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

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)
スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

(小麦・乳・大豆・ｾﾞﾗﾁﾝ・鶏肉・豚肉・牛肉) （小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・乳)
だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

ほしがたコロッケ

367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g 512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

12 13

マーボーどん

ｻｸｻｸえびはんぺん

(小麦・大豆)

リーフレタスせんぎり

わかめごはん

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

25 26

9

ポテトスープ

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g

コーンスープ

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

17 18 19

なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g

マーボーどうふ

27
383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

パインかん メロンプチケーキ

31

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

16

30

ハンバーグ　きのこソース

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

23

イカやさいカツ

あつぎりハムカツ

10 11

24

さっくりのミニメンチカツ

20

(小麦・大豆・イカ)

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

平成 30年　　7月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
4 5 6

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g

うみのひ

ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご



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

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
マーボーどうふ

リーフレタスせんぎり

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

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

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

マーボーどん

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ
とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g

うみのひ

16

383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

ｻｸｻｸえびはんぺんポテトスープ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

19 20

23
400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

30

コーンスープ

26 27

福島・青森

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト

※給食に使用される主な食材・産地※

31

ほしがたコロッケ

あつぎりハムカツ

9

卵　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

6

行田給食センター

月 火 水 木 金
4 5

(小麦・大豆)

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

10 11 12 13

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2

なつやさいカレー

18
453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

17

イカやさいカツ

2524

(小麦・大豆・イカ)

わかめごはん



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

16

メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

9

あつぎりハムカツ
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし

13

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

ｻｸｻｸえびはんぺん

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

わかめごはん

5

20

コーンスープ

(小麦・大豆)

1918

キャベツ ツナマカロニ
はっぽうさい シーザーサラダ

ナッツ類　平成 30年　　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

11

17

ほしがたコロッケ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

マーボーどん なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

4

だいこんサラダ
にくだんごてりやき
とりそぼろごはん

10

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

(小麦・大豆・イカ)

ポテトスープ

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

イカやさいカツ

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

うみのひ

30 31

パインかん

※給食に使用される主な食材・産地※

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

25 27
400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

23 24



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

16

メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

9

あつぎりハムカツ
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし

13

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

ｻｸｻｸえびはんぺん

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

わかめごはん

5

20

コーンスープ

(小麦・大豆)

1918

キャベツ ツナマカロニ
はっぽうさい シーザーサラダ

そば　平成 30年　　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

11

17

ほしがたコロッケ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

マーボーどん なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

4

だいこんサラダ
にくだんごてりやき
とりそぼろごはん

10

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

(小麦・大豆・イカ)

ポテトスープ

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

イカやさいカツ

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

うみのひ

30 31

パインかん

※給食に使用される主な食材・産地※

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

25 27
400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

23 24



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ

はっぽうさい シーザーサラダ
とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん

20

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき

(小麦・大豆)

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

うみのひ

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

25

(小麦・大豆・イカ)

ｻｸｻｸえびはんぺん

コーンスープ

18

イカやさいカツ

9 10 11 12

あつぎりハムカツ

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

わかめごはん

乳　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

13

ほしがたコロッケ

16

マーボーどん

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

4 5

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

※給食に使用される主な食材・産地※

ポテトスープ

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g

なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

23

19

30 31

スパソテー

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

17

さっくりのミニメンチカツ

ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

ハンバーグ　きのこソース

24
383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

27



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

16

メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

9

あつぎりハムカツ
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし

13

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

ｻｸｻｸえびはんぺん

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

わかめごはん

5

20

コーンスープ

(小麦・大豆)

1918

キャベツ ツナマカロニ
はっぽうさい シーザーサラダ

小麦粉　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

11

17

ほしがたコロッケ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

マーボーどん なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

4

だいこんサラダ
にくだんごてりやき
とりそぼろごはん

10

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

(小麦・大豆・イカ)

ポテトスープ

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

イカやさいカツ

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

うみのひ

30 31

パインかん

※給食に使用される主な食材・産地※

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

25 27
400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

23 24



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ
パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ
とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

4

あつぎりハムカツ
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ほしがたコロッケ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

マーボーどん なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

9

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

(小麦・大豆)

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

17 20

13

イカやさいカツ ポテトスープ ｻｸｻｸえびはんぺん

コーンスープ

わかめごはん

25 27

スパソテー ひじきサラダ

10

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

魚卵　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

11

30 31

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

23 24

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・大豆・イカ)

5

16

うみのひ

1918

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ
マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー
さけフレーク

むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ
パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ
とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

4

あつぎりハムカツ
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉)

ほしがたコロッケ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

マーボーどん なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g

9

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

(小麦・大豆)

ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ

(卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

17 20

13

イカやさいカツ ポテトスープ ｻｸｻｸえびはんぺん

コーンスープ

わかめごはん

25 27

スパソテー ひじきサラダ

10

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

山芋　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g

6

11

30 31

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

23 24

※給食に使用される主な食材・産地※

(小麦・大豆・イカ)

5

16

うみのひ

1918

26

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ

さけフレーク

24

ｻｸｻｸえびはんぺん

383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー

メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

ポテトスープ

18 19
453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g 442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

16

イカやさいカツうみのひ
(小麦・大豆・イカ)

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

2725 26

わかめごはん

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

※給食に使用される主な食材・産地※

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

23

30 31

ごま　平成 30年　　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
64 5

ほしがたコロッケ

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g 512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

(小麦・大豆)

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ

20

マーボーどん

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g

12 13

さっくりのミニメンチカツあつぎりハムカツ ハンバーグ　きのこソース なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

9 10 11

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

コーンスープ

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

17

パインかん



栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

バナナ・ピーナッツ・大豆)
スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン
トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)
キャベツ キャベツ

さけフレーク

24

ｻｸｻｸえびはんぺん

383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

マカロニドレサラダ ツナサラダ
メープルプチケーキ あかタコウィンナー

メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ
ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

ポテトスープ

18 19
453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g 492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g 442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

16

イカやさいカツうみのひ
(小麦・大豆・イカ)

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ
むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん
こんぺいとう

2725 26

わかめごはん

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g 40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 人参 茨城・千葉・青森・北海道

※給食に使用される主な食材・産地※

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

23

30 31

キウイ　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
64 5

ほしがたコロッケ

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g 512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

(小麦・大豆)

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ

20

マーボーどん

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g

12 13

さっくりのミニメンチカツあつぎりハムカツ ハンバーグ　きのこソース なつやさいカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

9 10 11

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

コーンスープ

リーフレタスせんぎり
マーボーどうふ

17

パインかん



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

バナナ・ピーナッツ・大豆)

スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン

トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)

キャベツ キャベツ

マカロニドレサラダ ツナサラダ

メープルプチケーキ あかタコウィンナー

さけフレーク

16

うみのひ
17

パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ

むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

12

なつやさいカレー
13

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

あつぎりハムカツ ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ マーボーどん
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん

こんぺいとう

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・乳)

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ

にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ

18 19
402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g

(小麦・大豆)

23

コーンスープ

リーフレタスせんぎり

マーボーどうふ

26 27

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

9 10 11

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g

24 25

30 31

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

※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 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

はちみつ　平成 30年　７月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
4 5 6

ほしがたコロッケ

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g 512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g 442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

20

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

わかめごはん

ｻｸｻｸえびはんぺん
(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

イカやさいカツ ポテトスープ
(小麦・大豆・イカ)



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

バナナ・ピーナッツ・大豆)

スパサラダ

さつまじる

キャベツ バナナ・ピーナッツ・大豆)

イチゴ＆マーガリン

トマトスープ

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

※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。

(大豆・豚肉・鶏肉)

キャベツ キャベツ

マカロニドレサラダ ツナサラダ

メープルプチケーキ あかタコウィンナー

さけフレーク

16

うみのひ
17

パインかん メロンプチケーキ おさつスナックフライ ひとくちマグロカツ

ひじきごはん おかかごはん ミニバターロール＆あんぱん ぷるりんゼリーみかん

492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分2.4g 388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.1g　塩分1.0g

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

スパソテー ひじきサラダ

むしどりサラダ にしょくさっぱりいため イタリアンサラダ

12

なつやさいカレー
13

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

あつぎりハムカツ ハンバーグ　きのこソース さっくりのミニメンチカツ マーボーどん
(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (卵・小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ｾﾞﾗﾁﾝ)

とりそぼろごはん ビストロポテトポムピン とうにゅうごもくしんじょほしがた

ちゃめし しらすわかめごはん

こんぺいとう

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉） (小麦・乳)

だいこんサラダ キャベツ ツナマカロニ

にくだんごてりやき はっぽうさい シーザーサラダ

18 19
402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.0g 453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.6g　塩分1.2g

(小麦・大豆)

23

コーンスープ

リーフレタスせんぎり

マーボーどうふ

26 27

(小麦・乳・大豆・鶏肉・牛肉)

9 10 11

400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g　塩分0.8g

24 25

30 31

長葱 茨城・千葉 レタス 長野・群馬

※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 茨城・千葉・青森・北海道

大根 青森・北海道 トマト 福島・青森

貝類　平成 30年　7月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
4 5 6

ほしがたコロッケ

54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 367kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.8g　塩分1.6g 512kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分3.0g

ｴﾈﾙｷﾞｰ/378kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.1g　塩分/1.5g

2 3

カレー トマトのペンネグラタン ワンタンスープ ｻﾊﾞのカレーパンこやき

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

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.6g　塩分1.7g492kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分1.8g 442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質15.2g　塩分0.8g

20

40kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 383kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.0g　塩分1.6g

わかめごはん

ｻｸｻｸえびはんぺん
(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

イカやさいカツ ポテトスープ
(小麦・大豆・イカ)


