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

ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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

きゃべつ
(大豆)

22

(大豆)

マグロたつたあげに

2119

おこのみｿｰｽ
はなサラダ
りんごかん
ちゃめし

ブルーベリージャム アンパンマンふりかけ

平成 31年３月　老本幼稚園献立表

(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

ポテトフライ

行田給食センター

月 火 水 木 金
1

マーボーとうふ
はるさめサラダ せんきゃべつ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g

25 28
543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g

26 27
32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

きりぼしだいこんに
えびだんご

(小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

5 6

おやこどん ワンタンスープ
(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ)

4

505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g

けんちんじる

11
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g

18 20

ベーコンポテトバーグ

(卵・小麦・大豆・ごま)(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

コーンサラダ

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g

12

たらこふりかけ

14

あかスパ リーフレタス
コールスローサラダ ごぼうサラダ

ウィンナーオムレツ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

7 8

ｻｸｻｸえびはんぺん

29

（小麦・乳）

マカロニグラタン

にくだんごてりやき
たまごそぼろごはん

428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

13

たまごスープ

カレー

15

チヂミ

443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

ちーずぎょうざ

とりそぼろごはん

きゃべつスープ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g

ピーマンにくづめフライ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g

（卵・大豆・鶏肉）

とうにゅういりごもくしんじょはながた

(小麦・大豆・豚肉)

だいこんサラダ

ツナマカロニ
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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/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい

ＰＰＰプレーンチーズ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

あかたこウィンナー

ミニバターロール

こくもつロール

※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。

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

卵　　　　平成31年3 月　老本幼稚園献立表

ポテトサラダ

とうにゅういりごもくしんじょはながた

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

4 5 6 7 8

たまごスープ

（卵・大豆・鶏肉） (小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉)

コーンサラダ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

コールスローサラダ ごぼうサラダ

にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

ちーずぎょうざ

アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ

マーボーとうふりんごかん

ちゃめし

ブルーベリージャム

きゃべつスープ

とりそぼろごはん

(大豆) (大豆)

きりぼしだいこんに

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉
人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

行田給食センター

月 火 水 木 金
1

リーフレタス

バターコーン

いりこなめし

ひなあられ

（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ リーフレタス

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
(小麦・大豆・卵・えび・ｾﾞﾗﾁﾝ) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ

はなサラダ

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

11 12 13 14 15
ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ

えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22
マグロたつたあげに けんちんじる

25 26 27 28 29
543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g
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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/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

ナッツ類　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知
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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/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

そば　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

乳　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

小麦　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

魚卵　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

山芋　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

ごま　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

キュウイ　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

はちみつ　　　　平成31　3月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
1

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/377kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.6g　塩分/1.4g

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

バナナ・ピーナッツ・大豆)

えびしゅうまい
ＰＰＰプレーンチーズ

ポテトサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
あかたこウィンナー
ミニバターロール
こくもつロール

※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。

25 26 27 28 29

きりぼしだいこんに

(大豆) (大豆)

リーフレタス

ブルーベリージャム
きゃべつスープ えびととうふのスープ

きゃべつ

18 19 20 21 22

マグロたつたあげに けんちんじる

りんごかん
ちゃめし

コールスローサラダ ごぼうサラダ
にくだんごてりやき

たらこふりかけ たまごそぼろごはん

貝類　　　　平成31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

ウィンナーオムレツ
(小麦・卵・乳・大豆・豚肉・鶏肉)

ポテトフライ

436kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分0.9g

リーフレタス
バターコーン

いりこなめし
ひなあられ

4 5 6 7

たまごスープ

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

コーンサラダ
とうにゅういりごもくしんじょはながた

8

おやこどん ベーコンポテトバーグ ワンタンスープ ｻｸｻｸえびはんぺん チキンカレー
（小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉）

だいこんサラダ あかスパ

442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質16.5g　塩分0.3g 462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.3g　塩分1.7g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.6g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.4g　塩分1.0g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.8g　塩分2.6g

11 12 13 14 15

ピーマンにくづめフライ マカロニグラタン カレー チヂミ
(小麦・大豆・豚肉) （小麦・乳） (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (卵・小麦・大豆・ごま)

ちーずぎょうざ
アンパンマンふりかけ

424kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g　塩分1.8g 308kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.6g　塩分1.7g 505kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.5g　塩分2.3g 443kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.0g　塩分1.7g

はるさめサラダ せんきゃべつ
マーボーとうふ

ツナマカロニ おこのみｿｰｽ
はなサラダ

とりそぼろごはん

543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質19.0g　塩分0.8g 32kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.5g　塩分1.9g

えびだんご

※給食に使用される主な食材・産地※

キャベツ 愛知・神奈川 大根 神奈川・千葉

人参 千葉・徳島 長葱 埼玉

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 熊本・鹿児島・愛知

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548919284/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD00MDMwNjMwOQ--/RS=%5EADBX7Vwz7K2gvgbYhFyFwmMK5kn7K0-;_ylt=A2RimE90UFFczxkAyQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548923982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3Qvc2Vhc29uL3dpbnRlci8-/RS=%5EADBM8GAe0Xtg1.ybSCBFoDTVVW33As-;_ylt=A2RimVzNYlFcelsA5RmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC95Y21heTI2LzcxMDU2MDA1Lmh0bWw-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMAvQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548924108/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vbWFyMDJfYTIxLmh0bQ--/RS=%5EADBwD6hx0LVE0QfB0whDqG6rivCglg-;_ylt=A2Rivc9LY1FcdSMA0QGU3uV7

