
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ

おうとう

アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g 475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

13

31

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

20 21 22 23

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

27 28 29 30

ベーコンとじゃがいもに

ミニアメリカンドック

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき
（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ） （小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道
大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ とりのからあげ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

14 15 16 17

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g 369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g

せいじんのひ ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん チキンカレー

24

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

令和２年　1月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2 3

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

お休み お休み お休み

6 7 8 9 10
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ

おうとう

アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

13 14 15 16 17

せいじんのひ ハムステーキ コーンポタージュ

ベーコンとじゃがいもに

ミニアメリカンドック

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g 475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g 369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

※給食に使用される主な食材・産地※

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

品名 産地 品名 産地

( 小麦・豚肉)

27 28 29 30 31

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ とりのからあげ

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ
(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉) （小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

20 21 22 23 24

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

卵　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

お休み お休み お休み

1 2 3

行田給食センター

月 火 水 木 金

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

ひじきサラダ

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

6 7 8 9

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ） （小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

マカロニクリームに

フレンチサラダ
カットオレンジ

ぶたどん チキンカレー

10
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※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ソーセージマリネ

おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ

コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー

ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ
さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

うずまきがたポテト

どうぶつえんゼリー

ピーナッツジャム

ベーコンとじゃがいもに
ミニアメリカンドック

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

( 小麦・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

20 21

カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

30 31

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

17

マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ
(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆)

27 28 29

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g 475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

22 23 24

カレー
(小麦・乳・大豆・鶏肉)

コーンサラダ

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ

チキンカレー
(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

7 8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

10

チーズいりかぼちゃつつみあげ

ナッツ　　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
31 2

お休み お休み お休み

13 14 15 16

せいじんのひ ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

ちゅうかはるまき

391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

ミートボールナポリタン
ごましおごはん

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g

6
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ソーセージマリネ

おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

27 28 29

1 2

お休み お休み

21 22 23

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

ベーコンとじゃがいもに

お休み

ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉)

14 15 16

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

17

10

チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道
大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

そば　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき

6 7

行田給食センター

月 火 水 金
3

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

木

せいじんのひ

30 31
425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

カレー

ミニアメリカンドック

24

13

20

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ソーセージマリネ

おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ

とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ

コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー

ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

27 28 29

1 2

お休み お休み

21 22 23

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

ベーコンとじゃがいもに

お休み

ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉)

14 15 16

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

17

10

チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道
大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト

どうぶつえんゼリー

乳　　　　令和２年１月　老本幼稚園献立表

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき

6 7

行田給食センター

月 火 水 金
3

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

木

せいじんのひ

30 31
425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

カレー

ミニアメリカンドック

24

13

20

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ソーセージマリネ

おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

ベーコンとじゃがいもに
ミニアメリカンドック

17

せいじんのひ ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん チキンカレー

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

13 14 15 16

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ
(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉)

343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g 475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

20 23 24

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g

433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

(鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

21

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

22

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

27

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ

455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

28 29 30 31
425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

お休み お休み お休み

6 7 8 9 10

小麦　　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
31 2

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき
（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)

マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ソーセージマリネ

おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ

とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー

ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト

どうぶつえんゼリー

1513

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

ロースかつ

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ

カレー チーズインハンバーグ

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

27 28 29 30 31

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

20

ベーコンとじゃがいもに
ミニアメリカンドック

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりソテー　トマトソース マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

24

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉)

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

21 22 23

433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

せいじんのひ チキンカレー

391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

16 17

8 9

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g

14

チーズいりかぼちゃつつみあげ

10

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

ちゅうかはるまき

6 7

魚卵　　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
31 2

お休み お休み お休み
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)
マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ
おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

14 1513

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

ロースかつ

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

10

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

お休み お休み お休み

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき

6 7

カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ

カレー チーズインハンバーグ

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

30 31

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

20

ベーコンとじゃがいもに
ミニアメリカンドック

2421 22 23

433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

せいじんのひ

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

17

8 9

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g

※給食に使用される主な食材・産地※

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉)

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

山芋　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりソテー　トマトソース マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

27 28 29

行田給食センター

月 火 水 木 金
31 2

チキンカレー

391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

16
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)
マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ
おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

1513

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

ロースかつ

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ハムステーキ コーンポタージュ ぶたどん

カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ

カレー チーズインハンバーグ

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g

27 28 29 30 31

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

20

ベーコンとじゃがいもに
ミニアメリカンドック

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりソテー　トマトソース マカロニクリームに ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

24

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉)

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

21 22 23

433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

せいじんのひ チキンカレー

391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

16 17

8 9

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g

14

チーズいりかぼちゃつつみあげ

10

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

ちゅうかはるまき

6 7

ごま　　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
31 2

お休み お休み お休み

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)
マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ
おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ミニアメリカンドック

13

コーンポタージュ ぶたどん チキンカレー
(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

1714 15

お休み お休み

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

16

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ベーコンとじゃがいもに

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

せいじんのひ ハムステーキ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g

27 28 29 30

20 21 22 23 24

31
369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

キュウイ　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
3

6 7 8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

1 2

お休み

10

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき
（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)
マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ
おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ミニアメリカンドック

13

コーンポタージュ ぶたどん チキンカレー
(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

1714 15

お休み お休み

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

16

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ベーコンとじゃがいもに

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

せいじんのひ ハムステーキ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g

27 28 29 30

20 21 22 23 24

31
369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

はちみつ　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
3

6 7 8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

1 2

お休み

10

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき
（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216336/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNjgyNDM2MTQ5NzU4MDgwNTA3Lw--/RS=%5EADB_e_kfn6h_kCItHQJPZJFSQdcp7g-;_ylt=A2RivdCQ1fFdjwUARgSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216600/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZW5nYS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC1ldG8tMDc-/RS=%5EADByL8tk6bezD63wvk8UE2nmNqmKsk-;_ylt=A2RinFGX1vFdiy0AFSiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576216730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzkzOTg5MTg-/RS=%5EADBFhSFzgLnMlo4rV_PXNmcF3Fb72c-;_ylt=A2RivdAZ1_FdDVUA8yKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218207/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL21vbnRoL2phbnVhcnkwMTU2Lmh0bWw-/RS=%5EADBub7Z4g8bZLYUiGhkgYrTgSXGhNo-;_ylt=A2RCAwvf3PFdgTMA3QCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576218334/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTQ3ODM5OTQ-/RS=%5EADB6IbFB9.0WSURszL8W93LJr2bT8A-;_ylt=A2RCA91e3fFdPS8AOj2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/365kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.6g

マカロニソテー きゃべつ
はっぽうさい

タコさんウィンナー
ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

ミネストローネ

(豚肉・大豆)
マカロニソテー ごぼうサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ソーセージマリネ
おうとう
アンパンマンふりかけ プレーンチーズ

ほうれんそうスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル スパソテー リーフレタス
ブロッコリーサラダ ポテトサラダ かにしぐれサラダ

うずらのたまごボール カスタードプチケーキ やさいふりかけ ロールキャベツ
とりそぼろ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ おかかごはん

マーガリン えびととうふのスープ
コンソメスープ

きゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) ミックスベジタブル マカロニソテー
にしょくさっぱりいため チーズサラダ ツナサラダ カリフラワーサラダ
コーンシュウマイ チキンナゲット カクテルゼリー
ちゃめし ごましおごはん たらこふりかけ

さつまじる

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ミニアメリカンドック

13

コーンポタージュ ぶたどん チキンカレー
(鶏肉・豚肉） (乳・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

1714 15

お休み お休み

レタス 熊本・宮崎 玉葱 北海道

大根 神奈川・千葉 きゅうり 埼玉・宮崎・高知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

ロースかつ カレー ワンタンスープ ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分1.7g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分1.5g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g 455kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.2g　塩分1.7g

とりのからあげ
(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)( 小麦・豚肉)

うずまきがたポテト
どうぶつえんゼリー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

16

(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (鶏肉・大豆) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

カレー チーズインハンバーグ とりソテー　トマトソース マカロニクリームに

371kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分0.6g 142kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.3g　塩分1.7g 343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.2g　塩分0.4g

ベーコンとじゃがいもに

475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分3.1g

せいじんのひ ハムステーキ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

425kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.3g

27 28 29 30

20 21 22 23 24

31
369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分1.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.1g432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分1.4g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.3g　塩分3.7g

フレンチサラダ
カットオレンジ ひじきサラダ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

貝類　　　　令和２年　１月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
3

6 7 8 9

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

1 2

お休み

10

チーズいりかぼちゃつつみあげ ちゅうかはるまき
（乳・卵・大豆・小麦・オレンジ）

439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.8g　塩分2.3g 391kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.5g　塩分0.9g

コーンサラダ
ミートボールナポリタン
ごましおごはん

ピーナッツジャム
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