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１１１１群群群群
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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

1111
シュウマイシュウマイシュウマイシュウマイ（（（（じどう２こじどう２こじどう２こじどう２こ，，，，せんせい３こせんせい３こせんせい３こせんせい３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

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 ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

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 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 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

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

4444
あじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげ あじあじあじあじ　　　　 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 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　　　　さけさけさけさけ

やさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにもの 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

こうやどうふこうやどうふこうやどうふこうやどうふ

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

5555 コシーニャコシーニャコシーニャコシーニャ（（（（ソースソースソースソース）））） だいずだいずだいずだいず 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ソースソースソースソース　　　　しおしおしおしお

とりにくとりにくとりにくとりにく こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ

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

おおいさわしょう

，，，，大野小大野小大野小大野小

おおのしょう

，，，，高野小高野小高野小高野小

こうやしょう

，，，，黒内小黒内小黒内小黒内小

くろうちしょう

，，，，松前台小松前台小松前台小松前台小

まつまえだいしょう

，，，，御所御所御所御所ケケケケ丘小丘小丘小丘小

ご し ょ が お か し ょ う

，，，，松松松松ケケケケ丘小丘小丘小丘小

まつがおかしょう

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

もりやしりつがっこうきゅ うしょく

センターセンターセンターセンター

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

おもなおもなおもなおもな材料材料材料材料

ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他

ちょうみりょうほか

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

たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質

しつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

脂質脂質脂質脂質

ししつ

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

食塩食塩食塩食塩

しょくえん

（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）

        主食主食主食主食

しゅしょく

（（（（５５５５群群群群

ぐん

））））

飲飲飲飲

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

768768768768

33.033.033.033.0

18.018.018.018.0

2.82.82.82.8

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

きん

601601601601

月月月月

げつ

669669669669

29.629.629.629.6

18.018.018.018.0

2.82.82.82.8

ごはんごはんごはんごはん

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

せかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジル

フェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　ウインナーウインナーウインナーウインナー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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

いんげんまめいんげんまめいんげんまめいんげんまめ 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

チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ 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　　　　ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

6666
さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

7777
ちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじる

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　エビエビエビエビ　　　　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 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　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

イカイカイカイカ　　　　あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　 とんこつスープとんこつスープとんこつスープとんこつスープ

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

ちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえもの くらげくらげくらげくらげ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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

たなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリー レモンレモンレモンレモン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ さとうさとうさとうさとう

8888
ハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソース 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 しめじしめじしめじしめじ　　　　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 パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク　　　　ワインワインワインワイン

ブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら ワインワインワインワイン　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かきたまじるかきたまじるかきたまじるかきたまじる たまごたまごたまごたまご　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ にんじんにんじんにんじんにんじん えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

11111111
とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう 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 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しちみとうがらししちみとうがらししちみとうがらししちみとうがらし

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　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 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

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ

12121212
ぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいため 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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

688688688688

25.225.225.225.2

26.626.626.626.6

2.32.32.32.3

601601601601

23.423.423.423.4

22.822.822.822.8

3.33.33.33.3

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

水水水水

すい

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

675675675675

29.029.029.029.0

21.021.021.021.0

2.42.42.42.4

金金金金

きん

ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

もく

664664664664

26.626.626.626.6

17.717.717.717.7

4.34.34.34.3

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

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

720720720720

28.128.128.128.1

21.921.921.921.9

2.42.42.42.4

月月月月

げつ

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

12121212
ぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいため 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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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　　　　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　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこし コーンコーンコーンコーン

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 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

いちごジャムいちごジャムいちごジャムいちごジャム いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

13131313
さばのしおやきさばのしおやきさばのしおやきさばのしおやき さばさばさばさば しおしおしおしお

ごまずあえごまずあえごまずあえごまずあえ 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 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　　　　すすすす

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

14141414 なつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローリエローリエローリエローリエ

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

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 とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう かんてんかんてんかんてんかんてん 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 みずあめみずあめみずあめみずあめ ワインワインワインワイン

りんごりんごりんごりんご　　　　もももももももも さとうさとうさとうさとう

15151515
あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（じどう２こじどう２こじどう２こじどう２こ，，，，せんせい３こせんせい３こせんせい３こせんせい３こ）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

キャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　なまあげなまあげなまあげなまあげ ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

みそみそみそみそ 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

ごもくスープごもくスープごもくスープごもくスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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 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

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

19191919
ツナオムレツツナオムレツツナオムレツツナオムレツ たまごたまごたまごたまご　　　　まぐろまぐろまぐろまぐろ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　すすすす

マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ

ペンネのたらこクリームソースペンネのたらこクリームソースペンネのたらこクリームソースペンネのたらこクリームソース たらこたらこたらこたらこ ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう しめじしめじしめじしめじ　　　　エリンギエリンギエリンギエリンギ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ペンネペンネペンネペンネ　　　　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 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ワインワインワインワイン

クリームクリームクリームクリーム ローリエローリエローリエローリエ　　　　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

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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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

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

643643643643

25.325.325.325.3

23.823.823.823.8

3.03.03.03.0

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

619619619619

25.725.725.725.7

19.619.619.619.6

2.52.52.52.5

水水水水

すい

コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン

ごはんごはんごはんごはん 790790790790

20.620.620.620.6

21.321.321.321.3

2.42.42.42.4

木木木木

もく

712712712712

27.127.127.127.1

16.816.816.816.8

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

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

686686686686

24.724.724.724.7

22.822.822.822.8

1.91.91.91.9

金金金金

きん

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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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

いんげんまめいんげんまめいんげんまめいんげんまめ 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　　　　ローリエローリエローリエローリエ　　　　バジルバジルバジルバジル

学校給食学校給食学校給食学校給食

がっこうきゅうしょく

ではではではでは守谷市守谷市守谷市守谷市

もりやし

やややや茨城県茨城県茨城県茨城県

いばらきけん

でででで作作作作

つく

られたられたられたられた食材食材食材食材

しょくざい

をををを積極的積極的積極的積極的

せっきょくてき

にににに取取取取

と

りりりり入入入入

い

れていますれていますれていますれています。。。。米米米米

こめ

はははは守谷市産守谷市産守谷市産守谷市産

もりやしさん

コシヒカリですコシヒカリですコシヒカリですコシヒカリです。。。。

火火火火

か



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

1111
あじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげ あじあじあじあじ　　　　 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 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　　　　さけさけさけさけ

やさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにもの 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

こうやどうふこうやどうふこうやどうふこうやどうふ

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

4444
シュウマイシュウマイシュウマイシュウマイ（（（（じどう２こじどう２こじどう２こじどう２こ，，，，せんせい３こせんせい３こせんせい３こせんせい３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

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 ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

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 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 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

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

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

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

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

669669669669

29.629.629.629.6

18.018.018.018.0

3.03.03.03.0

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

768768768768

33.033.033.033.0

23.523.523.523.5

2.82.82.82.8

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

5555
さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

6666 コシーニャコシーニャコシーニャコシーニャ（（（（ソースソースソースソース）））） だいずだいずだいずだいず 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ソースソースソースソース　　　　しおしおしおしお

とりにくとりにくとりにくとりにく こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ

フェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　ウインナーウインナーウインナーウインナー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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

いんげんまめいんげんまめいんげんまめいんげんまめ 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

チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ 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　　　　ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　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
ハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソース 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 しめじしめじしめじしめじ　　　　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 パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク　　　　ワインワインワインワイン

ブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら ワインワインワインワイン　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かきたまじるかきたまじるかきたまじるかきたまじる たまごたまごたまごたまご　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ にんじんにんじんにんじんにんじん えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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

木木木木

もく

たなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリー レモンレモンレモンレモン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ さとうさとうさとうさとう

8888
ちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじる

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　エビエビエビエビ　　　　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 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　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

イカイカイカイカ　　　　あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると きくらげきくらげきくらげきくらげ とんこつスープとんこつスープとんこつスープとんこつスープ

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

金金金金

きん

ちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえもの くらげくらげくらげくらげ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま あぶら ごまあぶら ごまあぶら ごまあぶら ごま すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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

11111111
ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（ぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　ト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

　　　　　　　　 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

ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（こまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムル）））） こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん だいずもやしだいずもやしだいずもやしだいずもやし ごまごまごまごま　　　　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

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

601601601601

23.423.423.423.4

22.822.822.822.8

3.33.33.33.3

水水水水

すい

688688688688

25.225.225.225.2

26.626.626.626.6

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

630630630630

26.526.526.526.5

17.717.717.717.7

4.34.34.34.3

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

709709709709

29.129.129.129.1

21.021.021.021.0

2.42.42.42.4

699699699699

26.526.526.526.5

17.717.717.717.7

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

ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

せかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジル

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　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ 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　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

がらスープがらスープがらスープがらスープ

12121212
さばのしおやきさばのしおやきさばのしおやきさばのしおやき さばさばさばさば しおしおしおしお

ごまずあえごまずあえごまずあえごまずあえ 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 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　　　　すすすす

火火火火

か

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

13131313
ぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいため 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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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　　　　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　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこし コーンコーンコーンコーン

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 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

いちごジャムいちごジャムいちごジャムいちごジャム いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

14141414
あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（じどう２こじどう２こじどう２こじどう２こ，，，，せんせい３こせんせい３こせんせい３こせんせい３こ）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

キャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　なまあげなまあげなまあげなまあげ ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

みそみそみそみそ 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

ごもくスープごもくスープごもくスープごもくスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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 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　　　　

15151515 なつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローリエローリエローリエローリエ

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

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 とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう かんてんかんてんかんてんかんてん 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 みずあめみずあめみずあめみずあめ ワインワインワインワイン

りんごりんごりんごりんご　　　　もももももももも さとうさとうさとうさとう

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

19191919
とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

こまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたし いわしいわしいわしいわし こまつなこまつなこまつなこまつな キャベツキャベツキャベツキャベツ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

か

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ごぼうごぼうごぼうごぼう

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

712712712712

27.127.127.127.1

16.816.816.816.8

2.82.82.82.8

701701701701

29.229.229.229.2

21.821.821.821.8

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

790790790790

20.620.620.620.6

21.321.321.321.3

2.42.42.42.4

ごはんごはんごはんごはん

17.717.717.717.7

4.74.74.74.7

619619619619

25.725.725.725.7

19.619.619.619.6

2.52.52.52.5

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

686686686686

24.724.724.724.7

22.822.822.822.8

1.91.91.91.9

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

金金金金

きん

月月月月

げつ

木木木木

もく

水水水水

火火火火

か

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ごぼうごぼうごぼうごぼう

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

1111
あじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげあじのさらさあげ あじあじあじあじ　　　　 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 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　　　　さけさけさけさけ

やさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにものやさいとこうやどうふのにもの 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　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく さとうさとうさとうさとう　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　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

こうやどうふこうやどうふこうやどうふこうやどうふ

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

4444
シュウマイシュウマイシュウマイシュウマイ（（（（３こ３こ３こ３こ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　さとうさとうさとうさとう しおしおしおしお

こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

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 ハムハムハムハム にんじんにんじんにんじんにんじん きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり 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 ごまごまごまごま しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす

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 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 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

だいずだいずだいずだいず　　　　みそみそみそみそ たけのこたけのこたけのこたけのこ テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ こしょうこしょうこしょうこしょう

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

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
828828828828

35.435.435.435.4

20.320.320.320.3

3.63.63.63.6

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

969969969969

40.140.140.140.1

28.128.128.128.1

3.43.43.43.4

月月月月

げつ

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

821821821821

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

ごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニューごしょがおかしょうリクエストメニュー

5555
さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ こしょうこしょうこしょうこしょう

もやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダもやしときくらげのサラダ（（（（ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） もやしもやしもやしもやし　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ　　　　コーンコーンコーンコーン 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 キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

6666 コシーニャコシーニャコシーニャコシーニャ（（（（ソースソースソースソース）））） だいずだいずだいずだいず 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ソースソースソースソース　　　　しおしおしおしお

とりにくとりにくとりにくとりにく こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　パンこパンこパンこパンこ

フェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダフェジョアーダ ベーコンベーコンベーコンベーコン　　　　ウインナーウインナーウインナーウインナー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら 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

いんげんまめいんげんまめいんげんまめいんげんまめ 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

チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ 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　　　　ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　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
ハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソースハンバーグデミグラスソース 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 しめじしめじしめじしめじ　　　　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 パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　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

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 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレークハヤシフレーク　　　　ワインワインワインワイン

ブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテーブロッコリーのガーリックソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら ワインワインワインワイン　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

かきたまじるかきたまじるかきたまじるかきたまじる たまごたまごたまごたまご　　　　かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ にんじんにんじんにんじんにんじん えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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

木木木木

もく

たなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリーたなばたゼリー レモンレモンレモンレモン　　　　ナタデココナタデココナタデココナタデココ さとうさとうさとうさとう

8888
ちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじるちゃんぽんじる

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　エビエビエビエビ　　　　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 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　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

イカイカイカイカ　　　　あさりあさりあさりあさり　　　　なるとなるとなるとなると きくらげきくらげきくらげきくらげ とんこつスープとんこつスープとんこつスープとんこつスープ

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

金金金金

きん

ちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえものちゅうかくらげのあえもの くらげくらげくらげくらげ 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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま すすすす　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　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

11111111
ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（ぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろぶたそぼろ）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　ト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

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

ビビンバビビンバビビンバビビンバ（（（（こまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムル）））） こまつなこまつなこまつなこまつな　　　　にんじんにんじんにんじんにんじん だいずもやしだいずもやしだいずもやしだいずもやし ごまごまごまごま　　　　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

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　　　　えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ 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　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

860860860860

35.435.435.435.4

27.227.227.227.2

3.23.23.23.2

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

799799799799

32.032.032.032.0

19.619.619.619.6

5.35.35.35.3

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめんちゅうかめん

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

730730730730

27.627.627.627.6

26.326.326.326.3

4.14.14.14.1

水水水水

すい

821821821821

29.629.629.629.6

27.727.727.727.7

2.62.62.62.6

ごはんごはんごはんごはん

884884884884

35.535.535.535.5

24.924.924.924.9

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

たなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだてたなばたこんだて

せかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジルせかいのりょうり・・・ブラジル

がらスープがらスープがらスープがらスープ

12121212
さばのしおやきさばのしおやきさばのしおやきさばのしおやき さばさばさばさば しおしおしおしお

ごまずあえごまずあえごまずあえごまずあえ 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 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　　　　すすすす

みそしるみそしるみそしるみそしる 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　　　　しめじしめじしめじしめじ 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

13131313
ぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいためぶたにくのケチャップいため 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　　　　セロリセロリセロリセロリ 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　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

しろワインしろワインしろワインしろワイン　　　　カレーこカレーこカレーこカレーこ

ゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこしゆでとうもろこし コーンコーンコーンコーン

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 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

いちごジャムいちごジャムいちごジャムいちごジャム いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう　　　　みずあめみずあめみずあめみずあめ

14141414
あげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざあげぎょうざ（（（（３こ３こ３こ３こ）））） とりにくとりにくとりにくとりにく キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

しょうがしょうがしょうがしょうが さとうさとうさとうさとう　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ

キャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいためキャベツとなまあげのみそいため ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　なまあげなまあげなまあげなまあげ ピーマンピーマンピーマンピーマン　　　　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　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく ごまごまごまごま　　　　あぶらあぶらあぶらあぶら さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

みそみそみそみそ 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

ごもくスープごもくスープごもくスープごもくスープ 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 もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　きくらげきくらげきくらげきくらげ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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 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

15151515 なつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレーなつやさいのカレー 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　　　　ピーマンピーマンピーマンピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　なすなすなすなす　　　　コーンコーンコーンコーン じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも 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

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 ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローリエローリエローリエローリエ

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

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 とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう かんてんかんてんかんてんかんてん 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 みずあめみずあめみずあめみずあめ ワインワインワインワイン

りんごりんごりんごりんご　　　　もももももももも さとうさとうさとうさとう

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちは　　　　しょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひ　　　　☆☆☆☆
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とりのからあげとりのからあげとりのからあげとりのからあげ とりにくとりにくとりにくとりにく にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ

こまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたしこまつなとじゃこのおひたし いわしいわしいわしいわし こまつなこまつなこまつなこまつな キャベツキャベツキャベツキャベツ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし
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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。。。。


