキーマカレーキーマカレーキーマカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

にんにくにんにくにんにくにんにく カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

まめのサラダまめのサラダまめのサラダまめのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ひよこまめひよこまめひよこまめひよこまめ　　　　ツナツナツナツナ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

あおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめ

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ

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

7777 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

なすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいため 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 なすなすなすなす 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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

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

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

おおいさわしょう

，，，，大野小大野小大野小大野小

おおのしょう

，，，，高野小高野小高野小高野小

こうやしょう

，，，，黒内小黒内小黒内小黒内小

くろうちしょう

，，，，松前台小松前台小松前台小松前台小

まつまえだいしょう

，，，，御所御所御所御所ケケケケ丘小丘小丘小丘小

ご し ょ が お か し ょ う

，，，，松松松松ケケケケ丘小丘小丘小丘小

まつがおかしょう

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

もりやしりつがっこうきゅ うしょく

センターセンターセンターセンター

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

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

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

735735735735

27.027.027.027.0

22.222.222.222.2

2.82.82.82.8

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

ごはんごはんごはんごはん

671671671671

33.233.233.233.2

20.020.020.020.0

2.02.02.02.0

653653653653

28.228.228.228.2

28.828.828.828.8

26.426.426.426.4

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ナンナンナンナン

683683683683

31.931.931.931.9

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

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

せかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インド

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

8888 にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 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　　　　メンマメンマメンマメンマ　　　　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　　　　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

だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（２２２２，，，，３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

9999

タコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐ（（（（タコミートタコミートタコミートタコミート）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 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　　　　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

トマトトマトトマトトマト しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

チリパウダーチリパウダーチリパウダーチリパウダー　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ゆでやさいゆでやさいゆでやさいゆでやさい）））） 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 しおしおしおしお

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ソフトチーズソフトチーズソフトチーズソフトチーズ）））） チーズチーズチーズチーズ バターバターバターバター

もずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープ たまごたまごたまごたまご　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく もずくもずくもずくもずく 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

12121212 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　　　　さとうさとうさとうさとう 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

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

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　　　　にらにらにらにら 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　　　　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　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ

13131313 かぼちゃチーズコロッケかぼちゃチーズコロッケかぼちゃチーズコロッケかぼちゃチーズコロッケ だいずだいずだいずだいず チーズチーズチーズチーズ かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ 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 しおしおしおしお

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 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

こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　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

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　　　　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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

さとうさとうさとうさとう 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　　　　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

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ

14141414

さんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけ さんまさんまさんまさんま 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

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 ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう　　　　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 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

いものこじるいものこじるいものこじるいものこじる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

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

15151515 ぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやき 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 さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　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

トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　ツナツナツナツナ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし さけさけさけさけ

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ なるとなるとなるとなると ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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

625625625625

21.521.521.521.5

16.416.416.416.4

2.92.92.92.9

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

23.423.423.423.4

1.71.71.71.7

656656656656

27.527.527.527.5

18.518.518.518.5

2.82.82.82.8

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

759759759759

28.628.628.628.6

24.624.624.624.6

2.42.42.42.4

655655655655

26.326.326.326.3

20.820.820.820.8

2.52.52.52.5

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

707707707707

27.127.127.127.1

27.527.527.527.5

2.12.12.12.1

ごはんごはんごはんごはん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

643643643643

28.128.128.128.1

14.914.914.914.9

2.22.22.22.2

水水水水

すい

木木木木

もく

火火火火

か

水水水水

すい

木木木木

もく

金金金金

きん

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

おきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうり

おつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだて

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ なるとなるとなるとなると ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

16161616 かまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげ（（（（２２２２）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ あおのりあおのりあおのりあおのり 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

ちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

20202020 つくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツ（（（（ソースソースソースソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

いんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテー ツナツナツナツナ いんげんいんげんいんげんいんげん コーンコーンコーンコーン しろワインしろワインしろワインしろワイン　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　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

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

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ 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

21212121 さばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやき さばさばさばさば こめここめここめここめこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおこうじしおこうじしおこうじしおこうじ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

じゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしる 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 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

23232323 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　　　　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

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 ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　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　　　　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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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

とうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープ 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 とうがんとうがんとうがんとうがん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが 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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　もやしもやしもやしもやし しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

26262626 あじフライあじフライあじフライあじフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ 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　　　　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

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　　　　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　　　　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

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

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

ブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテー ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

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 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　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

クリームクリームクリームクリーム

28282828 めだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやき めだいめだいめだいめだい　　　　みそみそみそみそ 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　　　　しおしおしおしお

やさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえ しそしそしそしそ 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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

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　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

29292929 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（（（（ソースソースソースソース）））） 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

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 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
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697697697697

26.426.426.426.4

21.921.921.921.9

2.62.62.62.6
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604604604604

25.825.825.825.8

19.019.019.019.0

2.62.62.62.6

火火火火

か

726726726726
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ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

714714714714

24.824.824.824.8
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ごはんごはんごはんごはん
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にゅうにゅうにゅうにゅう
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金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

638638638638

26.026.026.026.0

16.716.716.716.7
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ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

578578578578
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コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　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１８にちから２４にちですこんげつは１８にちから２４にちですこんげつは１８にちから２４にちですこんげつは１８にちから２４にちです。。。。
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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

→→→→

木木木木

金金金金

きん

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

ごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだて

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

キャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　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　　　　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 なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　トマトトマトトマトトマト なすなすなすなす　　　　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 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 しおしおしおしお　　　　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

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　　　　りんごりんごりんごりんご 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

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

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フルーツ 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 あんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダー

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう　　　　さとうさとうさとうさとう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

いばらきけん

でででで

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

せっきょくてき

にににに

と

りりりり

い

れていますれていますれていますれています。。。。

こめ

はははは守谷市守谷市守谷市守谷市

もりやしさん

コシバカリですコシバカリですコシバカリですコシバカリです。。。。

763763763763

22.922.922.922.9

21.321.321.321.3

2.92.92.92.9

金金金金

きん

17.317.317.317.3

2.72.72.72.7
木木木木

もく

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん



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 ごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまき 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

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　

おからおからおからおから　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

5555 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース 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 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 しおしおしおしお　　　　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

ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

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　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

えだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテー 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 いんげんいんげんいんげんいんげん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

6666 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

なすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいため 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 なすなすなすなす 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

7777

キーマカレーキーマカレーキーマカレーキーマカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

にんにくにんにくにんにくにんにく カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

まめのサラダまめのサラダまめのサラダまめのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ひよこまめひよこまめひよこまめひよこまめ　　　　ツナツナツナツナ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

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

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

735735735735

27.027.027.027.0

22.222.222.222.2

2.82.82.82.8

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

683683683683

31.931.931.931.9

23.423.423.423.4

1.71.71.71.7

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

671671671671

33.233.233.233.2

20.020.020.020.0

2.02.02.02.0

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ナンナンナンナン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

653653653653

28.228.228.228.2

28.828.828.828.8

2.62.62.62.6

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

せかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インド

あおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめ

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ

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

8888

タコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐ（（（（タコミートタコミートタコミートタコミート）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 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　　　　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

トマトトマトトマトトマト しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

チリパウダーチリパウダーチリパウダーチリパウダー　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ゆでやさいゆでやさいゆでやさいゆでやさい）））） 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 しおしおしおしお

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ソフトチーズソフトチーズソフトチーズソフトチーズ）））） チーズチーズチーズチーズ バターバターバターバター

もずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープ たまごたまごたまごたまご　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく もずくもずくもずくもずく 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

9999 にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 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　　　　メンマメンマメンマメンマ　　　　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　　　　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

だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（２２２２，，，，３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

12121212 あじフライあじフライあじフライあじフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ 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　　　　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

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　　　　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　　　　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

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

13131313 ぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやき 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 さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　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

トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　ツナツナツナツナ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし さけさけさけさけ

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ なるとなるとなるとなると ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

14141414 かぼちゃグラタンかぼちゃグラタンかぼちゃグラタンかぼちゃグラタン ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ　　　　パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マカロニマカロニマカロニマカロニ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

チーズチーズチーズチーズ　　　　クリームクリームクリームクリーム 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

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　　　　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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

さとうさとうさとうさとう 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　　　　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

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ

15151515

さんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけ さんまさんまさんまさんま 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

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 ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう　　　　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 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

いものこじるいものこじるいものこじるいものこじる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

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 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　　　　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
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おきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうり

おつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだて

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

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 ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　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　　　　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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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

とうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープ 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 とうがんとうがんとうがんとうがん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが 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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　もやしもやしもやしもやし しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

20202020 さばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやき さばさばさばさば こめここめここめここめこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおこうじしおこうじしおこうじしおこうじ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

じゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしる 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 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

21212121 つくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツ（（（（ソースソースソースソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

いんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテー ツナツナツナツナ いんげんいんげんいんげんいんげん コーンコーンコーンコーン しろワインしろワインしろワインしろワイン　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　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

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

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ 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

23232323 けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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　　　　みそみそみそみそ しおしおしおしお

かまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげ（（（（２２２２）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ あおのりあおのりあおのりあおのり こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

ちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

26262626 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　　　　さとうさとうさとうさとう 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

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

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　　　　にらにらにらにら 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　　　　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　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ

27272727 めだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやき めだいめだいめだいめだい　　　　みそみそみそみそ 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　　　　しおしおしおしお

やさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえ しそしそしそしそ 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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

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　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

28282828

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

ブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテー ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

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 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　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

クリームクリームクリームクリーム

29292929 なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　トマトトマトトマトトマト なすなすなすなす　　　　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 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 しおしおしおしお　　　　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

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　　　　りんごりんごりんごりんご 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

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

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フルーツ 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 あんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダー

にゅうにゅうにゅうにゅう

628628628628

24.724.724.724.7

17.217.217.217.2

1.91.91.91.9

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

714714714714

24.824.824.824.8

23.723.723.723.7

2.62.62.62.6
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

604604604604

25.825.825.825.8

19.019.019.019.0

2.62.62.62.6

水水水水

すい

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

723723723723

28.728.728.728.7

24.824.824.824.8

3.93.93.93.9

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

763763763763

22.922.922.922.9

21.321.321.321.3

2.92.92.92.9
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

643643643643

28.128.128.128.1

14.914.914.914.9

2.22.22.22.2

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

578578578578

25.325.325.325.3

17.817.817.817.8

2.22.22.22.2
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

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

726726726726

30.030.030.030.0

32.432.432.432.4

2.52.52.52.5

水水水水

すい

ごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだて

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フルーツ 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 あんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダー

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう　　　　さとうさとうさとうさとう

30303030 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（（（（ソースソースソースソース）））） 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

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 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

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

キャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　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　　　　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

2.92.92.92.9

木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

661661661661

22.222.222.222.2

17.317.317.317.3

2.72.72.72.7
金金金金

きん

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。。。。



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 ごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまきごもくはるまき 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

はるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダはるさめサラダ にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

マーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふマーボーどうふ とうふとうふとうふとうふ　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　

おからおからおからおから　　　　みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

5555 ハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソースハンバーグのデミグラスソース 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 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 しおしおしおしお　　　　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

ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

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　　　　ハヤシルウハヤシルウハヤシルウハヤシルウ

えだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテーえだまめとマッシュポテトのソテー 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 いんげんいんげんいんげんいんげん　　　　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 しおしおしおしお　　　　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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

6666 さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき さけさけさけさけ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

なすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいためなすのにくみそいため 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 なすなすなすなす 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　　　　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

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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

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

しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

7777

キーマカレーキーマカレーキーマカレーキーマカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 カレーこカレーこカレーこカレーこ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

にんにくにんにくにんにくにんにく カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

まめのサラダまめのサラダまめのサラダまめのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ひよこまめひよこまめひよこまめひよこまめ　　　　ツナツナツナツナ きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

896896896896

32.032.032.032.0

25.125.125.125.1

3.33.33.33.3

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

850850850850

41.741.741.741.7

23.523.523.523.5

2.52.52.52.5

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

859859859859

40.140.140.140.1

27.527.527.527.5

2.02.02.02.0

火火火火

か

ナンナンナンナン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

872872872872

35.735.735.735.7

35.635.635.635.6

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

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

せかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インドせかいのりょうり・・・インド

あおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめあおえんどうまめ

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ

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

8888

タコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐタコライスのぐ（（（（タコミートタコミートタコミートタコミート）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　おからおからおからおから にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 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　　　　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

トマトトマトトマトトマト しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　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

チリパウダーチリパウダーチリパウダーチリパウダー　　　　パプリカこパプリカこパプリカこパプリカこ

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ゆでやさいゆでやさいゆでやさいゆでやさい）））） 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 しおしおしおしお

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（ソフトチーズソフトチーズソフトチーズソフトチーズ）））） チーズチーズチーズチーズ バターバターバターバター

もずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープもずくとたまごのスープ たまごたまごたまごたまご　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく もずくもずくもずくもずく 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

9999 にくみそスープにくみそスープにくみそスープにくみそスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら オイスターソースオイスターソースオイスターソースオイスターソース　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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 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　　　　メンマメンマメンマメンマ　　　　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　　　　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

だいがくいもだいがくいもだいがくいもだいがくいも（（（（３３３３）））） さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

12121212 あじフライあじフライあじフライあじフライ（（（（ソースソースソースソース）））） あじあじあじあじ パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ 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　　　　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

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　　　　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　　　　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

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

13131313 ぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやき 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 さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　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

トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルーもやしのチャンプルー なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　ツナツナツナツナ にらにらにらにら　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし さけさけさけさけ

はるさめスープはるさめスープはるさめスープはるさめスープ なるとなるとなるとなると ちんげんさいちんげんさいちんげんさいちんげんさい　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ はるさめはるさめはるさめはるさめ さけさけさけさけ　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

14141414 かぼちゃグラタンかぼちゃグラタンかぼちゃグラタンかぼちゃグラタン ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ　　　　パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マカロニマカロニマカロニマカロニ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ バターバターバターバター　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

チーズチーズチーズチーズ　　　　クリームクリームクリームクリーム 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

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　　　　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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

さとうさとうさとうさとう 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　　　　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

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　パインパインパインパイン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ

15151515

さんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけさんまのなんばんづけ さんまさんまさんまさんま 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

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 ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう　　　　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 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

いものこじるいものこじるいものこじるいものこじる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　みりんみりんみりんみりん

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 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　　　　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

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

806806806806

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

824824824824

30.530.530.530.5

25.225.225.225.2

2.72.72.72.7

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

851851851851

31.231.231.231.2

30.130.130.130.1

2.72.72.72.7

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

771771771771

29.629.629.629.6

17.617.617.617.6

2.42.42.42.4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

819819819819

33.433.433.433.4

21.421.421.421.4

3.43.43.43.4

火火火火

か

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

825825825825

26.826.826.826.8

18.618.618.618.6

3.83.83.83.8
金金金金

きん

3.53.53.53.5

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

903903903903

35.835.835.835.8

27.327.327.327.3

3.83.83.83.8

木木木木

もく

おきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうりおきなわけんのりょうり

おつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだておつきみきこんだて

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

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 ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 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　　　　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　　　　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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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

とうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープとうがんのちゅうかスープ 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 とうがんとうがんとうがんとうがん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが 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

ねぎねぎねぎねぎ　　　　もやしもやしもやしもやし しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

20202020 さばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやきさばのしおこうじカレーやき さばさばさばさば こめここめここめここめこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおこうじしおこうじしおこうじしおこうじ　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

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

じゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしるじゃがいもとこまつなのみそしる 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 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

21212121 つくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツつくばどりのチキンカツ（（（（ソースソースソースソース）））） とりにくとりにくとりにくとりにく パンこパンこパンこパンこ　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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

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　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

いんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテーいんげんとツナのソテー ツナツナツナツナ いんげんいんげんいんげんいんげん コーンコーンコーンコーン しろワインしろワインしろワインしろワイン　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　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

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

あかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめあかいんげんまめ 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

23232323 けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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　　　　みそみそみそみそ しおしおしおしお

かまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげかまぼこのいそべあげ（（（（２２２２）））） かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ あおのりあおのりあおのりあおのり こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

ちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダちゅうかサラダ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

26262626 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　　　　さとうさとうさとうさとう 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

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

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　　　　にらにらにらにら 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　　　　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　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ

27272727 めだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやきめだいのさいきょうやき めだいめだいめだいめだい　　　　みそみそみそみそ 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　　　　しおしおしおしお

やさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえやさいのしそあえ しそしそしそしそ 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　　　　もやしもやしもやしもやし　　　　たくあんたくあんたくあんたくあん さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

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　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん さといもさといもさといもさといも 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

28282828

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

ブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテーブロッコリーのソテー ツナツナツナツナ ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー コーンコーンコーンコーン　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン

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 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　　　　パセリパセリパセリパセリ 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

クリームクリームクリームクリーム

29292929 なつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレーなつやさいカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　トマトトマトトマトトマト なすなすなすなす　　　　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 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 しおしおしおしお　　　　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

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　　　　りんごりんごりんごりんご 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

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

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フルーツ 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 あんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダー

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

964964964964

28.428.428.428.4

26.026.026.026.0

3.73.73.73.7
もく

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

900900900900

37.037.037.037.0

37.937.937.937.9

3.33.33.33.3

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

801801801801

33.633.633.633.6

16.716.716.716.7

2.82.82.82.8

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

709709709709

28.328.328.328.3

19.119.119.119.1

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

719719719719

31.631.631.631.6

21.521.521.521.5

3.23.23.23.2

水水水水

すい

894894894894

34.234.234.234.2

27.027.027.027.0

4.64.64.64.6

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

にゅうにゅうにゅうにゅう

806806806806

30.330.330.330.3

20.520.520.520.5

2.32.32.32.3

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

921921921921

31.031.031.031.0

29.829.829.829.8

3.13.13.13.1
火火火火

か

ごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだてごうしゅうしょうがっこうリクエストこんだて

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フルーツ 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 あんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダーあんにんパウダー

れんにゅうれんにゅうれんにゅうれんにゅう　　　　さとうさとうさとうさとう

30303030 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（（（（ソースソースソースソース）））） 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

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 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

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

キャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしるキャベツとにくだんごのみそしる とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん 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 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　　　　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　　　　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

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。。。。

3.73.73.73.7

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

796796796796

26.226.226.226.2

18.318.318.318.3

3.13.13.13.1
金金金金

きん


