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8888 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（ソースソースソースソース）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

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

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

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

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　　　　おからおからおからおから 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

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　　　　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　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな 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　　　　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 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

12121212 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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

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 だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

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

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 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

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

キャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツ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 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 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

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　　　　

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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）））） わかめわかめわかめわかめ コーンコーンコーンコーン　　　　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

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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう

15151515 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　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう バターバターバターバター　　　　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　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ローレルローレルローレルローレル

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　　　　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

あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　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

いんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテー 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

18181818

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

772772772772

25.925.925.925.9

21.721.721.721.7

2.82.82.82.8

月月月月

げつ

木木木木

も く

741741741741

28.828.828.828.8

22.322.322.322.3

2.52.52.52.5
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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）
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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

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/

にゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだて

18181818 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

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　　　　いとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

だいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこん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 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

19191919 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 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 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　

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 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

じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　パンこパンこパンこパンこ

みずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー 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　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

20202020 さけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけ さけさけさけさけ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

たまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

21212121 やさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげ 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 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

しゅんぎくしゅんぎくしゅんぎくしゅんぎく

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

けんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじる 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

22222222 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 もやしもやしもやしもやし　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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　　　　 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

ピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいため 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 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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　　　　さけさけさけさけ

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

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

26262626 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（（（（ケチャップケチャップケチャップケチャップ）））） 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 チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ　　　　 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープ とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

さとうさとうさとうさとう

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

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　　　　

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

28282828 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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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 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

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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

いいいい

ばばばば

らららら

きききき

をををを

たたたた

べべべべ

よよよよ

うううう

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

月月月月

げつ

558558558558

20.120.120.120.1

14.514.514.514.5

2.72.72.72.7

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

609609609609

23.723.723.723.7

23.623.623.623.6

2.52.52.52.5

火火火火

か

わかめわかめわかめわかめ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

水水水水

すい

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

620620620620

25.725.725.725.7

21.821.821.821.8

2.52.52.52.5

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

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

金金金金

き ん

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

685685685685

28.028.028.028.0

20.320.320.320.3

2.42.42.42.4

木木木木

もく

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

ごはんごはんごはんごはん

673673673673

22.922.922.922.9

21.321.321.321.3

3.73.73.73.7

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

626626626626

33.233.233.233.2

15.415.415.415.4

2.62.62.62.6

こめパンこめパンこめパンこめパン

602602602602

22.922.922.922.9

11.311.311.311.3

2.02.02.02.0

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

595595595595

24.224.224.224.2

14.314.314.314.3

2.02.02.02.0

こうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニュー

＜＜＜＜守谷市守谷市守谷市守谷市のののの学校給食学校給食学校給食学校給食＞＞＞＞

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校１３１３１３１３校分校分校分校分のののの学校給食学校給食学校給食学校給食をををを給食給食給食給食センターでセンターでセンターでセンターで調理調理調理調理しししし，，，，各学校各学校各学校各学校にににに配送配送配送配送していますしていますしていますしています。。。。

○○○○給食給食給食給食のののの量量量量はははは，，，，①①①①低学年低学年低学年低学年②②②②中学年中学年中学年中学年 ③③③③高学年高学年高学年高学年 ④④④④中学生中学生中学生中学生・・・・職員職員職員職員のののの４４４４段階段階段階段階でででで変変変変えていますえていますえていますえています。。。。

○○○○ごはんはごはんはごはんはごはんは週週週週にににに３３３３～～～～４４４４回回回回，，，，パンはパンはパンはパンは週週週週にににに１１１１回回回回，，，，ソフトソフトソフトソフト麺麺麺麺はははは月月月月１１１１～～～～２２２２回実施回実施回実施回実施していますしていますしていますしています。。。。

○○○○季節季節季節季節やややや行事行事行事行事にににに合合合合わせたわせたわせたわせた料理料理料理料理，，，，郷土食郷土食郷土食郷土食，，，，世界世界世界世界のののの国々国々国々国々のののの料理料理料理料理をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。

☆☆☆☆ 小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生はははは４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））からからからから給食給食給食給食がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

市ホームページに給食の写真や食材産地，

給食だよりを掲載しています！

「守谷市立学校給食センター」で検索してください。

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。。。。

○○○○季節季節季節季節やややや行事行事行事行事にににに合合合合わせたわせたわせたわせた料理料理料理料理，，，，郷土食郷土食郷土食郷土食，，，，世界世界世界世界のののの国々国々国々国々のののの料理料理料理料理をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが考考考考えたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューを月月月月１１１１～～～～２２２２回提供回提供回提供回提供していますしていますしていますしています。。。。



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

8888 えびシューマイえびシューマイえびシューマイえびシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

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

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

11111111 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（ソースソースソースソース）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

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

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

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

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

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 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

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

キャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツ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 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 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 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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

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 だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

14141414 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

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　　　　しおしおしおしお

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　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう バターバターバターバター　　　　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

あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

いんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテー 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう

15151515 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　　　　

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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）））） わかめわかめわかめわかめ コーンコーンコーンコーン　　　　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

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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも あぶらあぶらあぶらあぶら かつおだしかつおだしかつおだしかつおだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

18181818 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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　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」　」　」　」　☆☆☆☆　　　　こんげつはこんげつはこんげつはこんげつは　　　　１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです。。。。
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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
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ざいりょう

調味料他調味料他調味料他調味料他
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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

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

（（（（５５５５群群群群
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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
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金金金金

きん

ごはんごはんごはんごはん

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

にゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだて

18181818 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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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 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

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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

19191919 さけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけ さけさけさけさけ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

たまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

20202020 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 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 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　

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 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

じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　パンこパンこパンこパンこ

みずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー 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　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

21212121 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 もやしもやしもやしもやし　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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 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

ピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいため 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 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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　　　　さけさけさけさけ

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

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

22222222 やさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげ 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 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

しゅんぎくしゅんぎくしゅんぎくしゅんぎく

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

けんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじる 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

26262626

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

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　　　　

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

27272727 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（（（（ケチャップケチャップケチャップケチャップ）））） 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 チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ　　　　 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープ とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

さとうさとうさとうさとう

28282828 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

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　　　　いとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

だいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこん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 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

木木木木

もく

595595595595

24.224.224.224.2

14.314.314.314.3

2.02.02.02.0

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン

ごはんごはんごはんごはん

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

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　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　　　　☆☆☆☆

626626626626

33.233.233.233.2

15.415.415.415.4

2.62.62.62.6

金金金金

きん

558558558558

20.120.120.120.1

14.514.514.514.5

2.72.72.72.7

わかめわかめわかめわかめ

ごはんごはんごはんごはん

火火火火

か

水水水水

すい

ごはんごはんごはんごはん

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

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ソフトめんソフトめんソフトめんソフトめん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

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

685685685685

28.028.028.028.0

20.320.320.320.3

2.42.42.42.4

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

609609609609

23.723.723.723.7

23.623.623.623.6

2.52.52.52.5

673673673673

22.922.922.922.9

21.321.321.321.3

3.73.73.73.7

602602602602

22.922.922.922.9

11.311.311.311.3

2.02.02.02.0

620620620620

25.725.725.725.7

21.821.821.821.8

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

月月月月

げつ

ごはんごはんごはんごはん

水水水水

すい

いいいい

ばばばば

らららら

きききき

をををを

たたたた

べべべべ

よよよよ

うううう

ここここ

んんんん

だだだだ

てててて

火火火火

か

木木木木

も く

こうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニュー

＜＜＜＜守谷市守谷市守谷市守谷市のののの学校給食学校給食学校給食学校給食＞＞＞＞

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校１３１３１３１３校分校分校分校分のののの学校給食学校給食学校給食学校給食をををを給食給食給食給食センターでセンターでセンターでセンターで調理調理調理調理しししし，，，，各学校各学校各学校各学校にににに配送配送配送配送していますしていますしていますしています。。。。

○○○○給食給食給食給食のののの量量量量はははは，，，，①①①①低学年低学年低学年低学年②②②②中学年中学年中学年中学年 ③③③③高学年高学年高学年高学年 ④④④④中学生中学生中学生中学生・・・・職員職員職員職員のののの４４４４段階段階段階段階でででで変変変変えていますえていますえていますえています。。。。

○○○○ごはんはごはんはごはんはごはんは週週週週にににに３３３３～～～～４４４４回回回回，，，，パンはパンはパンはパンは週週週週にににに１１１１回回回回，，，，ソフトソフトソフトソフト麺麺麺麺はははは月月月月１１１１～～～～２２２２回実施回実施回実施回実施していますしていますしていますしています。。。。

○○○○季節季節季節季節やややや行事行事行事行事にににに合合合合わせたわせたわせたわせた料理料理料理料理，，，，郷土食郷土食郷土食郷土食，，，，世界世界世界世界のののの国々国々国々国々のののの料理料理料理料理をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。

☆☆☆☆ 小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生はははは４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））からからからから給食給食給食給食がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

市ホームページに給食の写真や食材産地，

給食だよりを掲載しています！

「守谷市立学校給食センター」で検索してください。

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。。。。

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが考考考考えたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューを月月月月１１１１～～～～２２２２回提供回提供回提供回提供していますしていますしていますしています。。。。



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

7777 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　　　　おからおからおからおから 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

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　　　　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　　　　こまつなこまつなこまつなこまつな 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　　　　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 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 えびシューマイえびシューマイえびシューマイえびシューマイ（（（（２２２２，，，，３３３３）））） ぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみぎょにくすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお

えびえびえびえび　　　　たまごたまごたまごたまご 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

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

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

11111111 メンチカツメンチカツメンチカツメンチカツ（（（（ソースソースソースソース）））） ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　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

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

チキンカレーチキンカレーチキンカレーチキンカレー とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも カレールウカレールウカレールウカレールウ　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

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

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

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 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

さやいんげんさやいんげんさやいんげんさやいんげん

キャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツとなまあげのみそしるキャベツ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 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 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 しろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライしろみざかなフライ（（（（ソースソースソースソース）））） ホキホキホキホキ 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　　　　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

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん

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

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 だっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅうだっしふんにゅう

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

14141414 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　ローレルローレルローレルローレル　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

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　　　　しおしおしおしお

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　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう バターバターバターバター　　　　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

あかワインあかワインあかワインあかワイン　　　　ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

いんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテーいんげんのソテー 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 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも しおしおしおしお　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー とうにゅうとうにゅうとうにゅうとうにゅう いちごいちごいちごいちご さとうさとうさとうさとう

15151515 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　　　　

わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ（（（（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）））） わかめわかめわかめわかめ コーンコーンコーンコーン　　　　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

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 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

ごはんごはんごはんごはん
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3.03.03.03.0

火火火火

か

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

772772772772

25.925.925.925.9

21.721.721.721.7

2.82.82.82.8

木木木木

もく

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

832832832832

30.830.830.830.8

19.919.919.919.9

4.24.24.24.2

金金金金
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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/

にゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだて

なまあげなまあげなまあげなまあげ ねぎねぎねぎねぎ

18181818 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 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　　　　ねぎねぎねぎねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

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

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 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

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

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

19191919 さけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけさけのみりんづけ さけさけさけさけ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

だいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにものだいこんとぶたにくのにもの ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん だいこんだいこんだいこんだいこん　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　みりんみりんみりんみりん　　　　さけさけさけさけ

たまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしるたまねぎとわかめのみそしる なまあげなまあげなまあげなまあげ　　　　みそみそみそみそ わかめわかめわかめわかめ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　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

20202020 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 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 こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　しおしおしおしお　　　　

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 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

じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも　　　　パンこパンこパンこパンこ

みずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダみずなともやしのサラダ ツナツナツナツナ みずなみずなみずなみずな もやしもやしもやしもやし　　　　コーンコーンコーンコーン ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング

（（（（バンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシングバンバンジードレッシング））））

ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ ベーコンベーコンベーコンベーコン にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　トマトトマトトマトトマト たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ　　　　セロリーセロリーセロリーセロリー さとうさとうさとうさとう ケチャップケチャップケチャップケチャップ　　　　コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　しおしおしおしお

レッドキドニーレッドキドニーレッドキドニーレッドキドニー 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　　　　バジルバジルバジルバジル　　　　ローレルローレルローレルローレル

21212121 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 もやしもやしもやしもやし　　　　たけのこたけのこたけのこたけのこ 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　しおしおしおしお

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　　　　 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

ピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいためピーマンとぶたにくのちゅうかいため 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 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 しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　さけさけさけさけ　　　　テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ　　　　にんにくにんにくにんにくにんにく 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 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　　　　さけさけさけさけ

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

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

22222222 やさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげやさいかきあげ 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 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

しゅんぎくしゅんぎくしゅんぎくしゅんぎく

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

けんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじるけんちんうどんじる 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　　　　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 ねぎねぎねぎねぎ あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお

26262626

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

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　　　　

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし　　　　ねぎねぎねぎねぎ　　　　しょうがしょうがしょうがしょうが しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　こしょうこしょうこしょうこしょう　　　　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　　　　がらスープがらスープがらスープがらスープ

27272727 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（（（（ケチャップケチャップケチャップケチャップ）））） 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 チキンスープチキンスープチキンスープチキンスープ　　　　すすすす　　　　ケチャップケチャップケチャップケチャップ

ペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソースペンネのサーモンクリームソース さけさけさけさけ　　　　 なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム しめじしめじしめじしめじ　　　　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　　　　さとうさとうさとうさとう 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　　　　しろワインしろワインしろワインしろワイン

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ローレルローレルローレルローレル　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ

キャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープキャベツとにくだんごのスープ とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ　　　　キャベツキャベツキャベツキャベツ 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　　　　ローレルローレルローレルローレル

さとうさとうさとうさとう

28282828 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

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　　　　いとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃくいとこんにゃく さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　ごまごまごまごま みりんみりんみりんみりん　　　　しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ　　　　とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

だいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこんとこまつなのみそしるだいこん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 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
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木木木木

も く

733733733733
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3.43.43.43.4
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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
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だだだだ
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   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　まいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちはまいつき１９にちは　　　　しょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひしょくいくのひ　　　　☆☆☆☆

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

779779779779

39.939.939.939.9

17.317.317.317.3

3.13.13.13.1
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

759759759759

29.729.729.729.7

27.327.327.327.3

3.03.03.03.0

水水水水

すい

2.52.52.52.5
金金金金

きん

   ☆   ☆   ☆   ☆　　　　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」　」　」　」　☆☆☆☆　　　　こんげつはこんげつはこんげつはこんげつは　　　　１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです１７にちから２３にちです。。。。

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

865865865865

34.034.034.034.0

23.723.723.723.7

3.03.03.03.0

月月月月

げつ

こうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニュー

＜＜＜＜守谷市守谷市守谷市守谷市のののの学校給食学校給食学校給食学校給食＞＞＞＞

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校１３１３１３１３校分校分校分校分のののの学校給食学校給食学校給食学校給食をををを給食給食給食給食センターでセンターでセンターでセンターで調理調理調理調理しししし，，，，各学校各学校各学校各学校にににに配送配送配送配送していますしていますしていますしています。。。。

○○○○給食給食給食給食のののの量量量量はははは，，，，①①①①低学年低学年低学年低学年 ②②②②中学年中学年中学年中学年 ③③③③高学年高学年高学年高学年 ④④④④中学生中学生中学生中学生・・・・職員職員職員職員のののの４４４４段階段階段階段階でででで変変変変えていますえていますえていますえています。。。。

○○○○ごはんはごはんはごはんはごはんは週週週週にににに３３３３～～～～４４４４回回回回，，，，パンはパンはパンはパンは週週週週にににに１１１１回回回回，，，，ソフトソフトソフトソフト麺麺麺麺はははは月月月月１１１１～～～～２２２２回実施回実施回実施回実施していますしていますしていますしています。。。。

☆☆☆☆ 中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生はははは４４４４月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））からからからから給食給食給食給食がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。

市ホームページに給食の写真や食材産地，

給食だよりを掲載しています！

「守谷市立学校給食センター」で検索してください。

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。。。。

○○○○ごはんはごはんはごはんはごはんは週週週週にににに３３３３～～～～４４４４回回回回，，，，パンはパンはパンはパンは週週週週にににに１１１１回回回回，，，，ソフトソフトソフトソフト麺麺麺麺はははは月月月月１１１１～～～～２２２２回実施回実施回実施回実施していますしていますしていますしています。。。。

○○○○季節季節季節季節やややや行事行事行事行事にににに合合合合わせたわせたわせたわせた料理料理料理料理，，，，郷土食郷土食郷土食郷土食，，，，世界世界世界世界のののの国々国々国々国々のののの料理料理料理料理をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。

○○○○市内市内市内市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが考考考考えたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューをえたリクエストメニューを月月月月１１１１～～～～２２２２回提供回提供回提供回提供していますしていますしていますしています。。。。

「守谷市立学校給食センター」で検索してください。


