
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

(大豆・鶏肉)

チキンステーキ(しお)ハンバーグ　デミソース

18

ハムステーキ

2119

令和1年　6月　老本幼稚園献立表

3 4 5 6

20

(大豆・豚肉・鶏肉)

ひじきコロッケ

12

しろみざかなフライ やさいスープ
(鶏肉・豚肉） (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

14

はながたおこのみやき

24

きゅうり 埼玉 人参 千葉

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

ミニドーナツコロッケロースとんかつチキンカレー マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名

17

ミニメンチカツ
(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

ウィンナーフライ
(乳・小麦・鶏肉・豚肉）

13

(卵・乳・大豆・小麦・鶏肉)

11

こばんがたつくね

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

ブロッコリーフレンチサラダ

きゃべつ

ポテトチキンロール トマトスープ

(小麦・豚肉・ごま・大豆)(卵・小麦・豚肉)

(卵・小麦・大豆)

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

かぼちゃグラタン

66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(大豆・豚肉・鶏肉)

行田給食センター

月 火 水 木 金

えびととうふのスープ

7

わかどりごまかおりあげカレー

にくだんごてりやき

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

（小麦・乳・大豆・鶏肉）

10

(小麦・乳・大豆)

産地

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g 404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

(小麦・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

2826 2725

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ
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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/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

3 4 5 6 7

卵　令和1年　6月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金

ブロッコリーフレンチサラダ

えびととうふのスープ

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

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

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

10 11 12 13 14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

17 18 19 20 21

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g 404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

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

24 25 26 27 28

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん ミニドーナツコロッケ

にくだんごてりやき

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

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

きゃべつ

きゅうり 埼玉 人参 千葉

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

※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 レタス 長野・群馬
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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/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ

エビフライ おうとう

どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし
ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28
442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

ナッツ　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

3 4 5 6

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

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

えびととうふのスープ

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

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

10 11 12 13

ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (大豆・鶏肉)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

17 18 19 20 21

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬
きゅうり 埼玉 人参 千葉

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

しろみざかなフライ
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる

ミネストローネ

※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。

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28
442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

7

カレー ポテトチキンロール

そば　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

5 6

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

トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

えびととうふのスープ

3 4

行田給食センター

月 火 水

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

にくだんごてりやき

きゃべつ

きゅうり 埼玉 人参 千葉
トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

木 金

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

(卵・小麦・大豆)

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(小麦・乳・大豆) （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・大豆・豚肉・牛肉）

10 11 12 13

(乳・小麦・鶏肉・豚肉）

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

14

17 18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー

ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん

ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ

エビフライ おうとう

どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる

ミネストローネ

※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。

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28
442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

7

カレー ポテトチキンロール

乳　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

5 6

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

トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

えびととうふのスープ

3 4

行田給食センター

月 火 水

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

にくだんごてりやき

きゃべつ

きゅうり 埼玉 人参 千葉
トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

木 金

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

(卵・小麦・大豆)

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(小麦・乳・大豆) （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・大豆・豚肉・牛肉）

10 11 12 13

(乳・小麦・鶏肉・豚肉）

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

14

17 18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28
442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13
453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

19

小麦　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

3 4 5 6

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

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

(大豆・豚肉・鶏肉)

20 21

14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

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

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

きゅうり 埼玉 人参 千葉

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

ブロッコリーフレンチサラダ

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

17 18

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー

ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん

ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう

どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g

18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

3

魚卵　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

4 5 6

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

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

472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13 14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

17

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

きゅうり 埼玉 人参 千葉

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g

18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

3

山芋　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

4 5 6

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

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

472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13 14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

17

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

きゅうり 埼玉 人参 千葉

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

24 25 26 27 28

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g

18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ やさいスープ ハンバーグ　デミソース チキンステーキ(しお)

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

3

ごま　　　　令和1年6月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

(大豆・豚肉・鶏肉)

ブロッコリーフレンチサラダ

4 5 6

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

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

472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13 14

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

17

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

きゅうり 埼玉 人参 千葉

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

キュウイ　　　令和1年5月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

24 25 26 27 28

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

14

チキンステーキ(しお)

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13

3 4 5 6

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

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

(大豆・豚肉・鶏肉)

やさいスープ ハンバーグ　デミソース

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

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

ブロッコリーフレンチサラダ

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

きゅうり 埼玉 人参 千葉

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

17 18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

はちみつ　　　　令和1年5月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

24 25 26 27 28

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g
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チキンステーキ(しお)

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13

3 4 5 6

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

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

(大豆・豚肉・鶏肉)

やさいスープ ハンバーグ　デミソース

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

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

ブロッコリーフレンチサラダ

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

きゅうり 埼玉 人参 千葉

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

17 18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/401kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.7g　塩分/1.7g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス 　りんご・ゼラチン） スパソテー
だいこんサラダ きゃべつ バンサンスー
たこやき かにしぐれサラダ パイン
ごましおごはん ポテトフライ さけフレーク

おかかごはん

きゃべつ ナポリタン マカロニソテー ぶたにくピーマンいため おこのみソース
ほうれんそうなるといため トマトサラダ ひじきサラダ えびだんご やきそば
チキンナゲット メロンプチケーキ グリンピースしゅうまい わかめごはん はっぽうさい
たらこフレーク とりそぼろごはん ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん カクテルゼリー

アプリコットジャム アンパンマンふりかけ
コーンポタージュ

タルタルソース スパソテー ミックスベジタブル ケチャップスパ
ひじきえだまめに むしどりサラダ フレンチサラダ

きりぼしだいこんに タコさんウィンナー
ひとくちささみチーズカツ たけのこごはん たまごふりかけ ごもくごはん
ちゃめし ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) トマトサラダ やきそば
はなサラダ いんげんピーナッツあえ わふうサラダ
エビフライ おうとう
どうぶつえんゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・こくもつﾛｰﾙ いりこなめし

ブルーベリージャム とんじる
ミネストローネ

※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。

貝類　　　　令和1年5月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

24 25 26 27 28

(鶏肉・豚肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

404kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分1.5g 487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.8g

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.8g　塩分1.3g

14

チキンステーキ(しお)

えびととうふのスープ

(大豆・鶏肉)

419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.6g 66kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分0.6g 472kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.1g

10 11 12 13

3 4 5 6

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

7

カレー ポテトチキンロール トマトスープ ミニメンチカツ わかどりごまかおりあげ

(大豆・豚肉・鶏肉)

やさいスープ ハンバーグ　デミソース

ひじきコロッケ こばんがたつくね ウィンナーフライ かぼちゃグラタン はながたおこのみやき

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

ブロッコリーフレンチサラダ

※給食に使用される主な食材・産地※

チキンカレー ロースとんかつ マーボーどん
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・豚肉) (小麦・豚肉・ごま・大豆)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.4g 399kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.6g　塩分3.2g 435kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分0.9g 503kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分2.6g

ミニドーナツコロッケ

(小麦・大豆)

きゅうり 埼玉 人参 千葉

トマト 群馬・千葉・茨城 大根 千葉・茨城・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野・群馬

(小麦・大豆)

キャベツ
ほしがたポテト おさつスナックフライ

きゃべつ

にくだんごてりやき

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.0g 460.kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.0g　塩分1.6g 513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.8g　塩分3.6g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g　塩分1.8g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分0.9g

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.7g 406kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 70kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.1g　塩分1.1g

17 18 19 20 21

しろみざかなフライ ハムステーキ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaW5vbWFydS1raWRzLmpwL2tpenVuYS8_cD04MjQ2/RS=%5eADBJ67.30wVQwHh0H8FKd5BaE3Y8TU-;_ylt=A2RinFOkiNxcnEoAbR2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558043308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU4JTlEJUI4JUU3JTg5JTlCJUVGJUJDJTg4JUUzJTgyJUFCJUUzJTgyJUJGJUUzJTgzJTg0JUUzJTgzJUEwJUUzJTgzJUFBJUVGJUJDJTg5L3BhZ2UvMi8_c3NvcnQ9X3dpZHRoLXBtJmFtcDtzZGlyPWRlc2M-/RS=%5eADB_tLU.KqXkdqjjdlDFVLbldCbzgw-;_ylt=A2RivbwsidxcSAoAThWU3uV7

