
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス

はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ

たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに

ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ

おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

※給食に使用される主な食材・産地※

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

ちゅうかどん チキンカレー

27

ハムチーズフライ

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

9 10 11 12 13
450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

ひじきサラダ

330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g

令和元年　1２月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
5 62 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

きゃべつやき

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉
だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

品名 産地 品名 産地

ソーセージマリネ

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

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

スパソテー

(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏） (大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

16 17 18 19 20

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ
(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

30 31

23 24 25 26
381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス

はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ

たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに

ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ

おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

ひじきサラダ

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

スパソテー

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

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

9 10 11 12 13

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

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

卵　　令和元年1２月　老本幼稚園献立表

きゃべつやき ハムチーズフライ

5 6

行田給食センター

月 火 水 木 金
2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ

16 17 18 19 20

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん チキンカレー
(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏） (大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

23 24 25 26 27
447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

30 31

※給食に使用される主な食材・産地※
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

きゃべつやき ハムチーズフライ

16 17 18 19

11
412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

12
450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

ひじきサラダ

(小麦・大豆)

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g

ナッツ　　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
65

チキンカレー
(大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

30 31

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん

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

13

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ

20

9

熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉）

じゃがいも 北海道 レタス

25 26

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

（小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

そば　　　令和1年1２月　老本幼稚園献立表

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

11 12

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

ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

9 10

行田給食センター

月 火 水 金
6

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

(小麦・大豆)

木

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

53 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

品名 産地 品名 産地

だいこん

2

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

(大豆・鶏肉) （小麦・乳）

16 17 18 19

(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

ハムチーズフライ

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん

(豚肉・鶏肉・大豆)

13

きゃべつやき

24 25 26

ほうれんそうベーコンオムレツ

ひじきサラダ

451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※

447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

20

23 27

わかどりごまかおりあげ

ツナマヨフライ

30 31
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ

たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

30 31

乳　　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

11 12

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

ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

9 10

行田給食センター

月 火 水 金
6

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

(小麦・大豆)

木

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

(大豆・鶏肉) （小麦・乳）

16

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

20

23 27

ハムチーズフライ

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん

(豚肉・鶏肉・大豆)

13

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

17 18 19

(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

5

きゃべつやき

24 25 26

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ

ツナマヨフライ

ひじきサラダ

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

23 26 27

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g

18 19
546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g

ひじきサラダ

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

16 17 20

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん チキンカレー
(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

きゃべつやき ハムチーズフライ

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ

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

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

小麦　　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
65

9 10 11 12 13
450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

(小麦・大豆)

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

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

31

埼玉・愛知

30

スパソテー

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

24

(大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

25
401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

17

ひじきサラダ
スパソテー

魚卵　　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

行田給食センター

月 火 水 木 金
65

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

2 3 4

451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

27

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん チキンカレー

30 31

(乳・小麦・鶏肉・豚肉）

(大豆・鶏肉) （小麦・乳）

(豚肉・鶏肉・大豆)

24 25 26

368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

19 20

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

1816

13

わかどりごまかおりあげ

きゃべつやき ハムチーズフライ

かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

9

(小麦・大豆)

10 11 12

ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉) （卵・乳・小麦）

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

山芋　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

30 31

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

ほうれんそうベーコンオムレツ

行田給食センター

月

(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g

火 水 木 金
65

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん チキンカレー

368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

19 20
402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

ひじきサラダ

(大豆・鶏肉) （小麦・乳）

(豚肉・鶏肉・大豆)

24 25 26

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

23

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

17 1816

13

わかどりごまかおりあげ

きゃべつやき ハムチーズフライ

ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

9

(小麦・大豆)

10 11 12
412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー
(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉) （卵・乳・小麦） (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

27
145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g 314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

17

ひじきサラダ
スパソテー

ごま　　　　令和1年11月　老本幼稚園献立表

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

行田給食センター

月 火 水 木 金
65

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

2 3 4

451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

27

ツナマヨフライ とりのてりやき パンプキンスープ ちゅうかどん チキンカレー

30 31

(乳・小麦・鶏肉・豚肉）

(大豆・鶏肉) （小麦・乳）

(豚肉・鶏肉・大豆)

24 25 26

368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

19 20

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

1816

13

わかどりごまかおりあげ

きゃべつやき ハムチーズフライ

かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

9

(小麦・大豆)

10 11 12

ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉) （卵・乳・小麦）

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g 447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g
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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/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

30 31

23 24

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

(小麦・大豆)

ひじきサラダ

314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

27
447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

キュウイ　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g

9 10 11 12

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

19

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

ツナマヨフライ とりのてりやき
(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

16

パンプキンスープ ちゅうかどん

25 26

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

2017 18

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー
（卵・乳・小麦） (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

5

ハムチーズフライきゃべつやき

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

(豚肉・鶏肉・大豆)

13

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

チキンカレー
(大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572592564/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5kZXgubmUuanAvbWFudGFuL2lsbHVzdC9wc2VhcmNoL0ltYWdlTGlzdERldGFpbC5jZ2k_Y2hhbm5lbD0xMCZhbXA7aWQ9MTA1NDIy/RS=%5EADBRUyP4okdduEHlRaSGGxl.dXIWuo-;_ylt=A2Riol4zirpdPEUAbAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572593529/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWFpLmNvbS9jaHJpc3RtYXMvc296YWkvP2M9MDAwMjAmYW1wO3k9MjAxOA--/RS=%5EADBytKz2FmKMIpStqPAIdvr28WMi.c-;_ylt=A2RinFr5jbpdgV0AOCOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1573806173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubmFydS13ZWIuY29tL3dwMTEveXVraWRhcnVtYS1mcmVlLWlsbHVzdC5odG1s/RS=%5EADBbfr3fERNZcwTxfliMYLL59JhxD0-;_ylt=A2RinFfcDs1dRz0AjCCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1573806761/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTEyMjE-/RS=%5EADBmELRrifjuMhbRkA2O95hY4vx6Do-;_ylt=A2RivcgpEc1dnkcAGUqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1573806959/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RtYW5zaW9uLmNvbS9mb29kL3ZlZ2V0YWJsZS9icm9jY29saQ--/RS=%5EADBPLmh.msqN4dDdaTfLjDiBJoZaLQ-;_ylt=A2Rivb_vEc1d6VgAsS2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

30 31

23 24

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

(小麦・大豆)

ひじきサラダ

314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

27
447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

はちみつ　令和1年12月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g

9 10 11 12

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

19

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

ツナマヨフライ とりのてりやき
(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

16

パンプキンスープ ちゅうかどん

25 26

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

2017 18

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー
（卵・乳・小麦） (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

5

ハムチーズフライきゃべつやき

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

(豚肉・鶏肉・大豆)

13

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

チキンカレー
(大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572592564/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5kZXgubmUuanAvbWFudGFuL2lsbHVzdC9wc2VhcmNoL0ltYWdlTGlzdERldGFpbC5jZ2k_Y2hhbm5lbD0xMCZhbXA7aWQ9MTA1NDIy/RS=%5EADBRUyP4okdduEHlRaSGGxl.dXIWuo-;_ylt=A2Riol4zirpdPEUAbAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572593529/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWFpLmNvbS9jaHJpc3RtYXMvc296YWkvP2M9MDAwMjAmYW1wO3k9MjAxOA--/RS=%5EADBytKz2FmKMIpStqPAIdvr28WMi.c-;_ylt=A2RinFr5jbpdgV0AOCOU3uV7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1573806959/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RtYW5zaW9uLmNvbS9mb29kL3ZlZ2V0YWJsZS9icm9jY29saQ--/RS=%5EADBPLmh.msqN4dDdaTfLjDiBJoZaLQ-;_ylt=A2Rivb_vEc1d6VgAsS2U3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/323kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/8.6g　塩分/1.6g

(豚肉・鶏肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉)
バナナ・ピーナッツ・大豆) マカロニソテー やきそば リーフレタス
はなサラダ ごぼうサラダ マーボーとうふ だいこんサラダ

りんごかん ほしがたポテト ショコラプチケーキ
たらこフレーク おかかごはん たまごふりかけ

わかめスープ

きゃべつ きゃべつ かにしぐれサラダ スパソテー
ブロッコリーコーンソテー コールスロー プチもっちーないちご ポテトサラダ
にくだんごてりやき ポテトフライ タコさんウィンナー たまごそぼろ ごもくしんじょほしがた
ちゃめし アンパンマンふりかけ ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ﾐﾆﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ わかめごはん

メープル＆マーガリン ホワイトクリスマスチョコマシュマロ

ちゅうかスープ トマトスープ

マカロニソテー ミックスベジタブル フレンチサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ブロッコリーサラダ きりぼしだいこんに
ロールキャベツ カットオレンジ エビフライ
おかかふりかけ ひじきごはん プチプリン

きゃべつスープ

※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。

30 31

23 24

わかどりごまかおりあげ ほうれんそうベーコンオムレツ ミニドーナツコロッケ かぼちゃグラタン
もみのきハンバーグ
　　　　　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

(小麦・大豆)

ひじきサラダ

314kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.5g　塩分1.6g 368kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.1g

27
447kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.2g

貝類　　　　令和1年12月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.4g　塩分2.8g

412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.2g

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分1.5g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分0.7g

9 10 11 12

(卵・小麦・乳・大豆・ごま・鶏肉)

19

381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.0g 330kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.2g　塩分2.0g 145kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質3.2g　塩分1.9g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.7g　塩分1.1g

ツナマヨフライ とりのてりやき
(小麦・乳・大豆・卵・ゼラチン・鶏）

16

パンプキンスープ ちゅうかどん

25 26

だいこん 神奈川・千葉 きゃべつ 埼玉・愛知

じゃがいも 北海道 レタス 熊本・鹿児島・長崎

お米 埼玉 にんじん 千葉・埼玉

2017 18

2 3 4

カレー スコッチエッグフライ コーンスープ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （小麦・卵・大豆・豚肉） （小麦・卵・大豆）

438kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g 451kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 15kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.5g　塩分0.5g

スパソテー
（卵・乳・小麦） (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

5

ハムチーズフライきゃべつやき

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分0.7g

(豚肉・鶏肉・大豆)

13

ソーセージマリネ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

チキンカレー
(大豆・鶏肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)
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