
        平成31年　1月　老本幼稚園献立表
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

コーンサラダ

(小麦・豚肉・ごま・大豆)

(小麦・乳・大豆)

ふっくらチキントマトオムレツミネストローネ

(小麦・大豆・豚肉)

23

とりのてりやき
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉)(大豆・鶏肉)

25

469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

28 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん

324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g

ベイクドエッグパンプキン

(卵・小麦・大豆・鶏肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

7

バターロールパン（２こ）

ロールキャベツ
たらこフレーク

ブロッコリーマヨサラダ

マーガリン

マーボーとうふ

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

やわらかチーズハンバーグ

14
342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g

21

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g

29 30
517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g

行田給食センター

月 火 水 木 金
2 3 41

お休み

10 11

カレー

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉)

8 9

つくねこばん

18

オムレツﾌﾗｲ

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ

とうふハンバーグ

（小麦・卵・大豆）（小麦・乳・大豆・鶏肉）

さばカレーパンこやき

(小麦・乳)

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g

お休み お休み お休み

バンサンスー

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ) (小麦・豚肉・鶏肉)

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

(卵・大豆・鶏肉）

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・埼玉

お米 埼玉 たまねぎ 北海道

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

16 17
441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g

（大豆・豚肉・鶏肉）

きゃべつスープ

15

24

マーボーどん

ちゅうかはるまき

22

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン）

せいじんのひ

ミートボールナポリタン
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        平成31年　1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/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ

カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

りんごのさんかくつつみあげ

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 ピーナッツ
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTY3Nw--/RS=^ADBynpieHpo583DGmtteAfVEf08_es-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FDbklNUG5kMlZpZ28zODN1MjNLVmRuNjd5YUktanFyZldod2lrejM4NzB3RU1HWE1TOFZiV0ctQQRwAzQ0R0s1cTJqNXB5SUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RqZzZuamdxVGpnN00tBHBvcwMyNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 そば
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTY3Nw--/RS=^ADBynpieHpo583DGmtteAfVEf08_es-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FDbklNUG5kMlZpZ28zODN1MjNLVmRuNjd5YUktanFyZldod2lrejM4NzB3RU1HWE1TOFZiV0ctQQRwAzQ0R0s1cTJqNXB5SUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RqZzZuamdxVGpnN00tBHBvcwMyNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 乳
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 小麦粉
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTY3Nw--/RS=^ADBynpieHpo583DGmtteAfVEf08_es-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FDbklNUG5kMlZpZ28zODN1MjNLVmRuNjd5YUktanFyZldod2lrejM4NzB3RU1HWE1TOFZiV0ctQQRwAzQ0R0s1cTJqNXB5SUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RqZzZuamdxVGpnN00tBHBvcwMyNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523517/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTU3NTE-/RS=^ADBUx_4xzYlY3Wby7y_eZm_1OdLcPM-;_ylt=A2RCD099PQ5ciVEASQOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523944/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXZpbGxpbmsubmV0L2Vzb3phaS9mdWppc2FuLmh0bWw-/RS=^ADBdr3lOmFqahoa_kJy5Fl3UzQSZJY-;_ylt=A2RCKw8oPw5c9jMAfg6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779759/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzU2MTUzNTE-/RS=^ADB1kkiQbQR3eDGN_nSzBFXWbAISUg-;_ylt=A2RiouFuJhJc52AAXxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779928/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tLzIwMTcv/RS=^ADBwWPQMHY9QCnnLy2SzprRBCNhfKg-;_ylt=A2Rivb4YJxJckBEA0xuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544780282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wb3N0Y2FyZC1kZXNpZ24ubmV0LyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyU5OSVFMyU4MyVCMyVFMyU4MyU4OCVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4OS83MzguaHRtbA--/RS=^ADBAmUPb6VDNUSL8Dvfdy88DH0Xxbo-;_ylt=A2RimV15KBJcOlQAQBmU3uV7


        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 魚卵
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTY3Nw--/RS=^ADBynpieHpo583DGmtteAfVEf08_es-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FDbklNUG5kMlZpZ28zODN1MjNLVmRuNjd5YUktanFyZldod2lrejM4NzB3RU1HWE1TOFZiV0ctQQRwAzQ0R0s1cTJqNXB5SUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RqZzZuamdxVGpnN00tBHBvcwMyNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523517/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTU3NTE-/RS=^ADBUx_4xzYlY3Wby7y_eZm_1OdLcPM-;_ylt=A2RCD099PQ5ciVEASQOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523944/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXZpbGxpbmsubmV0L2Vzb3phaS9mdWppc2FuLmh0bWw-/RS=^ADBdr3lOmFqahoa_kJy5Fl3UzQSZJY-;_ylt=A2RCKw8oPw5c9jMAfg6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779759/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzU2MTUzNTE-/RS=^ADB1kkiQbQR3eDGN_nSzBFXWbAISUg-;_ylt=A2RiouFuJhJc52AAXxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779928/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tLzIwMTcv/RS=^ADBwWPQMHY9QCnnLy2SzprRBCNhfKg-;_ylt=A2Rivb4YJxJckBEA0xuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544780282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wb3N0Y2FyZC1kZXNpZ24ubmV0LyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyU5OSVFMyU4MyVCMyVFMyU4MyU4OCVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4OS83MzguaHRtbA--/RS=^ADBAmUPb6VDNUSL8Dvfdy88DH0Xxbo-;_ylt=A2RimV15KBJcOlQAQBmU3uV7


        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 山芋
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 ごま
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表キュウイ
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 はちみつ
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523078/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTY3Nw--/RS=^ADBynpieHpo583DGmtteAfVEf08_es-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FDbklNUG5kMlZpZ28zODN1MjNLVmRuNjd5YUktanFyZldod2lrejM4NzB3RU1HWE1TOFZiV0ctQQRwAzQ0R0s1cTJqNXB5SUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RqZzZuamdxVGpnN00tBHBvcwMyNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523517/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTU3NTE-/RS=^ADBUx_4xzYlY3Wby7y_eZm_1OdLcPM-;_ylt=A2RCD099PQ5ciVEASQOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544523944/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXZpbGxpbmsubmV0L2Vzb3phaS9mdWppc2FuLmh0bWw-/RS=^ADBdr3lOmFqahoa_kJy5Fl3UzQSZJY-;_ylt=A2RCKw8oPw5c9jMAfg6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779759/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMzU2MTUzNTE-/RS=^ADB1kkiQbQR3eDGN_nSzBFXWbAISUg-;_ylt=A2RiouFuJhJc52AAXxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544779928/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tLzIwMTcv/RS=^ADBwWPQMHY9QCnnLy2SzprRBCNhfKg-;_ylt=A2Rivb4YJxJckBEA0xuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544780282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wb3N0Y2FyZC1kZXNpZ24ubmV0LyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyU5OSVFMyU4MyVCMyVFMyU4MyU4OCVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4OS83MzguaHRtbA--/RS=^ADBAmUPb6VDNUSL8Dvfdy88DH0Xxbo-;_ylt=A2RimV15KBJcOlQAQBmU3uV7


        平成31年　1月　老本幼稚園献立表 貝類
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/414kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.3g　塩分/1.3g

やさいあんかけ せんきりきゃべつ バナナ・ピーナッツ・大豆) せんきりきゃべつ
だいこんサラダ ツナサラダ
りんごのさんかくつつみあげ カットオレンジ たこやき
ひじきごはん バターロールパン・メロンパン ごましおごはん

けんちんじる
ポテトスープ

やきそば ミックスベジタブル スパソテー
やさいいため ポテトサラダ

チーズぎょうざ あつやきたまご
とりそぼろごはん たらこふりかけ さけフレーク

ワンタンスープ

ブロッコリーサラダ ミックスベジタブル スパソテー せんきりリーフレタス バナナ・ピーナッツ・大豆)
だいこんのぶたにくに むしどりサラダ シーザーサラダ
ももかん ほしがたポテト えびだんご（あおのり） ひとくちまぐろかつ
やさいふりかけ たまごそぼろごはん プチプリン

いちご＆マーガリン たまごスープ
コーンポタージュスープ

せんきりきゃべつ リーフレタス マカロニソテー
いんげんごまあえ ポテトサラダ かにしぐれサラダ
とうにゅういりごもくしんじょ いちごプチシュー
ごもくごはん おかかふりかけ

※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。

だいこん 千葉・神奈川 にんじん 千葉・埼玉

レタス 熊本・長崎 きゃべつ 愛知・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 たまねぎ 北海道

たらこフレーク

385kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.6g 382kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.7g　塩分0.9g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.5g　塩分1.6g 338kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分1.4g

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

ロールキャベツ

28 29 30 31

ひじきコロッケ ｻｸｻｸえびはんぺん ミネストローネ ふっくらチキントマトオムレツ

コーンサラダ

バターロールパン（２こ）

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.8g　塩分0.9g 324kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.4g　塩分0.9g 517kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.5g　塩分2.9g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分1.0g 469kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7g　塩分2.5g

マーボーどん とりのてりやき やわらかチーズハンバーグ ピーマンにくづめフライ チキンカレー
(小麦・豚肉・ごま・大豆) (大豆・鶏肉) (小麦・乳・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.0g

21 22 23 24 25

（小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン） （大豆・豚肉・鶏肉） （小麦・乳・大豆・鶏肉） （小麦・卵・大豆）

マーボーとうふ
ミートボールナポリタン

511kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分1.3g 28kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質0.9g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.7ｇ　塩分1.4g

14 15 16 17 18

せいじんのひ ちゅうかはるまき きゃべつスープ つくねこばん オムレツﾌﾗｲ

ブロッコリーマヨサラダ バンサンスー

マーガリン

441kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.4g　塩分1.8g 342kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質6.6g　塩分1.4g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5ｇ塩分2.2ｇ 498kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.3g　塩分2.7g

とうふハンバーグ ベイクドエッグパンプキン カレー さばカレーパンこやき

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

行田給食センター

月 火 水 木 金

7 8 9 10 11

1 2 3 4

お休み お休み お休み お休み
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