
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー

ポークビーンズ マカロニソテー

あつやきたまご コールスロー

ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん

いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。
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（小麦・卵・大豆） (大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

17 18 19 20

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g

フレンチサラダ

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

24 25 26 27

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

マカロニサラダ

11 12 13 14
445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g

10

じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

※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 だいこん 千葉・神奈川

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （卵・小麦・大豆・鶏肉） (小麦・大豆・鶏肉) (卵・小麦・えび)

金

令和２年　２月　老本幼稚園献立表

450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g

ウィンナーフライ けんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー ハートコロッケ
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あつぎりハムカツ きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

とりにくバーベキュー

(小麦・大豆)

(大豆・ごま・鶏肉)

メープルプチケーキ

行田給食センター

月 火 水 木

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき

3 4 5 6 7

プチプリン

（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

だいこんサラダ ひじきえだまめに

ショコプチケーキ ごもくごはん

ほんのきもちチョコ

413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 

ハートのあんにんどうふ

544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579254370/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDc4Lmh0bWw-/RS=%5EADB95K3grWu9sPHq5ZGBwNOgSNp0Rs-;_ylt=A2RCKwfhMCBexwMAJxuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579255229/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyVCQiVFNyU4NCVBMSVFNiU5NiU5OSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OF8yJUU2JTlDJTg4MTElRTYlOTclQTVfJUU1JUJCJUJBJUU1JTlCJUJEJUU4JUE4JTk4JUU1JUJGJUI1JUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1X25hdGlvbmFsLWZvdS05Lw--/RS=%5EADBIVtnrmaEjCQ5HyZ2sUvaeQg5KXc-;_ylt=A2RCA.Q9NCBe0moA7geU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgzNDMzMl8lRTQlQkQlOTUlRTMlODElOEIlRTMlODIlOTIlRTclQTQlQkElRTMlODElOTklRTYlQkMlQUIlRTclOTQlQkIlRTMlODElOEIlRTMlODIlOEYlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMuaHRtbA--/RS=%5EADBn00jwHlS8ZCmdhnFBYvTt_8NJtg-;_ylt=A2RCL5iRNyBeUm0AXAqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256141/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvbmF0dXJlL2Zsb3dlci82MzYwNw--/RS=%5EADBMkz4wmWGXifoUKDFw0g3zylKlus-;_ylt=A2RCA9bMNyBePBQAZQqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579339431/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0xMTAxMw--/RS=%5EADBQufOjgfkwZsaxcrY8CTOR4Gpai0-;_ylt=A2RCAwcnfSFeeEkAxE.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579340381/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvc2VhcmNoLmFzcD9rdz0lOTAlREYlOTUlQUErJTkwJUQ0JThCUyslODIlQTklODIlRUQlODIlQTIlODIlQTI-/RS=%5EADB8go_VIuVLs9d1dBLR5q_v3Pm9Uw-;_ylt=A2RCK.7cgCFeCFwAbDSU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー

ポークビーンズ マカロニソテー

あつやきたまご コールスロー

ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん

いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

14

ウィンナーフライ けんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー ハートコロッケ

メープルプチケーキ
プチプリン

（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ハートのあんにんどうふ

(小麦・大豆)

544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

フレンチサラダ

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ハンバーグ
　　ケチャップソース

だいこんサラダ ひじきえだまめに

ショコプチケーキ ごもくごはん

ほんのきもちチョコ
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ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

品名 産地 品名 産地

24 25 26 27

10 11 12 13

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 

とりにくバーベキュー

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

17 18 19 20 21

あつぎりハムカツ きゃべつやき ポテトスープ

卵　　令和２年　2 月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

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

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

3 4 5 6

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

7

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆)

マカロニサラダ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579254370/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDc4Lmh0bWw-/RS=%5EADB95K3grWu9sPHq5ZGBwNOgSNp0Rs-;_ylt=A2RCKwfhMCBexwMAJxuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579255229/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyVCQiVFNyU4NCVBMSVFNiU5NiU5OSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OF8yJUU2JTlDJTg4MTElRTYlOTclQTVfJUU1JUJCJUJBJUU1JTlCJUJEJUU4JUE4JTk4JUU1JUJGJUI1JUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1X25hdGlvbmFsLWZvdS05Lw--/RS=%5EADBIVtnrmaEjCQ5HyZ2sUvaeQg5KXc-;_ylt=A2RCA.Q9NCBe0moA7geU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgzNDMzMl8lRTQlQkQlOTUlRTMlODElOEIlRTMlODIlOTIlRTclQTQlQkElRTMlODElOTklRTYlQkMlQUIlRTclOTQlQkIlRTMlODElOEIlRTMlODIlOEYlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMuaHRtbA--/RS=%5EADBn00jwHlS8ZCmdhnFBYvTt_8NJtg-;_ylt=A2RCL5iRNyBeUm0AXAqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256141/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvbmF0dXJlL2Zsb3dlci82MzYwNw--/RS=%5EADBMkz4wmWGXifoUKDFw0g3zylKlus-;_ylt=A2RCA9bMNyBePBQAZQqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579339431/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0xMTAxMw--/RS=%5EADBQufOjgfkwZsaxcrY8CTOR4Gpai0-;_ylt=A2RCAwcnfSFeeEkAxE.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579340381/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvc2VhcmNoLmFzcD9rdz0lOTAlREYlOTUlQUErJTkwJUQ0JThCUyslODIlQTklODIlRUQlODIlQTIlODIlQTI-/RS=%5EADB8go_VIuVLs9d1dBLR5q_v3Pm9Uw-;_ylt=A2RCK.7cgCFeCFwAbDSU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん

すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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 タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

フレンチサラダ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ
ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

3 4 5 6

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

だいこんサラダ

17

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g

ごもくごはん

あつぎりハムカツ きゃべつやき

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

（小麦・卵・大豆） (大豆・豚肉・鶏肉)

27 28

こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ

24 25 26

(卵・小麦・えび)

ハートコロッケ

(小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (大豆・ごま・鶏肉)

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン

18 19 20 21

ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

とりにくバーベキュー

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

(小麦・大豆)

チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉）

ナッツ　　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金

ウィンナーフライ けんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー
（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

7

(卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

13 1410 11 12

マーボーどん

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579254370/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDc4Lmh0bWw-/RS=%5EADB95K3grWu9sPHq5ZGBwNOgSNp0Rs-;_ylt=A2RCKwfhMCBexwMAJxuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579255229/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyVCQiVFNyU4NCVBMSVFNiU5NiU5OSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OF8yJUU2JTlDJTg4MTElRTYlOTclQTVfJUU1JUJCJUJBJUU1JTlCJUJEJUU4JUE4JTk4JUU1JUJGJUI1JUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1X25hdGlvbmFsLWZvdS05Lw--/RS=%5EADBIVtnrmaEjCQ5HyZ2sUvaeQg5KXc-;_ylt=A2RCA.Q9NCBe0moA7geU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgzNDMzMl8lRTQlQkQlOTUlRTMlODElOEIlRTMlODIlOTIlRTclQTQlQkElRTMlODElOTklRTYlQkMlQUIlRTclOTQlQkIlRTMlODElOEIlRTMlODIlOEYlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMuaHRtbA--/RS=%5EADBn00jwHlS8ZCmdhnFBYvTt_8NJtg-;_ylt=A2RCL5iRNyBeUm0AXAqU3uV7
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ

トマトスープ

※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。

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉)

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

3 4 5 6

だいこんサラダ

ショコプチケーキ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g

きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(大豆・ごま・鶏肉)

18 19 20

(小麦・大豆)

14

けんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー

21

ハートコロッケ

チキンカレー

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

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

そば　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

10 11 12 13

わかめスープ はながたおこのみやき
（大豆・豚肉・鶏肉） (卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ)

行田給食センター

月 火 水 金

7

木

ごもくごはん

とりにくバーベキュー

ウィンナーフライ

あつぎりハムカツ

28

エビチリ

24 25 26 27

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン

ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ほんのきもちチョコ
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉)

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

3 4 5 6

だいこんサラダ

ショコプチケーキ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g

きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(大豆・ごま・鶏肉)

18 19 20

(小麦・大豆)

14

けんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー

21

ハートコロッケ

チキンカレー

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

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

乳　　　　令和２年2月　老本幼稚園献立表

10 11 12 13

わかめスープ はながたおこのみやき

（大豆・豚肉・鶏肉） (卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ)

行田給食センター

月 火 水 金

7

木

ごもくごはん

とりにくバーベキュー

ウィンナーフライ

あつぎりハムカツ

28

エビチリ

24 25 26 27

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン

ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ほんのきもちチョコ
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

フレンチサラダ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

ごもくごはん

ハートコロッケ
（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆)

11 12 13

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ
ほんのきもちチョコ

あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

とりにくバーベキュー

18 19

ウィンナーフライ けんこくきねんび

10

グラタンふうコロッケ カレー
14

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

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

きゃべつやき ポテトスープ

(卵・小麦・えび)

27 28

20 21

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ
24 25 26

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき チキンカレー
73 4 5 6

小麦　　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉） (卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示

　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ

トマトスープ

※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。

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

5 6

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

グラタンふうコロッケウィンナーフライ

24 25 26

18 19 20

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

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

27 28

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

21

あつぎりハムカツ

ごもくごはん

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

とりにくバーベキュー

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) （小麦・卵・大豆）

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ
ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

(卵・小麦・えび)

きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・大豆)

13

カレー ハートコロッケ

わかめスープ はながたおこのみやき

10 11 12 14

けんこくきねんび

(小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉）

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

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ)

魚卵　　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

7

行田給食センター

月 火 水 木 金

3 4
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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※
品名 産地 品名 産地

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

ショコプチケーキ
ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g
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フレンチサラダ

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

3 4 5 6

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

けんこくきねんび グラタンふうコロッケウィンナーフライ

24 25 26

18 19 20

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご （卵・小麦・大豆・鶏肉）

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

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ)

7

わかめスープ はながたおこのみやき

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

ハートコロッケ
10 11

(小麦・大豆・鶏肉)

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) （小麦・卵・大豆）

こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ

21

あつぎりハムカツ

ごもくごはん

とりにくバーベキューきゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

12 14

(小麦・大豆・鶏肉)

(卵・小麦・えび)

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

山芋　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

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

27 28

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン

行田給食センター

月 火 水 木 金

(小麦・大豆)

13

カレー
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g
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フレンチサラダ

5 6

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

グラタンふうコロッケウィンナーフライ

24 25 26

18 19 20

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

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

27 28

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ エビチリ

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g
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あつぎりハムカツ

ごもくごはん

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

とりにくバーベキュー

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) （小麦・卵・大豆）

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ
ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道
きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

(卵・小麦・えび)

きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

（小麦・大豆・豚肉・牛肉） (小麦・大豆)

13

カレー ハートコロッケ

わかめスープ はながたおこのみやき

10 11 12 14

けんこくきねんび

(小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉）

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

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ)

ごま　　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

7

行田給食センター

月 火 水 木 金

3 4
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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/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

品名 産地 品名 産地

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

3 4 5 6

ごもくごはん

ウィンナーフライ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆)

ハートコロッケけんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

※給食に使用される主な食材・産地※

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

18 19 20 21

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

(大豆・ごま・鶏肉)

24

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

あつぎりハムカツ きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

とりにくバーベキュー

エビチリ
27 2825 26

キュウイ　　　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

14

7

10 11

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉） (卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12 13

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579254370/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDc4Lmh0bWw-/RS=%5EADB95K3grWu9sPHq5ZGBwNOgSNp0Rs-;_ylt=A2RCKwfhMCBexwMAJxuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579255229/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyVCQiVFNyU4NCVBMSVFNiU5NiU5OSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OF8yJUU2JTlDJTg4MTElRTYlOTclQTVfJUU1JUJCJUJBJUU1JTlCJUJEJUU4JUE4JTk4JUU1JUJGJUI1JUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1X25hdGlvbmFsLWZvdS05Lw--/RS=%5EADBIVtnrmaEjCQ5HyZ2sUvaeQg5KXc-;_ylt=A2RCA.Q9NCBe0moA7geU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgzNDMzMl8lRTQlQkQlOTUlRTMlODElOEIlRTMlODIlOTIlRTclQTQlQkElRTMlODElOTklRTYlQkMlQUIlRTclOTQlQkIlRTMlODElOEIlRTMlODIlOEYlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMuaHRtbA--/RS=%5EADBn00jwHlS8ZCmdhnFBYvTt_8NJtg-;_ylt=A2RCL5iRNyBeUm0AXAqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256141/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvbmF0dXJlL2Zsb3dlci82MzYwNw--/RS=%5EADBMkz4wmWGXifoUKDFw0g3zylKlus-;_ylt=A2RCA9bMNyBePBQAZQqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579339431/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0xMTAxMw--/RS=%5EADBQufOjgfkwZsaxcrY8CTOR4Gpai0-;_ylt=A2RCAwcnfSFeeEkAxE.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579340381/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvc2VhcmNoLmFzcD9rdz0lOTAlREYlOTUlQUErJTkwJUQ0JThCUyslODIlQTklODIlRUQlODIlQTIlODIlQTI-/RS=%5EADB8go_VIuVLs9d1dBLR5q_v3Pm9Uw-;_ylt=A2RCK.7cgCFeCFwAbDSU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

品名 産地 品名 産地

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

3 4 5 6

ごもくごはん

ウィンナーフライ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆)

ハートコロッケけんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

※給食に使用される主な食材・産地※

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

18 19 20 21

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

(大豆・ごま・鶏肉)

24

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

あつぎりハムカツ きゃべつやき ポテトスープ
ハンバーグ
　　ケチャップソース

とりにくバーベキュー

エビチリ
27 2825 26

はちみつ　令和２年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

14

7

10 11

マーボーどん チキンステーキ(しょうゆ) わかめスープ はながたおこのみやき チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (小麦・大豆・鶏肉) （大豆・豚肉・鶏肉） (卵・小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12 13

マカロニサラダ
メープルプチケーキ

プチプリン

445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579254370/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDc4Lmh0bWw-/RS=%5EADB95K3grWu9sPHq5ZGBwNOgSNp0Rs-;_ylt=A2RCKwfhMCBexwMAJxuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579255229/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyVCQiVFNyU4NCVBMSVFNiU5NiU5OSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OF8yJUU2JTlDJTg4MTElRTYlOTclQTVfJUU1JUJCJUJBJUU1JTlCJUJEJUU4JUE4JTk4JUU1JUJGJUI1JUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1X25hdGlvbmFsLWZvdS05Lw--/RS=%5EADBIVtnrmaEjCQ5HyZ2sUvaeQg5KXc-;_ylt=A2RCA.Q9NCBe0moA7geU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579256082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgzNDMzMl8lRTQlQkQlOTUlRTMlODElOEIlRTMlODIlOTIlRTclQTQlQkElRTMlODElOTklRTYlQkMlQUIlRTclOTQlQkIlRTMlODElOEIlRTMlODIlOEYlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMuaHRtbA--/RS=%5EADBn00jwHlS8ZCmdhnFBYvTt_8NJtg-;_ylt=A2RCL5iRNyBeUm0AXAqU3uV7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579340381/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvc2VhcmNoLmFzcD9rdz0lOTAlREYlOTUlQUErJTkwJUQ0JThCUyslODIlQTklODIlRUQlODIlQTIlODIlQTI-/RS=%5EADB8go_VIuVLs9d1dBLR5q_v3Pm9Uw-;_ylt=A2RCK.7cgCFeCFwAbDSU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/394kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/10.0g　塩分/1.8g

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

ブロッコリーサラダ スパソテー おこのみソース バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため やきそば

かにしぐれサラダ ロールキャベツ
おかかごはん シュウマイ

ツナとコーンのピラフ かきたまじる

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・

きゃべつ 　ゼラチン） バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
ポークビーンズ マカロニソテー
あつやきたまご コールスロー
ちゃめし

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・あんぱん
いちごｼﾞｬﾑ・ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ きゃべつスープ

スパソテー やきそば スパソテー スパソテー
はなサラダ はっぽうさい ひじきサラダ
カレーボール ミニアメリカンドック カットオレンジ かにシュウマイ
ひじきごはん とりそぼろごはん たまごふりかけ たらこフレーク

やさいスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー てりやききのこソース リーフレタス
ツナサラダ ポテトサラダ ミックスベジタブル チーズサラダ
タコさんウィンナー いちごプチシュー ちゅうかサラダ おうとうかん
すきとおるおいしさゼリー ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ たこやき やさいふりかけ

アプリコットジャム わかめごはん ちゅうかスープ
トマトスープ

※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。

品名 産地 品名 産地

440kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分3.1g 450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.0g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.2g　塩分0.5g 378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.0g 523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分2.4g

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.9g 433kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 402ｋｃａｌ タンパク質8.0g　塩分1.2ｇ

ほんのきもちチョコ

426kcal タンパク質12.0ｇ 塩分1.6ｇ 544kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.2g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.0g　塩分3.1g

17

フレンチサラダ

3 4 5 6

ごもくごはん

ウィンナーフライ
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆)

ハートコロッケけんこくきねんび グラタンふうコロッケ カレー

だいこんサラダ ひじきえだまめに
ハートのあんにんどうふ

ショコプチケーキ

きゃべつ 愛知・神奈川 にんじん 埼玉・千葉

お米 埼玉 だいこん 千葉・神奈川
じゃがいも 北海道 たまねぎ 北海道

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

464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.0g　塩分1.6g

※給食に使用される主な食材・産地※

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

18 19 20 21

（小麦・大豆・豚肉・牛肉）

(大豆・ごま・鶏肉)

24

ふりかえきゅうじつ カレー フライドチキン こんさいいりとりつくねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
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445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.9g　塩分1.0g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分0.8g 10kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.4g　塩分0.6g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分2.3g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分2.3g
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