
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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5

20

チーズいりかまぼこ

ワンタンスープ

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

21 22 23
410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g 393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

16

ピーマンにくづめフライ

349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

13 14 15

カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

えびととうふのスープ

ほしがたコロッケ

(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

平成 30年　３月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

はんぺんチーズフライ

ベーコンポテトバーグ

6 7

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

27 28

12

26

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g

19

(小麦・大豆)

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g

さっくりのミニメンチカツ

29

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

8 9

ポテトチキンロール

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

しゅんぶんのひ

30

ブロッコリーマヨサラダ

カレー

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%a2%85+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=BEDA3BAF1CEB66DE9B54A6DB8DB85C8140568414&selectedIndex=179&ccid=0VUwkaJP&simid=608003555646245232&thid=OIP.Md1553091a24f49fe5d53f6463f15a1c7o0


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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

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

19
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

23

しゅんぶんのひ

22

ベーコンポテトバーグ

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

ブロッコリーマヨサラダ

はんぺんチーズフライ

5

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

6 7 8 9

ワンタンスープ

チーズいりかまぼこ

卵　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

2

行田給食センター

月 火 水 木 金
1

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

14
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

13

2120

カレーほしがたコロッケ

29 30

えびととうふのスープ

349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

15 16

(小麦・大豆)

カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ポテトチキンロール

26 27

ピーマンにくづめフライ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

28

(小麦・卵・乳・大豆・山芋)

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g

さっくりのミニメンチカツ

12

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

(小麦・卵・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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5 6

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ
(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・大豆・豚肉)

ピーマンにくづめフライ

21 23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

19 20

えびととうふのスープ

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

1

ベーコンポテトバーグ

12

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

さっくりのミニメンチカツ

1514

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・大豆)

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

30

チーズいりかまぼこ

カレー

ナッツ類　平成 30年　　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

7

26 27 28 29

13
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

ポテトチキンロール カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

8

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

ブロッコリーマヨサラダ

9

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5 6

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ
(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・大豆・豚肉)

ピーマンにくづめフライ

21 23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

19 20

えびととうふのスープ

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

1

ベーコンポテトバーグ

12

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

さっくりのミニメンチカツ

1514

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・大豆)

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

30

チーズいりかまぼこ

カレー

そば　平成 30年　　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

7

26 27 28 29

13
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

ポテトチキンロール カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

8

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

ブロッコリーマヨサラダ

9

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

ブロッコリーマヨサラダ

チーズいりかまぼこ

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

14
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

13

えびととうふのスープ

382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

ベーコンポテトバーグ

ポテトチキンロール

5 6 7 8

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・大豆)

23

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g

カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

19

15

26 27 28 29

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

乳　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

9

1

30

12

20

ピーマンにくづめフライ

21

(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

さっくりのミニメンチカツ カレー
(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5 6

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ
(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・大豆・豚肉)

ピーマンにくづめフライ

21 23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

19 20

えびととうふのスープ

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

1

ベーコンポテトバーグ

12

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

さっくりのミニメンチカツ

1514

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・大豆)

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

30

チーズいりかまぼこ

カレー

小麦粉　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

7

26 27 28 29

13
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

ポテトチキンロール カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

8

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

ブロッコリーマヨサラダ

9

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5 6

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ
(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・大豆・豚肉)

ピーマンにくづめフライ

21 23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

19 20

えびととうふのスープ

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

1

ベーコンポテトバーグ

12

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

さっくりのミニメンチカツ

1514

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・大豆)

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

30

チーズいりかまぼこ

カレー

魚卵　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

7

26 27 28 29

13
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

ポテトチキンロール カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

8

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

ブロッコリーマヨサラダ

9

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

27 28

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

14

(小麦・大豆)

349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

19 20 21 22

さっくりのミニメンチカツ

15

ほしがたコロッケ カレー

8

ポテトチキンロール

161312

1

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

ベーコンポテトバーグ

9

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ

5 6 7

2

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

29 30

(小麦・大豆・豚肉)(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g

しゅんぶんのひ

26

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

※給食に使用される主な食材・産地※

くるみ　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

(小麦・卵・乳・大豆・山芋)

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

ブロッコリーマヨサラダ

チーズいりかまぼこ

ピーマンにくづめフライ

えびととうふのスープ



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

5 6

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ
(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・大豆・豚肉)

ピーマンにくづめフライ

21 23
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

19 20

えびととうふのスープ

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

1

ベーコンポテトバーグ

12

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

さっくりのミニメンチカツ

1514

22

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご(小麦・大豆)

しゅんぶんのひ

ほしがたコロッケ

30

チーズいりかまぼこ

カレー

山芋　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

2

7

26 27 28 29

13
349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

ポテトチキンロール カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

8

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

16

ブロッコリーマヨサラダ

9

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

28 29

21 22
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

しゅんぶんのひ

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

30

8 9

ワンタンスープはんぺんチーズフライ カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g

ブロッコリーマヨサラダ

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

5 6 7

(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

えびととうふのスープ

ベーコンポテトバーグ

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

ごま　平成 30年　　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
21

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

26 27

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

13

19 20

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ほしがたコロッケ

14 15
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

12

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・大豆)(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

カレー ピーマンにくづめフライ

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

23

16

ポテトチキンロール

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

(小麦・大豆・豚肉)

チーズいりかまぼこ



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ
チーズぎょうざ
たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)
ひじきえだまめに ベーコンやさいいため
いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ
ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー
かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ
パインかん カットオレンジ
ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる
パンプキンスープ

※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。

28 29

21 22
365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g

しゅんぶんのひ

410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

30

8 9

ワンタンスープはんぺんチーズフライ カレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g

ブロッコリーマヨサラダ

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

5 6 7

(小麦・卵・乳・大豆・山芋) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

えびととうふのスープ

ベーコンポテトバーグ

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

キウイ　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
21

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

26 27

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・埼玉・長崎

13

19 20

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ほしがたコロッケ

14 15
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

12

さっくりのミニメンチカツ

(小麦・大豆)(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

カレー ピーマンにくづめフライ

393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

23

16

ポテトチキンロール

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

(小麦・大豆・豚肉)

チーズいりかまぼこ



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ

チーズぎょうざ

たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ひじきえだまめに ベーコンやさいいため

いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ

ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー

かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ

パインかん カットオレンジ

ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる

パンプキンスープ

※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。

えびととうふのスープ

ブロッコリーマヨサラダ

チーズいりかまぼこ

20 21 22 23
393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

5 6 7 8

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

ベーコンポテトバーグ

カレー
9

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ ポテトチキンロール
(小麦・卵・乳・大豆・山芋)

さば　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

※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 熊本・埼玉・長崎
キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

3026 27 28 29

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

12
さっくりのミニメンチカツ

13 14 15

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

ほしがたコロッケ
16

19

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

しゅんぶんのひ

カレー ピーマンにくづめフライ

(小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆・豚肉)

365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g

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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ

チーズぎょうざ

たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ひじきえだまめに ベーコンやさいいため

いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ

ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー

かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ

パインかん カットオレンジ

ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる

パンプキンスープ

※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。

えびととうふのスープ

ブロッコリーマヨサラダ

チーズいりかまぼこ

20 21 22 23
393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

5 6 7 8

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

ベーコンポテトバーグ

カレー
9

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ ポテトチキンロール
(小麦・卵・乳・大豆・山芋)

はちみつ　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

※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 熊本・埼玉・長崎
キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

3026 27 28 29

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

12
さっくりのミニメンチカツ

13 14 15

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

ほしがたコロッケ
16

19

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

しゅんぶんのひ

カレー ピーマンにくづめフライ

(小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆・豚肉)

365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g



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/9.2g　塩分/2.0g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。 ツナマカロニ

ソーセージマリネ

チーズぎょうざ

たまごふりかけ

キャベツ たらこスパ バナナ・ピーナッツ・大豆)

ひじきえだまめに ベーコンやさいいため

いちごあんにんどうふ りんごダイスカット ひとくちマグロカツ

ごもくごはん ごましおごはん プチプリン

キャベツ ナポリタン バナナ・ピーナッツ・大豆) スパソテー

かにしぐれサラダ にしょくさっぱりいため コーンサラダ ひじきサラダ

パインかん カットオレンジ

ひじきごはん ミニバターロール＆ミニフランス ちゃめし

チョコレートジャム さつまじる

パンプキンスープ

※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。

えびととうふのスープ

ブロッコリーマヨサラダ

チーズいりかまぼこ

20 21 22 23
393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分2.6g

430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.4g

392kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g　塩分1.3g

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉)

5 6 7 8

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

ベーコンポテトバーグ

カレー
9

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

はんぺんチーズフライ ワンタンスープ ポテトチキンロール
(小麦・卵・乳・大豆・山芋)

貝類　平成 30年　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1 2

人参 千葉・埼玉・鹿児島・徳島 長葱 埼玉

※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 熊本・埼玉・長崎
キャベツ 愛知・埼玉 大根 千葉・神奈川

3026 27 28 29

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 349kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分0.7g

12
さっくりのミニメンチカツ

13 14 15

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

ほしがたコロッケ
16

19

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

しゅんぶんのひ

カレー ピーマンにくづめフライ

(小麦・大豆) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (小麦・大豆・豚肉)

365kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分2.2g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.7g 410kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.8g

319kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.8g　塩分1.3g


