
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

マカロニクリームに はながたおこのみやき さっくりのミニメンチカツ

(大豆・豚肉・鶏肉)

とりのからあげ

ポテトスープ

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

(卵・小麦・大豆)

ブロッコリ―サラダ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

カツに
(卵・小麦・豚肉)

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

8 9

とうふハンバーグ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

カレー

ベイクドエッグパンプキン

カレー

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

27 28

12

26

63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

19

平成 30年　２月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

5 6 7

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

ちゅうかどん チキンカレー

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

13 14 15

とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g

ふりかえきゅうじつ

グリーンサラダ

ハートのコロッケ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

(小麦・大豆)

20

エビフライ

ミネストローネ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

21 22 23
397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

16

たらこフレーク

シーザーサラダ
チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=81CF203F6DC1CCA67692E3A73C17146243447610&selectedIndex=31&ccid=VKwL%2bGV0&simid=608018252978192806&thid=OIP.M54ac0bf8657407a5dbb8381f7099adbao0
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=826F66EA126CAB7B545C445E028DA4320B538CB8&selectedIndex=66&ccid=3U6Jt6al&simid=608053982809819295&thid=OIP.Mdd4e89b7a6a55f789f87452c1e7130fco0
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=81CF203F6DC1CCA67692E3A73C17146243447610&selectedIndex=31&ccid=VKwL%2bGV0&simid=608018252978192806&thid=OIP.M54ac0bf8657407a5dbb8381f7099adbao0


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

たらこフレーク

シーザーサラダ
チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

(小麦・大豆)

ごもくごはん

26

カツに
(卵・小麦・豚肉)

27

チキンカレー
(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

28

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g

マカロニクリームに

ふりかえきゅうじつ

12

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

6 7 8

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

15

9

16

ミネストローネ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

とうふハンバーグ

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(小麦・豚肉・鶏肉)

14
63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

13

2120

ちゅうかどんハートのコロッケ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

とりのからあげ

埼玉・愛知

卵　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

2

行田給食センター

月 火 水 木 金
1

ベイクドエッグパンプキン

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

グリーンサラダ

カレー

5

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

19
432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

23

(卵・小麦・大豆)

ポテトスープ はながたおこのみやき

(大豆・豚肉・鶏肉)

22

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

カレー

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

カツに
(卵・小麦・豚肉)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

8

とりのからあげ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

グリーンサラダ

ブロッコリ―サラダ

9

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

26 27 28

13 15

ちゅうかどん

カレー ミネストローネ

14

はながたおこのみやき

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

5 6

ふりかえきゅうじつ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

ナッツ類　平成 30年　　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

7

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

12

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

1

ベイクドエッグパンプキン

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

チキンカレー

マカロニクリームに

21 23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

19 20 22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)(小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

カツに
(卵・小麦・豚肉)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

8

とりのからあげ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

グリーンサラダ

ブロッコリ―サラダ

9

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

26 27 28

13 15

ちゅうかどん

カレー ミネストローネ

14

はながたおこのみやき

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

5 6

ふりかえきゅうじつ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

そば　平成 30年　　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

7

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

12

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

1

ベイクドエッグパンプキン

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

チキンカレー

マカロニクリームに

21 23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

19 20 22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)(小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

たらこフレーク

シーザーサラダ

ふりかえきゅうじつ ちゅうかどん

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

20

チキンカレー

354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

さっくりのミニメンチカツ

21

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー

乳　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

9

1

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

12

カツに

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

(卵・小麦・豚肉)

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g

(小麦・大豆)

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

19

15

26 27 28

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

マカロニクリームに

ベイクドエッグパンプキン

とうふハンバーグ

5 6 7 8

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

カレー ミネストローネ

ごもくごはん

グリーンサラダ

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

とりのからあげ

14
351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

ほうれんそうスープ

はながたおこのみやき

13



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

カツに
(卵・小麦・豚肉)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

8

とりのからあげ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

グリーンサラダ

ブロッコリ―サラダ

9

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

26 27 28

13 15

ちゅうかどん

カレー ミネストローネ

14

はながたおこのみやき

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

5 6

ふりかえきゅうじつ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

小麦粉　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

7

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

12

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

1

ベイクドエッグパンプキン

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

チキンカレー

マカロニクリームに

21 23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

19 20 22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)(小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

カツに
(卵・小麦・豚肉)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

8

とりのからあげ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

グリーンサラダ

ブロッコリ―サラダ

9

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

26 27 28

13 15

ちゅうかどん

カレー ミネストローネ

14

はながたおこのみやき

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

5 6

ふりかえきゅうじつ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

魚卵　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

7

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

12

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

1

ベイクドエッグパンプキン

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

チキンカレー

マカロニクリームに

21 23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

19 20 22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)(小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

カツに

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

(卵・小麦・豚肉)

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

8

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

たらこフレーク

シーザーサラダ

※給食に使用される主な食材・産地※

くるみ　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

グリーンサラダ

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

ポテトスープ

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g

ハートのコロッケ ちゅうかどん チキンカレー

はながたおこのみやき

(大豆・豚肉・鶏肉)

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

さっくりのミニメンチカツ

354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

23

マカロニクリームに

161312

1

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

ベイクドエッグパンプキン

9

カレー ミネストローネ

5 6 7

2

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(卵・小麦・大豆)

26 27 28

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

14

(小麦・大豆)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

19 20 21 22

ふりかえきゅうじつ

15

とりのからあげ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(小麦・乳・大豆・鶏肉)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

カツに
(卵・小麦・豚肉)

351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

とうふハンバーグ とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

8

とりのからあげ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

16

グリーンサラダ

ブロッコリ―サラダ

9

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

26 27 28

13 15

ちゅうかどん

カレー ミネストローネ

14

はながたおこのみやき

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

5 6

ふりかえきゅうじつ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

山芋　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

カレー

行田給食センター

月 火 水 木 金

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

2

7

※給食に使用される主な食材・産地※

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

12

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ポテトスープ

374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(卵・小麦・大豆)(大豆・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・乳・大豆・鶏肉)

エビフライ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

1

ベイクドエッグパンプキン

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g

チキンカレー

マカロニクリームに

21 23
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

19 20 22

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)(小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

ちゅうかどん チキンカレー

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

さっくりのミニメンチカツ

23

16

とうふハンバーグ

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

たらこフレーク

シーザーサラダ

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

13

19 20

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ハートのコロッケ

14 15
63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g 351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

12

ふりかえきゅうじつ
(小麦・大豆)

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

26 27
338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

カレー とりのからあげ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

ごま　平成 30年　　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
21

ベイクドエッグパンプキン カツに
(卵・小麦・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

8 9

ミネストローネカレー とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g

グリーンサラダ

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6 7

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

28

21 22
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

ポテトスープ はながたおこのみやき

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

マカロニクリームに

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ
コールスロー ひとくちチーズパイ
いちごあんにんどうふ
やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー
かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ
ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン
たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ
パインかん チーズサラダ
アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん
とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば
マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の
ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示
ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム
やさいスープ

※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。

ちゅうかどん チキンカレー

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

さっくりのミニメンチカツ

23

16

とうふハンバーグ

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

たらこフレーク

シーザーサラダ

すきとおるおいしさゼリー
ほうれんそうスープ

13

19 20

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

ハートのコロッケ

14 15
63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g 351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

12

ふりかえきゅうじつ
(小麦・大豆)

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉

※給食に使用される主な食材・産地※

レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

26 27
338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

カレー とりのからあげ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

キウイ　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
21

ベイクドエッグパンプキン カツに
(卵・小麦・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ごもくごはん

8 9

ミネストローネカレー とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g

グリーンサラダ

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6 7

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

28

21 22
394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g

ポテトスープ はながたおこのみやき

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

マカロニクリームに

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・大豆)



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ

コールスロー ひとくちチーズパイ

いちごあんにんどうふ

やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー

かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ

ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン

たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ

パインかん チーズサラダ

アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん

とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば

マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の

ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示

ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム

やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー

ほうれんそうスープ

19
マカロニクリームに ポテトスープ はながたおこのみやき

ちゅうかどん チキンカレー
(小麦・大豆) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

16

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

カレー ミネストローネ とうふハンバーグ

394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g 351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

12
ふりかえきゅうじつ

13 14 15

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

カレー

さっくりのミニメンチカツ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

26 27 28

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりのからあげ

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・大豆)

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

カツに
(卵・小麦・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6 7 8

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ベイクドエッグパンプキン

とりにくバーベキュー

9

(大豆・ごま・鶏肉)

さば　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

ごもくごはん

グリーンサラダ

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

20 21 22 23
432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

http://www.bing.com/images/search?q=1%e6%9c%88+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=E4DCF6FFB6B7B9BC21FDC56974F689BE9E42F7D1&selectedIndex=77&ccid=CHuhV/GP&simid=608010771114754388&thid=OIP.M087ba157f18fde2ca6ab323d1ae4495do0


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ

コールスロー ひとくちチーズパイ

いちごあんにんどうふ

やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー

かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ

ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン

たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ

パインかん チーズサラダ

アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん

とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば

マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の

ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示

ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム

やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー

ほうれんそうスープ

19
マカロニクリームに ポテトスープ はながたおこのみやき

ちゅうかどん チキンカレー
(小麦・大豆) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

16

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

カレー ミネストローネ とうふハンバーグ

394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g 351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

12
ふりかえきゅうじつ

13 14 15

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

カレー

さっくりのミニメンチカツ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

26 27 28

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりのからあげ

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・大豆)

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

カツに
(卵・小麦・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6 7 8

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ベイクドエッグパンプキン

とりにくバーベキュー

9

(大豆・ごま・鶏肉)

はちみつ　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

ごもくごはん

グリーンサラダ

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

20 21 22 23
432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g



栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/344kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.8g

マカロニソテー ほうれんそうのごまあえ

コールスロー ひとくちチーズパイ

いちごあんにんどうふ

やさいふりかけ ふくまめ

キャベツスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) やさいあんかけ スパソテー

かにしぐれサラダ コーンサラダ

おさつスナックフライ カットオレンジ

ちゃめし

ワカメスープ

ツナマカロニ ひじきサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ほうれんそうなるといため

ミニバターロール＆クリームパン

いちご＆マーガリン

たまごスープ

むしどりサラダ やきそば キャベツ

パインかん チーズサラダ

アンパンマンふりかけ にくだんごてりやき カレーボール

わかめごはん とりそぼろごはん

とんじる

バナナ・ピーナッツ・大豆) やきそば

マカロニサラダ にしょくさっぱりいため ※（　）ｶｯｺは主菜の

ひとくちささみチーズカツ ほしがたあんにんどうふ   アレルギーを表示

ぷるりんゼリーみかん ミニバターロール＆こくもつロール 　しています。

りんごジャム

やさいスープ

※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。

たらこフレーク

シーザーサラダ

チキンナゲット・ほんのきもちチョコ

すきとおるおいしさゼリー

ほうれんそうスープ
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マカロニクリームに ポテトスープ はながたおこのみやき

ちゅうかどん チキンカレー
(小麦・大豆) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

16

(小麦・乳・大豆・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

カレー ミネストローネ とうふハンバーグ

394kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分2.0g 397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.7g　塩分0.9g

427kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分2.9g 63kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.7g　塩分0.9g 351kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.9g　塩分2.3g

12
ふりかえきゅうじつ

13 14 15

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・豚肉・鶏肉)

ハートのコロッケ

カレー

さっくりのミニメンチカツ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分2.6g

390kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分1.5g 354kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

26 27 28

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

とりのからあげ

338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.2g　塩分0.9g 374kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分2.3g

(大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・大豆)

玉葱 北海道 じゃがいも 北海道

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 千葉・埼玉
レタス 熊本・長崎・埼玉 キャベツ 埼玉・愛知

カツに
(卵・小麦・豚肉)

347kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質5.9g　塩分0.6g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15g　塩分2.5g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6 7 8

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

ベイクドエッグパンプキン

とりにくバーベキュー

9

(大豆・ごま・鶏肉)

貝類　平成 30年　2月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

ごもくごはん

グリーンサラダ

エビフライ

ブロッコリ―サラダ

(卵・小麦・大豆・鶏肉)

20 21 22 23
432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.9g

358kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.7g

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g


