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1111 しろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッター（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ホキホキホキホキ　　　　 おきあみおきあみおきあみおきあみ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

あおさあおさあおさあおさ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　こめここめここめここめこ

ジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテト 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 あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　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

イタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープ 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　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　バジルバジルバジルバジル

2222

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　かんぴょうかんぴょうかんぴょうかんぴょう こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし

ちらしずしちらしずしちらしずしちらしずし にんじんにんじんにんじんにんじん れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　 こめこめこめこめ　　　　さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

なのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえもの たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 しおしおしおしお

（（（（わふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシング）））） なのはななのはななのはななのはな ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にんじんにんじんにんじんにんじん

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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

3333 ハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しめじしめじしめじしめじ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム 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　　　　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　　　　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

いんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテー ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

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

かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ

4444

ほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ほたてほたてほたてほたて 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　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

かぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ハムハムハムハム かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ　　　　 えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

どさんこじるどさんこじるどさんこじるどさんこじる さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん コーンコーンコーンコーン　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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

7777 ほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツ たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　りんごりんごりんごりんご

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 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　　　　 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　　　　カレールウカレールウカレールウカレールウ

トマトトマトトマトトマト 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　　　　 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　　　　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　　　　しおしおしおしお

8888

ばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　だいずだいずだいずだいず うめうめうめうめ 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　　　　イーストイーストイーストイースト　　　　

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

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 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 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 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

ごはんごはんごはんごはん

（（（（かたぬきかたぬきかたぬきかたぬき

のりのりのりのり））））

ごはんごはんごはんごはん
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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
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ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

640640640640

29.029.029.029.0

23.723.723.723.7

2.72.72.72.7

月月月月

げつ

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

724724724724

34.334.334.334.3

23.723.723.723.7

3.43.43.43.4

のむのむのむのむ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

水水水水

すい

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

750750750750
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1.61.61.61.6

火火火火

か
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まつまえだいしょう
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)　　   )　　   )　　   )　　   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

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

ひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～ほっかいどうほっかいどうほっかいどうほっかいどう～～～～

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

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 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

とりにくとりにくとりにくとりにく しょうがしょうがしょうがしょうが 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

もやしとこまつなのちゅうかいためもやしとこまつなのちゅうかいためもやしとこまつなのちゅうかいためもやしと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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

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

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　　　　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　　　　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 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 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

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

10101010

とりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげ 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

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

ちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　えびえびえびえび 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

いかいかいかいか　　　　なるとなるとなるとなると 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 とんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープ

11111111 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

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 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

ほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん

14141414 れんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまい（（（（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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

バンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダ（（（（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）））） とりにくとりにくとりにくとりにく かんてんかんてんかんてんかんてん 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　　　　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 しおしおしおしお

わかめわかめわかめわかめ

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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

みそみそみそみそ 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

15151515 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 バジルソースバジルソースバジルソースバジルソース

キャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（イタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシング））））

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　　　　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

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　　　　バジルバジルバジルバジル

ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

16161616 かれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけ かれいかれいかれいかれい 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　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

さとうさとうさとうさとう

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　　　　 ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

17171717

えびフライえびフライえびフライえびフライ（（（（タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース）））） えびえびえびえび　　　　だいずだいずだいずだいず パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

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 タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

ブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダ 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 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

すましじるすましじるすましじるすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

おいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキ たまごたまごたまごたまご なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ラズベリーラズベリーラズベリーラズベリー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら ようしゅようしゅようしゅようしゅ

かんてんかんてんかんてんかんてん

22222222 さけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやき 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　　　　 パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

パセリパセリパセリパセリ　　　　トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 ベーコンベーコンベーコンベーコン ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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

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 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

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

23232323 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 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

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

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

675675675675

30.730.730.730.7

26.826.826.826.8

2.52.52.52.5

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

829829829829

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

693693693693

30.730.730.730.7

26.626.626.626.6

2.72.72.72.7

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

672672672672

30.230.230.230.2

18.418.418.418.4

3.23.23.23.2

水水水水

すい

火火火火

か

735735735735

33.333.333.333.3

24.524.524.524.5

4.14.14.14.1

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

もく

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

27.327.327.327.3

19.319.319.319.3

2.22.22.22.2

水水水水

すい

803803803803

29.129.129.129.1

29.929.929.929.9

2.72.72.72.7

せきはんせきはんせきはんせきはん

（（（（ごましおごましおごましおごましお））））

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

593593593593

24.424.424.424.4

16.616.616.616.6

2.22.22.22.2

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

678678678678

29.429.429.429.4

28.228.228.228.2

2.72.72.72.7

金金金金

きん

おおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニュー

そつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだて

コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

パンこパンこパンこパンこ

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　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　アロエアロエアロエアロエ ナタデココナタデココナタデココナタデココ

ポークカレーポークカレーポークカレーポークカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

829829829829

23.523.523.523.5

21.221.221.221.2

2.32.32.32.3

水水水水

すい



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

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　かんぴょうかんぴょうかんぴょうかんぴょう こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし

ちらしずしちらしずしちらしずしちらしずし にんじんにんじんにんじんにんじん れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　 こめこめこめこめ　　　　さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

なのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえもの たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 しおしおしおしお

（（（（わふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシング）））） なのはななのはななのはななのはな ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にんじんにんじんにんじんにんじん

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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

2222 しろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッター（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ホキホキホキホキ　　　　 おきあみおきあみおきあみおきあみ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

あおさあおさあおさあおさ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　こめここめここめここめこ

ジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテト 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 あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　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

イタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープ 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　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　バジルバジルバジルバジル

3333 れんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまい（（（（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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

バンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダ（（（（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）））） とりにくとりにくとりにくとりにく かんてんかんてんかんてんかんてん 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　　　　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 しおしおしおしお

わかめわかめわかめわかめ

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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

みそみそみそみそ 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

4444 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

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 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

ほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん

7777

ほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ほたてほたてほたてほたて 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　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

かぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ハムハムハムハム かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ　　　　 えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

どさんこじるどさんこじるどさんこじるどさんこじる さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん コーンコーンコーンコーン　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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

8888 ほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツ たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　りんごりんごりんごりんご

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 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　　　　 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　　　　カレールウカレールウカレールウカレールウ

トマトトマトトマトトマト 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　　　　 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　　　　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　　　　しおしおしおしお

9999

えびフライえびフライえびフライえびフライ（（（（タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース）））） えびえびえびえび　　　　だいずだいずだいずだいず パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　
695695695695

774774774774

31.831.831.831.8

24.324.324.324.3

2.62.62.62.6

640640640640

29.029.029.029.0

23.723.723.723.7

2.72.72.72.7

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

ごはんごはんごはんごはん

月月月月

げつ

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）
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しゅしょく
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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

750750750750

29.329.329.329.3

38.238.238.238.2

1.61.61.61.6

のむのむのむのむ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

木木木木

も く

593593593593

24.424.424.424.4

16.616.616.616.6

2.22.22.22.2

金金金金

きん

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

724724724724

34.334.334.334.3

23.723.723.723.7

3.43.43.43.4

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

せきはんせきはんせきはんせきはん

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

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

678678678678

29.429.429.429.4

28.228.228.228.2

2.72.72.72.7

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

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

ひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～ほっかいどうほっかいどうほっかいどうほっかいどう～～～～

ちゅうがっこうちゅうがっこうちゅうがっこうちゅうがっこう３３３３ねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだて

えびフライえびフライえびフライえびフライ（（（（タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース）））） えびえびえびえび　　　　だいずだいずだいずだいず パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　

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 タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

ブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダ 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 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

すましじるすましじるすましじるすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

10101010 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 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

とりにくとりにくとりにくとりにく しょうがしょうがしょうがしょうが 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

もやしとこまつなのちゅうかいためもやしとこまつなのちゅうかいためもやしとこまつなのちゅうかいためもやしと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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

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

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　　　　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　　　　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 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 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

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

11111111

とりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげ 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

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

ちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　えびえびえびえび 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

いかいかいかいか　　　　なるとなるとなるとなると 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 とんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープ

14141414 かれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけ かれいかれいかれいかれい 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　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

さとうさとうさとうさとう

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　　　　 ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

15151515

ばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　だいずだいずだいずだいず うめうめうめうめ 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　　　　イーストイーストイーストイースト　　　　

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

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 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 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 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

16161616 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 バジルソースバジルソースバジルソースバジルソース

キャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（イタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシング））））

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　　　　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

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　　　　バジルバジルバジルバジル

ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

17171717

ハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しめじしめじしめじしめじ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム 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　　　　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　　　　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

いんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテー ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

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

かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ

おいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキ たまごたまごたまごたまご なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ラズベリーラズベリーラズベリーラズベリー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら ようしゅようしゅようしゅようしゅ

かんてんかんてんかんてんかんてん

22222222 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 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

コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

パンこパンこパンこパンこ

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　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　アロエアロエアロエアロエ ナタデココナタデココナタデココナタデココ

ポークカレーポークカレーポークカレーポークカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

23232323 さけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやき 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　　　　 パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

パセリパセリパセリパセリ　　　　トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう

695695695695

28.028.028.028.0

22.522.522.522.5

2.62.62.62.6

ごはんごはんごはんごはん

（（（（かたぬきかたぬきかたぬきかたぬき

のりのりのりのり））））

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

735735735735

33.333.333.333.3

24.524.524.524.5

4.14.14.14.1

615615615615

25.625.625.625.6

14.314.314.314.3

2.12.12.12.1

785785785785

26.426.426.426.4

29.529.529.529.5

3.03.03.03.0

アップルアップルアップルアップル

パンパンパンパン

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

月月月月

げつ

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

675675675675

27.327.327.327.3

19.319.319.319.3

2.22.22.22.2

木木木木

もく

火火火火

か

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

火火火火

か

水水水水

すい

金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

672672672672

30.230.230.230.2

18.418.418.418.4

3.23.23.23.2

せきはんせきはんせきはんせきはん

（（（（ごましおごましおごましおごましお））））

829829829829

23.523.523.523.5

21.221.221.221.2

2.32.32.32.3

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

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

675675675675

30.730.730.730.7

26.826.826.826.8

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

おおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニュー

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

しょうがっこうしょうがっこうしょうがっこうしょうがっこう６６６６ねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだてねんせいそつぎょうおいわいこんだて

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 ベーコンベーコンベーコンベーコン ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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

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 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

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

にゅうにゅうにゅうにゅう

693693693693

30.730.730.730.7

26.626.626.626.6

2.72.72.72.7

水水水水

すい



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

しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　かんぴょうかんぴょうかんぴょうかんぴょう こんぶこんぶこんぶこんぶ　　　　かつおぶしかつおぶしかつおぶしかつおぶし

ちらしずしちらしずしちらしずしちらしずし にんじんにんじんにんじんにんじん れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ　　　　 こめこめこめこめ　　　　さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

なのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえものなのはなとたまごのあえもの たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 しおしおしおしお

（（（（わふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシングわふうドレッシング）））） なのはななのはななのはななのはな ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

にんじんにんじんにんじんにんじん

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 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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

2222 しろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッターしろみざかなフリッター（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ホキホキホキホキ　　　　 おきあみおきあみおきあみおきあみ 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 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

あおさあおさあおさあおさ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　こめここめここめここめこ

ジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテトジャーマンポテト 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 あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　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

イタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープイタリアンスープ 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　　　　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 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　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　バジルバジルバジルバジル

3333 れんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまいれんこんいりしゅうまい（（（（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 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　れんこんれんこんれんこんれんこん　　　　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　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

こむぎここむぎここむぎここむぎこ

バンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダ（（（（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）））） とりにくとりにくとりにくとりにく かんてんかんてんかんてんかんてん 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　　　　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 しおしおしおしお

わかめわかめわかめわかめ

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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ 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

みそみそみそみそ 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

4444 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

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 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

ほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしるほうれんそうとあぶらあげのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう だいこんだいこんだいこんだいこん かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん

7777

ほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライほたてかいばしらフライ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ほたてほたてほたてほたて 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　　　　ベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダーベーキングパウダー

（（（（ソースソースソースソース）））） ちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソースちゅうのうソース

かぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダかぼちゃのサラダ（（（（マヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズ）））） ハムハムハムハム かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ　　　　 えだまめえだまめえだまめえだまめ 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

どさんこじるどさんこじるどさんこじるどさんこじる さけさけさけさけ　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん コーンコーンコーンコーン　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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

8888 ほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツほうれんそうオムレツ たまごたまごたまごたまご ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう 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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

フルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテルフルーツカクテル みかんみかんみかんみかん　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　りんごりんごりんごりんご

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 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　　　　 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　　　　カレールウカレールウカレールウカレールウ

トマトトマトトマトトマト 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　　　　 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　　　　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　　　　しおしおしおしお

9999

959959959959

39.939.939.939.9

26.526.526.526.5

3.13.13.13.1

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

月月月月

げつ

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

799799799799

36.136.136.136.1

28.228.228.228.2

3.43.43.43.4

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

756756756756

30.230.230.230.2

19.619.619.619.6

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

818818818818

33.533.533.533.5

31.331.331.331.3

3.03.03.03.0

金金金金

きん

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

885885885885

39.239.239.239.2

26.626.626.626.6

4.04.04.04.0

のむのむのむのむ

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

火火火火

か

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

987987987987

38.638.638.638.6

49.149.149.149.1

2.12.12.12.1

水水水水

すい

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

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

ひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだてひなまつりこんだて

にほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたびにほんのたべもののたび ～～～～ほっかいどうほっかいどうほっかいどうほっかいどう～～～～

そつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだてそつぎょうおいわいこんだて

えびフライえびフライえびフライえびフライ（（（（タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース）））） えびえびえびえび　　　　だいずだいずだいずだいず パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　

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 タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

ブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダブロッコリーとツナのサラダ 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 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

すましじるすましじるすましじるすましじる なるとなるとなるとなると ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう えのきたけえのきたけえのきたけえのきたけ　　　　しいたけしいたけしいたけしいたけ　　　　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　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

おいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキおいわいケーキ たまごたまごたまごたまご なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ラズベリーラズベリーラズベリーラズベリー 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 あぶらあぶらあぶらあぶら ようしゅようしゅようしゅようしゅ

かんてんかんてんかんてんかんてん

11111111

とりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげとりにくのからあげ 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

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

ちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープちゃんぽんスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　えびえびえびえび 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　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　もやしもやしもやしもやし でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん 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

いかいかいかいか　　　　なるとなるとなるとなると 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 とんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープとんこつラーメンスープ

14141414 かれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけかれいのあまずあんかけ かれいかれいかれいかれい 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　　　　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　　　　こむぎここむぎここむぎここむぎこ あぶらあぶらあぶらあぶら しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

さとうさとうさとうさとう

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　　　　 ひじきひじきひじきひじき にんじんにんじんにんじんにんじん さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん

さつまあげさつまあげさつまあげさつまあげ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　だいこんだいこんだいこんだいこん 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　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

15151515

ばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつばいにくチキンロールかつ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　だいずだいずだいずだいず うめうめうめうめ 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　　　　イーストイーストイーストイースト　　　　

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

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 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 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 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　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

こまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしるこまつなとなまあげのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ こまつなこまつなこまつなこまつな だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　ねぎねぎねぎねぎ かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし　　　　にぼしだしにぼしだしにぼしだしにぼしだし

16161616 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 バジルソースバジルソースバジルソースバジルソース

キャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダキャベツとパプリカのサラダ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（イタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシング））））

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　　　　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

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　　　　バジルバジルバジルバジル

ナツメグナツメグナツメグナツメグ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

17171717 ハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけハンバーグのきのこソースかけ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しめじしめじしめじしめじ パンこパンこパンこパンこ　　　　さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム 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　　　　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　　　　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

いんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテー ツナツナツナツナ さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん 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

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

かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ

18181818 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 こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく　　　　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 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 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　　　　さけさけさけさけ　　　　みりんみりんみりんみりん

　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（ナムルナムルナムルナムル）））） 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　　　　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 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　　　　すすすす　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう

ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

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

22222222 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 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

コーンフラワーコーンフラワーコーンフラワーコーンフラワー

パンこパンこパンこパンこ

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　　　　パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル　　　　アロエアロエアロエアロエ ナタデココナタデココナタデココナタデココ

ポークカレーポークカレーポークカレーポークカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

りんごりんごりんごりんご さとうさとうさとうさとう チャツネチャツネチャツネチャツネ　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

23232323 さけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやきさけのこうそうやき 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　　　　 パンこパンこパンこパンこ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

パセリパセリパセリパセリ　　　　トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう

にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　

水水水水

すい

木木木木

もく

855855855855

31.031.031.031.0

26.126.126.126.1

3.63.63.63.6

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

991991991991

26.826.826.826.8

23.823.823.823.8

2.52.52.52.5

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

820820820820

34.634.634.634.6

20.920.920.920.9

3.83.83.83.8

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

813813813813

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

882882882882

39.939.939.939.9

34.034.034.034.0

3.23.23.23.2

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

918918918918

39.139.139.139.1

26.726.726.726.7

4.94.94.94.9

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

（（（（かたぬきかたぬきかたぬきかたぬき

のりのりのりのり））））

金金金金

きん

せきはんせきはんせきはんせきはん

（（（（ごましおごましおごましおごましお））））

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

773773773773

25.725.725.725.7

22.222.222.222.2

2.62.62.62.6

金金金金

きん

963963963963

35.435.435.435.4

31.531.531.531.5

3.13.13.13.1

月月月月

げつ

768768768768

30.730.730.730.7

16.016.016.016.0

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

おおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニューおおのしょうリクエストメニュー

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ（（（（たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング）））） ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり　　　　えだまめえだまめえだまめえだまめ ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

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 ベーコンベーコンベーコンベーコン ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう 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

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 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

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

813813813813

37.137.137.137.1

30.730.730.730.7

3.13.13.13.1

水水水水

すい


