
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　　　　　　　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
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　　　　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　卵
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

行田給食センター

月 火 水 木 金
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(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし
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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。

　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　ナッツ
行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2 3

6 7 8 9 10

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地
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大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀
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384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　そば
行田給食センター

月 火 水 木 金

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584506791/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RtYW5zaW9uLmNvbS9zcHJpbmcvc3VtbWFyeS90c3VrdXNoaQ--/RS=%5EADBkQBg0QMzCYlOrO0vmR4gv30iAnM-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkVFdE5ndkFCR085Sy1HVkgtRzNqZDhCNXNUN1BtM2FGUjZBQlFZUGREMGVIOWFhaUlKNFJocklSYm9RBHADNXBpbElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584506969/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvOTY3MA--/RS=%5EADBsuVsy5XIiZb_.g39FkuSLOmQdQQ-;_ylt=A2RCAw7ZVnBe8UMA2RCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584507475/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhdGlvbmZyZWUuc2Vlc2FhLm5ldC9hcnRpY2xlLzIwOTU0MjI1NS5odG1s/RS=%5EADBTudrGZ38FSTyWzTFzf8o7CaDWBc-;_ylt=A2RCL57SWHBeJRMAJy2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584507808/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDkwLmh0bWw-/RS=%5EADBvdjTST4y8EGbeMuOfuHCY.Hl208-;_ylt=A2RCKwYgWnBelGAAFSeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584593005/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIxNi5odG1s/RS=%5EADB5ghB14EiLyCNtKLinXAXYjx1i.U-;_ylt=A2RimU3spnFe9QkAFUWU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　乳
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17
ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　小麦
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　魚卵
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　山芋
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　ごま
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース

13 14 15 16 17

ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー

6 7 8 9 10

1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　キュウイ
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース
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ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー
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　　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　はちみつ
行田給食センター

月 火 水 木 金
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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/417kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.7g

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンサラダ

ジャーマンサラダ チキンボール

アメリカンドッグミニ プレーンチーズ

ビーフふりかけ

ケチャップスパ きゃべつ マカロニソテー おこのみソース ミックスベジタブル

マーボーとうふ チーズサラダ

カスタードプチケーキ うずまきがたポテト パイン ツナとやさいのサラダ カレーボール

わかめごはん ごましおごはん ミニバターロール エビフライ ひじきごはん

けんちんじる ミニフランス アンパンマンふりかけ

ピーナツジャム

※（　）ｶｯｺは主菜の

(小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・   アレルギーを表示

　ゼラチン） マカロニソテー 　しています。

きゃべつ

ごぼうサラダ

りんごかん いりこなめし

さけわかめごはん

※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。

大根 神奈川・千葉 じゃがいも 北海道・長崎・鹿児島

お米 埼玉 きゃべつ 埼玉・神奈川・千葉
きゅうり 埼玉・茨城 玉葱 北海道・埼玉・佐賀

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.0g　塩分1.1g 407kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.6g　塩分1.3g

（小麦・卵・大豆・豚肉）

ひじきえだまめに

いちごプチシュー

27 28 29 30

グラタンふうコロッケ 昭和の日 スコッチエッグフライ

ほうれんそうコーンソテー スパソテー ポテトサラダ

431kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.3g　塩分2.1g 465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.2g　塩分2.1g 379kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.9g 449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.7g 454kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分3.1g

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ あつぎりハムカツ
ハンバーグ
　　デミグラスソース

はながたおこのみやき フライドチキン
（卵・乳・小麦・大豆・魚介類） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・卵・乳・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (卵・小麦・大豆) （卵・小麦・大豆・鶏肉）

384kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分2.1g

20 21 22 23 24

マカロニソテー

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分0.9g

（卵・大豆） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

トマトソース
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ﾊｰﾄのﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ カレー
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1 2 3

　令和　2年　４月　老本幼稚園献立表　　貝類
行田給食センター

月 火 水 木 金
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