
                     〈　ごあいさつ　〉

                      新緑の若葉に清々しさを感じる季節になりました。 

                      入園・進級して一か月が経ちました。新しい園生活にも慣れてきましたか？

                      今月もよろしくお願いいたします。

ｴﾈﾙｷﾞ-

ﾀﾝﾊﾟｸ

1 ウインナー、　しろみざかなフライ、　やさいとひじきのあえもの 407kcal 鶏肉、脱脂粉乳、チーズ、豚肉、カレイ、シイラ 米、じゃがいも、小麦粉、澱粉、砂糖 玉ねぎ、人参、トマト、バナナ、りんご、にんにく

（月） あんず 10.1g ほき はちみつ、油、バター、パン粉、ごま ひじき、えのき、ほうれん草、キャベツ、あんず缶

2 ケチャップライス とりにくのオレンジやき、　はなやさいのソテー、　わふうオムレツ 437 卵、鶏肉、かまぼこ、たら 米、バター、油、小麦粉、砂糖 マッシュルーム、トマト、人参、グリーンピース、生姜、いよかん、みかん

（火） バニラむしパン あおのりポテト、　こいのぼりかまぼこ、　ももゼリー 11.5 澱粉、じゃがいも オレンジ、カリフラワー、ブロッコリー、玉ねぎ、こねぎ、あおさ、黄桃缶

3

（水）

4

（木）

5

（金）

8 おにぎり(ツナマヨネーズ) トンカツ、　やさいとわかめのとうにゅうよせ、　こんにゃくといんげんのいためもの 412 卵、ツナ、チーズ、豚肉、みそ、豆乳 米、砂糖、マヨネーズ、小麦粉、マーガリン 玉ねぎ、のり、かぼちゃ、わかめ、人参、いんげん

（月） チーズロール トマトかまぼこ、　オレンジ 10.5 たら パン粉、澱粉、油、ごま、米粉、こんにゃく トマト、ほうれん草、オレンジ

9 さけのなかおちカツ、　だしまきたまご、　マカロニいため 409 鮭、ゼラチン、かつお節、卵、豚肉、鶏肉 米、小麦粉、パン粉、砂糖、マヨネーズ キャベツ、玉ねぎ、枝豆、いんげん、りんご缶

（火） てりやきミートボール、　こうやどうふのふくめに、　りんご 12.1 高野豆腐 油、澱粉、マカロニ、ごま

10 たけのこごはん あげぎょうざ、　むきえだまめのとりそぼろいため、　チーズかまぼこ 412 油揚げ、豚肉、卵、脱脂粉乳、鶏肉、えそ 米、砂糖、小麦粉、マーガリン、マヨネーズ 人参、筍、キャベツ、玉ねぎ、生姜、にんにく

（水） ウインナーパン ブロッコリーのマヨネーズぞえ、　ベビーパイン、　プルーン 11.9 たら、チーズ 澱粉、ごま油、油 枝豆、ブロッコリー、パイン缶、プルーン

11 おにぎり(おかか) とりにくのみそやき、　にんじんしりしり、　かいせんシュウマイ 430 おから、かつお節、さば節、まぐろ節、卵、鶏肉 米、砂糖、小麦粉、小麦胚芽、ライ麦粉 のり、人参、キャベツ、玉ねぎ、あおさ、黄桃缶

（木） はいがパン あおのりポテト、　おうとう、　ようなし 12.8 みそ、ツナ、たら、いか マーガリン、油、パン粉、澱粉、じゃがいも 洋梨缶

12 ハンバーグきのこたまねぎソース、　ハーフコーンのあまに、　あかかぶかまぼこ 303 卵、豚肉、鶏肉、牛肉、たら 米、バター、砂糖、澱粉、油 玉ねぎ、しめじ、コーン、ほうれん草、人参、ひじき

（金） ほうれんそうのソテー、　ひじきのサラダ、　パイン 10.6 ごま 枝豆、パイン缶

15 プレーンオムレツ、　えびフライ、　ポテトサラダ 410 豚肉、卵、えび 米、小麦粉、砂糖、澱粉、油 玉ねぎ、マッシュルーム、グリーンピース、コーン

（月） あんず 10.3 パン粉、じゃがいも、マヨネーズ ブロッコリー、あんず缶

16 おにぎり(さけ) にくだんごのホワイトソース、　かぼちゃのあまに、　たこやき 444 鮭、卵、脱脂粉乳、鶏肉、豚肉、牛肉 米、小麦粉、砂糖、マーガリン、澱粉 のり、玉ねぎ、マッシュルーム、かぼちゃ、キャベツ、生姜

（火） クリームクロワッサン むきえだまめ、　オレンジ 11.8 牛乳、たこ パン粉、油、バター ねぎ、枝豆、オレンジ

17 チャーハン はるまき、　バンバンジーサラダ、　えびシュウマイ 355 なると、豚肉、ゼラチン、鶏肉、卵、たら 米、小麦粉、油、澱粉、春雨 ねぎ、パプリカ、キャベツ、生姜、人参、筍

（水） やきそば ブロッコリーのスープに、　ベビーパイン、　りんご 8.5 えび 砂糖、ごま油、ごま 玉ねぎ、椎茸、きゅうり、ブロッコリー、パイン缶、りんご缶

18 さばのスパイスやき、　わふうオムレツ、　きんぴらごぼう 457 さば、かまぼこ、卵、鶏肉、脱脂粉乳、豚肉 米、油、澱粉、砂糖、小麦粉 こねぎ、ごぼう、人参、にんにく、生姜、玉ねぎ

（木） とりのからあげ、　にくじゃが、　おうとう 15.2 じゃがいも、こんにゃく 黄桃缶

19 サイコロステーキ、　やさいとわかめのとうにゅうよせ、　キャベツ 333 鶏肉、牛肉、豆乳、ぐち、たら、豚肉 米、油、砂糖、澱粉、米粉 玉ねぎ、レモン果汁、かぼちゃ、わかめ、人参、キャベツ

（金） ちくわのいそべてんぷら、　にんじんあまに、　いんげんソテー、　ようなし 11 小麦粉 あおさ、いんげん、洋梨缶

22 コロッケパン チキンナゲット、　あつやきたまご、　ハートかまぼこ 362 卵、脱脂粉乳、鶏肉、豚肉、かつお節、かます 小麦粉、砂糖、マーガリン、パン粉、じゃがいも 玉ねぎ、人参、コーン、ブロッコリー、パイン缶、みかん缶

（月） ボロネーゼ バターブロッコリー、　フルーツゼリー 10.5 ぐち、たら、ふえだい 澱粉、油、バター

23 いなりずし とりにくのてりやき、　ビーフンいため、　ぎょうざ 423 油揚げ、鶏肉、豚肉、いとより、えそ、たら 米、砂糖、小麦粉、黒糖、マーガリン りんご、人参、キャベツ、にら、玉ねぎ、バナナ

（火） こくとうパン かにかまぼこ、　バナナ 12.9 えび、かに、卵 はちみつ、油、澱粉、米粉、ごま油 レモン果汁

24 プレーンオムレツ、　レバーフライ、　コールスローサラダ 424 豚肉、脱脂粉乳、チーズ、卵、鶏レバー 米、じゃがいも、小麦粉、澱粉、砂糖 玉ねぎ、人参、トマト、バナナ、りんご、にんにく

（水） あんず 9 はちみつ、油、バター、パン粉、マヨネーズ キャベツ、コーン、ブロッコリー、あんず缶

25 ハンバーグブラウンソース、　うずまきポテト、　スパゲティ 365 卵、豚肉、鶏肉、牛肉、脱脂粉乳 米、砂糖、小麦粉、澱粉、じゃがいも 玉ねぎ、人参、ほうれん草、りんご缶

（木） にんじんグラッセ、　ほうれんそうとベーコンのソテー、　りんご 10.1 油、バター

26 ケチャップライス チキンカツ、　はなやさいのソテー、　えびシュウマイ 403 鶏肉、卵、たら、えび、豚肉 米、バター、油、小麦粉、砂糖 マッシュルーム、トマト、人参、グリーンピース、カリフラワー

（金） メロンパン ハムステーキ、　だいがくいも 11.1 パン粉、澱粉、さつまいも、黒糖、ごま油、ごま ブロッコリー、玉ねぎ、レモン果汁

29 おにぎり(こんぶ） いかフリッターのフルーツソース、　あつやきたまご、　むきえだまめ 384 豚肉、卵、脱脂粉乳、いか、かつお節 米、砂糖、小麦粉、マーガリン、油 生姜、のり、昆布、野菜ジュース、レモン果汁、パセリ

（月） ハムマヨネーズパン ベビーパイン、　プルーン 12 マヨネーズ、澱粉 枝豆、パイン缶、プルーン

30 ぶたにくのスタミナやき、　えだまめコロッケ、　キャベツ 415 豚肉、えそ、たら、卵、チーズ、油揚げ 米、砂糖、ごま、ごま油、油 レモン果汁、にんにく、玉ねぎ、人参、枝豆、キャベツ

（火） チーズかまぼこ、　ひじきのにもの、　ようなし 12.5 大豆 小麦粉、パン粉、じゃがいも、澱粉、マーガリン ひじき、洋梨缶

31 みそつくね、　だしまきたまご、　マカロニいため 382 ゼラチン、むぎみそ、みそ、鶏肉、かつお節、卵 米、パン粉、砂糖、澱粉、油 ごぼう、筍、ねぎ、人参、玉ねぎ、枝豆

（水） にんじんかまぼこ、　ウインナー、　だいこんのにもの、　おうとう 12.4 豚肉、たら マカロニ ほうれん草、いんげん、大根、黄桃缶

月平均　：　脂質13.9g　　食塩相当量1.3g　　 　　　　　　　　　＊食品材料の入荷の都合上、献立の一部を変更させて頂く場合もありますので、ご了承ください。

　　　　　　　　　＊スプーン・フォークがあると食べやすい日には、マークがつけてあります。

☆新茶を味わおう 　　　　　　　　　＊魚の骨は出来るだけ除いておりますが、まれに骨が残っていることがありますのでご注意ください。

「夏も近づく八十八夜～」という童謡『茶摘み』のフレーズは聞いたことはありませんか？                    　     ＊アレルゲンの詳細につきましては、アレルゲン一覧表にてご確認ください。

立春(2月4日ごろ)から数えて88日目(５月初めごろ)を八十八夜といい、新茶の摘みごろです。新茶の特徴として濃厚

な香りとほんのりとした甘みがあります。冬の寒さの中で、養分を蓄えたお茶の新芽に「テアニン(アミノ酸)」という

うま味成分が多く含まれています。テアニンは、緊張を和らげて、興奮を鎮め、心身をリラックスさせる効果がある

といわれています。二番茶、三番茶になるにつれて、テアニンは減少していきます。二番茶とは一般的に煎茶のこと、

三番茶や四番茶は番茶のことをさします。

新しい生活が始まり慣れない環境などで心身ともに疲れていませんか。リラックス効果のある入浴や、ストレス発散 　　　　　　　　　 龍ケ崎工場　　　　  龍ケ崎市川原代町３９９７－１　　　　TEL　０２９７－６３－０１２２（代）

のために運動を取り入れたり、新茶を飲んで心身をリラックスさせるのもいいですね。 　　　　　　　　　 佐倉工場　　　　　  佐倉市神門４３９　　　　　　　　   　TEL　０４３－４９８－８５００（代）
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〈　一口メモ　〉

　　　　　　株　式　会　社　幼　稚　園　給　食　　http://www.y-kyushoku.co.jp/
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　　  2023 年     5 月 の 献 立（龍ヶ崎工場）

主　食 お　か　ず

　　　　　　　　　 船橋工場　　　　　  船橋市三咲５－３２－２１　　　　　   TEL　０４７－４４８－１３８８（代）
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通常食献立 代替献立 卵・乳 甲殻類 肉類ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類 通常食献立 代替献立 卵・乳 甲殻類 肉類ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類

1 チキンカレーライス チキンカレーライス 鶏肉 大豆・小麦 19 ごはん
(月) ウインナー 豚肉 (金) サイコロステーキ ぶたにくのステーキソースいため 豚肉 大豆・小麦

しろみざかなフライ 大豆・小麦 やさいとわかめのとうにゅうよせ はながんものふくめに さば 大豆・小麦
やさいとひじきのあえもの 大豆・小麦 ごま キャベツ
あんず ちくわのいそべてんぷら 大豆・小麦

2 ケチャップライス ケチャップライス 鶏肉 大豆・小麦 にんじんあまに
(火) バニラむしパン いちごクリームサンド 大豆・小麦 いんげんソテー 豚肉・鶏肉 大豆

とりにくのオレンジやき 鶏肉 オレンジ 大豆・小麦 ようなし
はなやさいのソテー 鶏肉 大豆・小麦 22 コロッケパン コロッケパン 大豆・小麦
わふうオムレツ ほしハンバーグケチャップソース 豚肉・鶏肉 りんご 大豆 (月) ボロネーゼ 豚肉 りんご 大豆・小麦
あおのりポテト チキンナゲット チキンナゲット 鶏肉 大豆・小麦
こいのぼりかまぼこ 大豆・小麦 あつやきたまご さつまいものレモンに 大豆・小麦 ごま油
ももゼリー もも ハートかまぼこ

8 おにぎり(ツナマヨネーズ) おにぎり(ツナマヨネーズ) 大豆 バターブロッコリー ブロッコリーのコンソメに 鶏肉 大豆・小麦
(月) チーズロール ブルーベリージャムパン 大豆・小麦 フルーツゼリー

トンカツ トンカツ  豚肉 大豆・小麦 ごま 23 いなりずし 大豆・小麦
やさいとわかめのとうにゅうよせ このはがたとうふよせ さば 大豆 (火) こくとうパン マーマレードパン オレンジ 大豆・小麦
こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦 とりにくのてりやき 鶏肉 りんご 大豆・小麦
トマトかまぼこ ビーフンいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
オレンジ オレンジ ぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油

9 ごはん かにかまぼこ トマトかまぼこ
(火) さけのなかおちカツ しろみざかなフライ 大豆・小麦 バナナ バナナ

だしまきたまご チキンナゲット 鶏肉 大豆・小麦 24 ポークカレーライス ポークカレーライス 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 (水) プレーンオムレツ ウインナー 豚肉
てりやきミートボール てりやきミートボール 豚肉・鶏肉 りんご・オレンジ 大豆・小麦 ごま レバーフライ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
こうやどうふのふくめに 大豆・小麦 コールスローサラダ コールスローサラダ 大豆
りんご りんご あんず

10 たけのこごはん たけのこごはん 大豆・小麦 25 ごはん
(水) ウインナーパン ウインナーパン 豚肉 大豆・小麦 (木) ハンバーグブラウンソース ハンバーグブラウンソース 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦

あげぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油 うずまきポテト ポテトフライ 大豆
むきえだまめのとりそぼろいため 鶏肉 大豆・小麦 スパゲティ 鶏肉 大豆・小麦
チーズかまぼこ ハートかまぼこ にんじんグラッセ にんじんあまに
ブロッコリーのマヨネーズぞえ ブロッコリーのマヨドレッシングあえ 大豆 ほうれんそうとベーコンのソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
ベビーパイン りんご りんご
プルーン 26 ケチャップライス ケチャップライス 鶏肉 大豆・小麦

11 おにぎり(おかか) さば 大豆・小麦 (金) メロンパン いちごジャムパン 大豆・小麦
(木) はいがパン ロールパン 大豆・小麦 チキンカツ チキンカツ 鶏肉 大豆・小麦

とりにくのみそやき 鶏肉 大豆 はなやさいのソテー 鶏肉 大豆・小麦
にんじんしりしり にんじんしりしり 大豆・小麦 えびシュウマイ シュウマイ 豚肉 小麦
かいせんシュウマイ いか 大豆・小麦 ハムステーキ 豚肉・鶏肉 大豆
あおのりポテト だいがくいも 大豆・小麦 ごま油・ごま
おうとう もも 29 おにぎり(こんぶ） 大豆・小麦
ようなし (月) ハムマヨネーズパン ハムマヨネーズパン 豚肉 大豆・小麦

12 ごはん いかフリッターのフルーツソース しろみざかなのフルーツソース りんご・オレンジ 大豆・小麦
(金) ハンバーグきのこたまねぎソース ハンバーグきのこたまねぎソース 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 あつやきたまご ハーフコーンのあまに

ハーフコーンのあまに むきえだまめ 大豆
あかかぶかまぼこ 大豆 ベビーパイン
ほうれんそうのソテー 鶏肉 大豆・小麦 プルーン
ひじきのサラダ ひじきのサラダ 豚肉 大豆 30 ごはん
パイン (火) ぶたにくのスタミナやき 豚肉 りんご 大豆・小麦 ごま油・ごま

15 ハヤシライス 豚肉 大豆・小麦 えだまめコロッケ 大豆・小麦
(月) プレーンオムレツ ハムステーキ 豚肉・鶏肉 大豆 キャベツ

えびフライ ほたてふうみフライ 大豆・小麦 チーズかまぼこ いかやさいよせやき いか
ポテトサラダ ポテトサラダ 豚肉 大豆 ひじきのにもの 大豆・小麦
あんず ようなし

16 おにぎり(さけ) さけ 大豆 31 ごはん
(火) クリームクロワッサン レモンクリームパン 大豆・小麦 (水) みそつくね ゼラチン・鶏肉 大豆・小麦

にくだんごのホワイトソース にくだんごのホワイトソース 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 だしまきたまご たこやき 大豆・小麦
かぼちゃのあまに マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
たこやき たこやき 大豆・小麦 にんじんかまぼこ 大豆
むきえだまめ 大豆 ウインナー 豚肉
オレンジ オレンジ だいこんのにもの 大豆・小麦

17 チャーハン 豚肉 大豆・小麦 おうとう もも
(水) やきそば ゼラチン・豚肉 りんご 大豆・小麦

はるまき 鶏肉 大豆・小麦 ごま油 ※アレルゲン項目 卵・乳 甲殻類 肉類・ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類

バンバンジーサラダ バンバンジーサラダ 鶏肉 大豆 該当28品目名 卵 えび 鶏肉 さけ やまいも 小麦 ごま

えびシュウマイ シュウマイ 豚肉 小麦 乳 かに 豚肉 さば まつたけ 大豆 ごま油

ブロッコリーのスープに 鶏肉 牛肉 いか オレンジ そば(不使用） カシューナッツ

ベビーパイン ゼラチン あわび キウイフルーツ アーモンド

りんご りんご いくら もも くるみ

18 ごはん りんご 落花生(不使用)

(木) さばのスパイスやき さば 大豆 バナナ

わふうオムレツ いかやさいよせやき いか
きんぴらごぼう 大豆・小麦 ※揚げ油は、ろ過して使用している為、アレルゲン一覧に記載されていないアレルゲンも含まれている可能性もあります

とりのからあげ とりのからあげ 鶏肉 大豆・小麦 ※表記してあります特定・推奨アレルゲン28項目以外は製造工場へお問い合わせ下さい

にくじゃが 豚肉 大豆・小麦
おうとう もも

2023年 5月の除去食献立アレルゲン一覧表（龍ヶ崎工場）『おかわり君』　　　　　　　　　　　株式会社　幼稚園給食



通常食献立 卵・乳 甲殻類 肉類ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類 通常食献立 卵・乳 甲殻類 肉類ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類

1 チキンカレーライス 乳 豚肉・鶏肉 りんご・バナナ 大豆・小麦 19 ごはん
(月) ウインナー 豚肉 (金) サイコロステーキ 乳 鶏肉・牛肉 大豆・小麦

しろみざかなフライ 大豆・小麦 やさいとわかめのとうにゅうよせ 大豆
やさいとひじきのあえもの 大豆・小麦 ごま キャベツ
あんず ちくわのいそべてんぷら 大豆・小麦

2 ケチャップライス 乳 豚肉・鶏肉 大豆 にんじんあまに
(火) バニラむしパン 乳・卵 大豆・小麦 いんげんソテー 豚肉・鶏肉 大豆

とりにくのオレンジやき 鶏肉 オレンジ 大豆・小麦 ようなし
はなやさいのソテー 鶏肉 大豆・小麦 22 コロッケパン 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦
わふうオムレツ 卵 大豆・小麦 (月) ボロネーゼ 豚肉 りんご 大豆・小麦
あおのりポテト チキンナゲット 乳 鶏肉 大豆・小麦
こいのぼりかまぼこ 大豆・小麦 あつやきたまご 卵 大豆・小麦
ももゼリー もも ハートかまぼこ

8 おにぎり(ツナマヨネーズ) 卵 りんご 大豆 バターブロッコリー 乳 鶏肉 大豆・小麦
(月) チーズロール 乳・卵 大豆・小麦 フルーツゼリー

トンカツ 乳・卵 豚肉 大豆・小麦 ごま 23 いなりずし 大豆・小麦
やさいとわかめのとうにゅうよせ 大豆 (火) こくとうパン 乳 大豆・小麦
こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦 とりにくのてりやき 鶏肉 りんご 大豆・小麦
トマトかまぼこ ビーフンいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
オレンジ オレンジ ぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油

9 ごはん かにかまぼこ 卵 かに・えび
(火) さけのなかおちカツ 卵 ゼラチン さけ 大豆・小麦 バナナ バナナ

だしまきたまご 卵 大豆・小麦 24 ポークカレーライス 乳 豚肉・鶏肉 りんご・バナナ 大豆・小麦
マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 (水) プレーンオムレツ 卵 大豆・小麦
てりやきミートボール 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 ごま レバーフライ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
こうやどうふのふくめに 大豆・小麦 コールスローサラダ 乳・卵 大豆
りんご りんご あんず

10 たけのこごはん 乳 大豆・小麦 25 ごはん
(水) ウインナーパン 乳・卵 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 (木) ハンバーグブラウンソース 乳・卵 豚肉・鶏肉・牛肉 りんご 大豆・小麦

あげぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油 うずまきポテト 乳 大豆
むきえだまめのとりそぼろいため 鶏肉 大豆・小麦 スパゲティ 鶏肉 大豆・小麦
チーズかまぼこ 乳・卵 小麦 にんじんグラッセ 乳
ブロッコリーのマヨネーズぞえ 卵 大豆 ほうれんそうとベーコンのソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
ベビーパイン りんご りんご
プルーン 26 ケチャップライス 乳 豚肉・鶏肉 大豆

11 おにぎり(おかか) さば 大豆・小麦 (金) メロンパン 乳 小麦
(木) はいがパン 乳・卵 大豆・小麦 チキンカツ 卵 鶏肉 大豆・小麦

とりにくのみそやき 鶏肉 大豆 はなやさいのソテー 鶏肉 大豆・小麦
にんじんしりしり 卵 大豆・小麦 えびシュウマイ 乳・卵 かに・えび 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま
かいせんシュウマイ いか 大豆・小麦 ハムステーキ 豚肉・鶏肉 大豆
あおのりポテト だいがくいも 大豆・小麦 ごま油・ごま
おうとう もも 29 おにぎり(こんぶ） 大豆・小麦
ようなし (月) ハムマヨネーズパン 乳・卵 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦

12 ごはん いかフリッターのフルーツソース 卵 いか りんご・オレンジ 大豆・小麦
(金) ハンバーグきのこたまねぎソース 乳・卵 豚肉・鶏肉・牛肉 りんご 大豆・小麦 あつやきたまご 卵 大豆・小麦

ハーフコーンのあまに むきえだまめ 大豆
あかかぶかまぼこ 大豆 ベビーパイン
ほうれんそうのソテー 鶏肉 大豆・小麦 プルーン
ひじきのサラダ 卵 豚肉 大豆・小麦 ごま 30 ごはん
パイン (火) ぶたにくのスタミナやき 豚肉 りんご 大豆・小麦 ごま油・ごま

15 ハヤシライス 豚肉 大豆・小麦 えだまめコロッケ 大豆・小麦
(月) プレーンオムレツ 卵 大豆・小麦 キャベツ

えびフライ 卵 えび 大豆・小麦 チーズかまぼこ 乳・卵 小麦
ポテトサラダ 卵 豚肉 大豆 ひじきのにもの 大豆・小麦
あんず ようなし

16 おにぎり(さけ) さけ 大豆 31 ごはん
(火) クリームクロワッサン 乳・卵 大豆・小麦 (水) みそつくね ゼラチン・鶏肉 大豆・小麦

にくだんごのホワイトソース 乳 豚肉・鶏肉・牛肉 大豆・小麦 だしまきたまご 卵 大豆・小麦
かぼちゃのあまに マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
たこやき 乳・卵 大豆・小麦 にんじんかまぼこ 大豆
むきえだまめ 大豆 ウインナー 豚肉
オレンジ オレンジ だいこんのにもの 大豆・小麦

17 チャーハン 豚肉 大豆・小麦 おうとう もも
(水) やきそば ゼラチン・豚肉 りんご 大豆・小麦

はるまき 鶏肉 大豆・小麦 ごま油 ※アレルゲン項目 卵・乳 甲殻類 肉類・ゼラチン 魚介類 野菜類・きのこ類・果物類 穀類・豆類 種実類

バンバンジーサラダ 卵 鶏肉 大豆・小麦 ごま 該当28品目名 卵 えび 鶏肉 さけ やまいも 小麦 ごま

えびシュウマイ 乳・卵 かに・えび 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま 乳 かに 豚肉 さば まつたけ 大豆 ごま油

ブロッコリーのスープに 鶏肉 牛肉 いか オレンジ そば(不使用） カシューナッツ

ベビーパイン ゼラチン あわび キウイフルーツ アーモンド

りんご りんご いくら もも くるみ

18 ごはん りんご 落花生(不使用)

(木) さばのスパイスやき さば 大豆 バナナ

わふうオムレツ 卵 大豆・小麦
きんぴらごぼう 大豆・小麦 ※揚げ油は、ろ過して使用している為、アレルゲン一覧に記載されていないアレルゲンも含まれている可能性もあります

とりのからあげ 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 ※表記してあります特定・推奨アレルゲン28項目以外は製造工場へお問い合わせ下さい

にくじゃが 豚肉 大豆・小麦
おうとう もも

2023年 5月の通常食献立アレルゲン一覧表（龍ヶ崎工場）『おかわり君』　　　　　　　　　　　株式会社　幼稚園給食


