
                       〈　ごあいさつ　〉

　　　　　　　　　色とりどりの紫陽花に、梅雨の気配を感じる時期がやってきました。

　　　　　　　　　6月は寒暖差が激しい時期です。免疫力を高め、体調管理には十分気をつけましょう。

　　　　　　　　　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 とりそぼろどん しろみざかなフライ、　かぼちゃのあまに、　カリフラワーのソテー 386kcal 鶏肉、卵、カレイ、ほき、豚肉、えそ 米、砂糖、小麦粉、マーガリン、パン粉 生姜、レーズン、かぼちゃ、カリフラワー、玉ねぎ、バナナ

（木） レーズンパン ももいろさつま、　バナナ 10.7g たちうお、たら 油、澱粉 レモン果汁

2 あおなおにぎり クリームシチュー、　ボロニアソーセージ、　ブロッコリーのスープに 327 卵、牛乳、鶏肉、脱脂粉乳、チーズ、豚肉 米、小麦粉、小麦胚芽、ライ麦粉、砂糖 しそ、大根葉、玉ねぎ、人参、コーン、ブロッコリー

（金） はいがパン オレンジ 9.8 マーガリン、じゃがいも、澱粉、油 オレンジ

5 とりたつたのくろずあん　、　やさいとわかめのとうにゅうよせ、　かいせんぎょうざ 430 鶏肉、卵、豆乳、たら、ほっけ、えび 米、小麦粉、澱粉、砂糖、油 にんにく、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、わかめ、さやえんどう

（月） こまつなのしおこんぶソテー、　ようなし 10.9 豚肉 米粉、ごま油 キャベツ、筍、小松菜、塩昆布、洋梨缶

6 あかうおのてりやき、　あつやきたまご、　こんにゃくといんげんのいためもの 385 赤魚、かつお節、卵、鶏肉、脱脂粉乳、豚肉 米、砂糖、こんにゃく、小麦粉、油 いんげん、にんにく、生姜、ひじき、むき枝豆、コーン

（火） とりのからあげ、　ひじきのナムル、　あんず 14.7 ごま、ごま油 あんず缶

7 ホットドック ローストチキン、　ハーフコーンのあまに、　ハートかまぼこ 364 卵、脱脂粉乳、豚肉、ツナ、鶏肉、かます 小麦粉、砂糖、マーガリン、澱粉、油 しめじ、玉ねぎ、コーン、ブロッコリー、りんご缶

（水） ツナときのこのわふうパスタ ブロッコリー、　あおりんごゼリー 13 ぐち、たら、ふえだい

8 ひじきおにぎり にくだんごのチリソース、　いかやさいよせやき、　ベイクドポテト 419 かつお節、しらす干し、卵、脱脂粉乳、鶏肉、豚肉 米、小麦粉、砂糖、マーガリン、澱粉 大根葉、ひじき、水菜、玉ねぎ、ねぎ、生姜

（木） クリームクロワッサン バナナ 8 牛肉、たら、いか パン粉、油、ごま油、じゃがいも、バター にんにく、あおさ、コーン、キャベツ、バナナ、レモン果汁

9 ぶたにくのさいきょうやき、　だしまきたまご、　キャベツ 430 豚肉、ゼラチン、みそ、かつお節、卵、えび 米、砂糖、油、小麦粉、パン粉 玉ねぎ、人参、キャベツ、ほうれん草、えのき、黄桃缶

（金） えびフライ、　ほうれんそうのなめたけあえ、　おうとう 13.5

12 ささみフライ、　ハムソテー、　シルバーサラダ 429 さば、ツナ、脱脂粉乳、チーズ、鶏肉、豚肉 米、じゃがいも、油、バター、小麦粉 玉ねぎ、人参、にんにく、生姜、トマト、バナナ

（月） みかん 10.7 澱粉、砂糖、はちみつ、パン粉、春雨、マヨネーズ りんご、コーン、いんげん、みかん缶

13 きのこごはん チーズポテトはるまき、　ちくわとピーマンのいためもの、　コーンしゅうまい 380 油揚げ、豚肉、いか、チーズ、いとより、えそ 米、うどん、油、小麦粉、じゃがいも まいたけ、しめじ、人参、キャベツ、生姜、ねぎ

（火） やきうどん にんじんあまに、　ベビーパイン、　プルーン 10.3 たちうお、大豆、鶏肉 砂糖、澱粉、ごま油、とうもろこし 玉ねぎ、ピーマン、パイン缶、プルーン

14 おにぎり(うめ) とりにくのスタミナやき、　だいこんのきんぴら、　トマトクリーミーフライ 494 豚肉、卵、脱脂粉乳、鶏肉、ゼラチン、牛乳 米、はちみつ、小麦粉、砂糖、マーガリン 梅、のり、りんご、にんにく、生姜、大根

（水） ウインナーパン ブロッコリーのおかかあえ、　バナナ 12.5 みそ、おから、かつお節、さば節、まぐろ節 マヨネーズ、ごま油、ごま、油、パン粉、バター 人参、玉ねぎ、トマト、ブロッコリー、バナナ、レモン果汁

15 さばのスパイスやき、　キャベツソテー、　チキンナゲット 433 さば、豚肉、鶏肉、脱脂粉乳、かつお節、卵 米、油、砂糖、小麦粉、澱粉 キャベツ、玉ねぎ、椎茸、人参、りんご缶

（木） あまずあんミートボール、　いりどうふ、　りんご 14.6 豆腐 パン粉、ごま

16 ハンバーグバーベキューソース、　ほたてふうみフライ、　スパゲティ 400 鶏肉、豚肉、たら、ほたて、卵 米、油、砂糖、澱粉、小麦粉 玉ねぎ、にんにく、人参、ほうれん草、黄桃缶

（金） にんじんグラッセ、　ほうれんそうのごまあえ、　おうとう 11 パン粉、バター、ごま

19 いなりずし ぶたにくのしぐれに、　あつやきたまご、　トマトかまぼこ 416 油揚げ、卵、チーズ、豚肉、かつお節、たら 米、砂糖、小麦粉、マーガリン、油 玉ねぎ、ごぼう、生姜、トマト、ほうれん草、ブロッコリー

（月） チーズロール ブロッコリーのスープに、　ようなし、　マンゴー 13.6 澱粉 洋梨缶、マンゴー缶

20 わかめおにぎり いかフリッターのカクテルソース、　かぼちゃのあまに、　ちくわのふくめに 352 いか、卵、たちうお 米、小麦粉、砂糖、バター、澱粉 わかめ、かぼちゃ、むき枝豆、オレンジ

（火） メロンパン むきえだまめ、　オレンジ 11.1 油

21 だんしゃくコロッケ、　やさいいため、　シュウマイ 395 豚肉、たら、鶏肉、いとより、えそ、えび 米、パン粉、じゃがいも、砂糖、澱粉 玉ねぎ、キャベツ、人参、コーン、グリーンピース、パイン缶

（水） かにかまぼこ、　マカロニサラダ、　パイン 9.3 かに、卵 油、小麦粉、マカロニ、マヨネーズ

22 ほうれんそうオムレツ、　しろみざかなフライ、　やさいとひじきのあえもの 346 鶏肉、脱脂粉乳、チーズ、卵、カレイ、ほき 米、油、じゃがいも、砂糖、バター にんにく、玉ねぎ、人参、なす、パプリカ、ズッキーニ

（木） あんず 8.6 小麦粉、澱粉、はちみつ、パン粉、ごま トマト、バナナ、りんご、ほうれん草、ひじき、えのき、キャベツ、あんず缶

23 ハンバーガー とりのからあげ、　ポテトフライ、　ハートかまぼこ 435 卵、鶏肉、豚肉、脱脂粉乳、かます、ぐち 小麦粉、砂糖、パン粉、油、マヨネーズ 玉ねぎ、にんにく、生姜、トマト、ピーマン、マッシュルーム

（金） ナポリタン バターブロッコリー、　ももゼリー 12.6 たら、ふえだい じゃがいも、澱粉、バター ブロッコリー、黄桃缶

26 おにぎり(ツナマヨネーズ) ハムカツ、　だしまきたまご、　こんにゃくといんげんのいためもの 419 卵、ツナ、鶏肉、みそ、かつお節 米、砂糖、マヨネーズ、小麦粉、小麦胚芽 玉ねぎ、のり、いんげん、人参、バナナ、レモン果汁

（月） はいがパン にんじんあまに、　バナナ 9.8 ライ麦粉、マーガリン、パン粉、澱粉、油、ごま、こんにゃく

27 さけのなかおちカツ、　やさいとわかめのとうにゅうよせ、　マカロニいため 410 鮭、ゼラチン、豆乳、豚肉、卵、鶏肉 米、小麦粉、パン粉、砂糖、マヨネーズ キャベツ、玉ねぎ、かぼちゃ、わかめ、人参、むき枝豆

（火） てりやきミートボール、　こうやどうふのふくめに、　ようなし 11.6 高野豆腐 油、澱粉、米粉、マカロニ、ごま いんげん、洋梨缶

28 ぶたにくのしょうがいため、　かぼちゃコロッケ、　キャベツ 422 豚肉、たら、いか、油揚げ 米、砂糖、油、小麦粉、パン粉 生姜、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、キャベツ、あおさ

（水） いかやさいよせやき、　きりぼしだいこんのにもの、　おうとう 11.8 じゃがいも、マーガリン、澱粉 コーン、切干大根、黄桃缶

29 ミニどん(のりべん) 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 342 ツナ、豚肉、卵、脱脂粉乳、クリームチーズ、鶏肉 米、砂糖、ごま、小麦粉、マーガリン キャベツ、玉ねぎ、生姜、にんにく、むき枝豆、ブロッコリー

（木） ハムチーズパン ブロッコリーのおかかあえ、　グレープフルーツ 12.1 えそ、たら、チーズ、おから、かつお節、さば節、まぐろ節 油、澱粉、ごま油 グレープフルーツ

30 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 431 おから、かつお節、さば節、まぐろ節、鶏肉、みそ 米、砂糖、小麦粉、黒糖、マーガリン のり、人参、キャベツ、玉ねぎ、あおさ、バナナ

（金） こくとうパン あおのりポテト、　バナナ 12.9 卵、ツナ、たら、いか 油、パン粉、澱粉、じゃがいも レモン果汁

月平均　：　脂質12.5g　　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。

☆6月4日～10日『歯と口の健康週間』 　　　　　　　　　＊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。

みなさんは、食べ物を何回くらい噛んでから飲み込んでいますか?現代は、やわらかく口当たりの良い食べ物が                    　     ＊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。

多くなり、昔と比べて噛む回数が減っていると言われています。それに伴って、生活習慣病の人やあごが細く歯
並びが悪い人が増加している問題も指摘されています。よく噛んで食べることは、食べ物を飲み込みやすくする
ためだけではなく、心や体の健康にも関わる大切なことです。一口30回を目安に、よく噛んで食べるよう心がけ

(玄米)　(小魚)　(根菜)　大根・人参・ごぼう・れんこんなど

(乾物)　切り干し大根・かんぴょう・高野豆腐など 　　　　　　　　　 龍ケ崎工場　　　　  龍ケ崎市川原代町３９９７－１　　　　TEL　０２９７－６３－０１２２（代）

(ナッツ類)　ごま・ピーナッツ・アーモンド・クルミなど 　　　　　　　　　 佐倉工場　　　　　  佐倉市神門４３９　　　　　　　　   　TEL　０４３－４９８－８５００（代）

(海藻類)　昆布・わかめ・ひじきなど

作成日：2023.4.13

ごはん

ごはん

おさかなカレーライス

ごはん

ごはん

トマトカレーライス

　　　　　　　　　 船橋工場　　　　　  船橋市三咲５－３２－２１　　　　　   TEL　０４７－４４８－１３８８（代）

〈　一口メモ　〉

　　　　　　株　式　会　社　幼　稚　園　給　食　　http://www.y-kyushoku.co.jp/
ましょう。よく噛むためのおすすめ食材を挙げましたので、積極的に食べて下さいね!

ごはん

ごはん

熱 や 力 に な る 体の調子を整える

ごはん

ごはん

　　  2023 年     6 月 の 献 立（龍ヶ崎工場）

日　付 主　食 お　か　ず 体 を つ く る



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

     

   

6 月は「食育月間」です 

 

                                                       

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

 

                                                      

                                                      

          

 
おかわり通信 

幼稚園給食Ｑ＆Ａ  
2023 年 6 月 

幼稚園給食だより 

      VOL．29 幼稚園給食は、船橋工場(本社)・佐倉工場・龍ヶ崎工場の 3 工場で 

お弁当を作っています。それぞれの工場でどんな特徴があるのかな? 

今回は、佐倉工場の工場⾧に教えてもらいましょう! 

Q.メッセージをお願いします! 

A. 皆様いつも給食を召し上がって頂きありがとうございます。この春から佐倉事業部⾧をしております、矢橋茂幸(45)です。 

美味しいと喜んで頂ける給食、安心・安全な給食づくりをモットーにパートナー・社員全員で協力し合って製造しお届けできる 

ように心がけています。お子様の笑顔の為に給食を届けていく所存でございます。 

今月は、梅雨の季節を迎えます。ひと雨ごとに緑の濃さが増してみずみずしく 

成長していきます。 

梅雨入りとともに気温、湿度が上昇してカビがはえ、食中毒も発生しやすくなる

ので、各ご家庭でも気を付けていただきたいと思います。 

私たちも、子供たちの健やかな成長のために、美味しさはもちろん、衛生面でも

より一層気を配り、園での食生活をサポートしたいと思っております。今年度も

変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。     

食育は「生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通
じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し健全な食生活を実現することが出来る人間
を育てること」をいいます。 
生涯を通して健康な心身を育む上で、「食べること」は何より大切です。ご家庭でもできることから
「食育」に取り組まれてみてはいかがでしょうか。 
 
～ 簡単にできる食育 ～ 
・食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶する            
・毎日朝ご飯を食べる 
・なるべく家族そろっての食事を心がける                    
・使用する食材の産地や旬を知る                       
 

朝ごはんは、体にプラスなことばかりです。 
 
●体温を上げることで体が活動的に。 
●血糖値を上げて脳にエネルギーを。 
●噛むことで、脳が目覚める。 
●1日の食品数が増える。 
●胃腸が活発になり、便秘解消に。 

給食時使用のスプーン・フォークに、幼稚園

名・お子さまのお名前をフルネームで付けて

いただきますようお願いいたします。回収さ

れた弁当箱に入っているお忘れ物の返却が

スムーズになります。 

旬の食材 
シマアジ、スルメイカ、 
スズメ、カンパチ 
キュウリ、オクラ、ズッキー
ニ、大葉、サヤエンドウ、 
スナップエンドウ、 
サクランボ、ビワ、メロン、 

よく「旬のものは旬に食べましょう」と言われますが、なぜでしょうか。 

旬とは、野菜にとって最も生育条件が揃った環境で育てられ、最も成熟している時期です。旬でない時期と比べると栄養価に

差があります。また、味や価格の違いもある為、旬の時期に食べるのが良いと言われています。技術の発達や輸入などにより、

通年で食べられる野菜も増えましたが、やはり美味しくて栄養価が高い時期に食べるのが一番ですね。 

栄養士コラム    

タンパク質     

肉や魚、卵や大豆などに多く   

含まれるタンパク質は、血液や  

筋肉など体の主要な部分を作る 

栄養素です。生命を維持し、エネルギー源に

もなりますので、なるべく食事にとり入れ

ましょう。    

   

佐倉工場⾧:矢橋さん 

趣味・特技    ルアーフィッシング、 ドライブ      

似ている動物   ブーブー 

好きな食べ物   美味しいお刺身 

好きな場所    美味しいものがあるところ 

座右の銘     果報は寝て待て 

100 万円あったら何する?  眺める! 

Q.幼稚園給食佐倉工場はどんな工場? 

佐倉工場は、平成１２年に開設されました。 

同じ敷地内には、平成 13 年に開設された炊飯加工センターがあ

り、おかわりくんやおにぎりを製造しています。 

佐倉工場は、3 工場の中で一番広い工場で、毎日 12,000 食の

お弁当が作られています。一生懸命つくったお給食を、みんなに美

味しく残さず食べてもらえると嬉しいです♪ 



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 とりそぼろどん 鶏肉 大豆・小麦 19 いなりずし 大豆・小麦
(木) レーズンパン ブルーベリージャムパン 大豆・小麦 (月) チーズロール いちごジャムサンド 大豆・小麦

しろみざかなフライ りんご 大豆・小麦 ぶたにくのしぐれに 豚肉 大豆・小麦
かぼちゃのあまに あつやきたまご あおのりポテト
カリフラワーのソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 トマトかまぼこ
ももいろさつま ちくわのふくめに 大豆・小麦 ブロッコリーのスープに 鶏肉
バナナ バナナ ようなし

2 あおなおにぎり マンゴー
(金) はいがパン ロールパン 大豆・小麦 20 わかめおにぎり

クリームシチュー クリームシチュー 鶏肉 大豆 (火) メロンパン レモンクリームサンド 大豆・小麦
ボロニアソーセージ 豚肉・鶏肉 小麦 いかフリッターのカクテルソース しろみざかなのカクテルソース りんご 大豆・小麦
ブロッコリーのスープに 鶏肉 かぼちゃのあまに
オレンジ オレンジ ちくわのふくめに 大豆・小麦

5 ごはん むきえだまめ 大豆
(月) とりたつたのくろずあん　 とりたつたのくろずあん 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 ごま オレンジ オレンジ

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 21 ごはん
かいせんぎょうざ ぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油 (水) だんしゃくコロッケ 豚肉 大豆・小麦
こまつなのしおこんぶソテー 豚肉 大豆・小麦 やさいいため 豚肉・鶏肉 大豆
ようなし シュウマイ シュウマイ 豚肉 小麦

6 ごはん かにかまぼこ あかかぶかまぼこ 大豆
(火) あかうおのてりやき 大豆・小麦 マカロニサラダ マカロニサラダ 豚肉 大豆・小麦

あつやきたまご ウインナー 豚肉 パイン
こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦 22 トマトカレーライス トマトカレーライス 鶏肉 大豆・小麦
とりのからあげ とりのからあげ 鶏肉 大豆・小麦 (木) ほうれんそうオムレツ ウインナー 豚肉
ひじきのナムル 豚肉 大豆・小麦 ごま油・ごま しろみざかなフライ 大豆・小麦
あんず やさいとひじきのあえもの 大豆・小麦 ごま

7 ホットドック ホットドック 豚肉 大豆・小麦 あんず
(水) ツナときのこのわふうパスタ 大豆・小麦 23 ハンバーガー ハンバーガー 豚肉・鶏肉 りんご・オレンジ 大豆・小麦 ごま

ローストチキン 鶏肉 大豆・小麦 (金) ナポリタン 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
ハーフコーンのあまに とりのからあげ とりのからあげ 鶏肉 大豆・小麦
ハートかまぼこ ポテトフライ 大豆
ブロッコリー ハートかまぼこ
あおりんごゼリー りんご 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

8 ひじきおにぎり 大豆・小麦 ももゼリー もも
(木) クリームクロワッサン マーマレードサンド オレンジ 大豆・小麦 26 おにぎり(ツナマヨネーズ) おにぎり(ツナマヨネーズ) 大豆

にくだんごのチリソース にくだんごのチリソース 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油 (月) はいがパン ロールパン 大豆・小麦
いかやさいよせやき いか ハムカツ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま
ベイクドポテト ベイクドポテト 大豆 だしまきたまご このはがたとうふよせ さば 大豆
バナナ バナナ こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦

9 ごはん にんじんあまに
(金) ぶたにくのさいきょうやき ゼラチン・豚肉 大豆 バナナ バナナ

だしまきたまご たこやき 大豆・小麦 27 ごはん
キャベツ (火) さけのなかおちカツ レバーフライ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま
えびフライ かぼちゃコロッケ 大豆・小麦 やさいとわかめのとうにゅうよせ チキンナゲット 鶏肉 大豆・小麦
ほうれんそうのなめたけあえ 大豆・小麦 マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
おうとう もも 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

12 おさかなカレーライス おさかなカレーライス 鶏肉 さば 大豆・小麦 こうやどうふのふくめに 大豆・小麦
(月) ささみフライ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ようなし

ハムソテー 豚肉・鶏肉 大豆 28 ごはん
シルバーサラダ シルバーサラダ 豚肉 大豆 (水) ぶたにくのしょうがいため 豚肉 大豆・小麦
みかん かぼちゃコロッケ 大豆・小麦

13 きのこごはん きのこごはん 大豆・小麦 キャベツ
(火) やきうどん 豚肉・鶏肉 いか りんご 大豆・小麦 いかやさいよせやき いか

チーズポテトはるまき はるまき 鶏肉 大豆・小麦 ごま油 きりぼしだいこんのにもの 大豆・小麦
ちくわとピーマンのいためもの 大豆・小麦 ごま油 おうとう もも
コーンしゅうまい 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 29 ミニどん(のりべん) ミニどん(のりべん) 鶏肉 大豆・小麦 ごま
にんじんあまに (木) ハムチーズパン ハムマヨネーズパン 豚肉 大豆・小麦
ベビーパイン あげぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油
プルーン むきえだまめのとりそぼろいため 鶏肉 大豆・小麦

14 おにぎり(うめ) チーズかまぼこ はながんものふくめに さば 大豆・小麦
(水) ウインナーパン ウインナーパン 豚肉 大豆・小麦 ブロッコリーのおかかあえ さば 大豆・小麦

とりにくのスタミナやき 鶏肉 りんご 大豆・小麦 ごま油・ごま グレープフルーツ
だいこんのきんぴら 大豆・小麦 ごま油 30 おにぎり(おかか) さば 大豆・小麦
トマトクリーミーフライ とうにゅうコロッケ ゼラチン 大豆・小麦 (金) こくとうパン りんごジャムサンド りんご 大豆・小麦
ブロッコリーのおかかあえ さば 大豆・小麦 とりにくのみそやき 鶏肉 大豆
バナナ バナナ にんじんしりしり にんじんしりしり 大豆・小麦

15 ごはん かいせんシュウマイ いか 大豆・小麦
(木) さばのスパイスやき さば 大豆 あおのりポテト

キャベツソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 バナナ バナナ
チキンナゲット チキンナゲット 鶏肉 大豆・小麦
あまずあんミートボール 鶏肉 大豆・小麦 ごま ※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
いりどうふ いりどうふ 大豆・小麦 該当28品目名 卵 えび 鶏肉 さけ やまいも 小麦 ごま
りんご りんご 乳 かに 豚肉 さば まつたけ 大豆 ごま油

16 ごはん 牛肉 いか オレンジ そば(不使用） カシューナッツ

(金) ハンバーグバーベキューソース 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 ゼラチン あわび キウイフルーツ アーモンド
ほたてふうみフライ ほたてふうみフライ 大豆・小麦 いくら もも くるみ
スパゲティ 鶏肉 大豆・小麦 りんご 落花生(不使用)

にんじんグラッセ さつまいものレモンに 大豆・小麦 ごま油 バナナ
ほうれんそうのごまあえ 大豆・小麦 ごま
おうとう もも ※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

※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

2023年 6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 とりそぼろどん 鶏肉 大豆・小麦 19 いなりずし 大豆・小麦
(木) レーズンパン 乳・卵 大豆・小麦 (月) チーズロール 乳・卵 大豆・小麦

しろみざかなフライ りんご 大豆・小麦 ぶたにくのしぐれに 豚肉 大豆・小麦
かぼちゃのあまに あつやきたまご 卵 大豆・小麦
カリフラワーのソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 トマトかまぼこ
ももいろさつま 卵 豚肉 大豆 ブロッコリーのスープに 鶏肉
バナナ バナナ ようなし

2 あおなおにぎり マンゴー
(金) はいがパン 乳・卵 大豆・小麦 20 わかめおにぎり

クリームシチュー 乳 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 (火) メロンパン 乳 小麦
ボロニアソーセージ 豚肉・鶏肉 小麦 いかフリッターのカクテルソース 卵 いか りんご 大豆・小麦
ブロッコリーのスープに 鶏肉 かぼちゃのあまに
オレンジ オレンジ ちくわのふくめに 大豆・小麦

5 ごはん むきえだまめ 大豆
(月) とりたつたのくろずあん　 卵 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 ごま オレンジ オレンジ

やさいとわかめのとうにゅうよせ 大豆 21 ごはん
かいせんぎょうざ 乳・卵 えび 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油 (水) だんしゃくコロッケ 豚肉 大豆・小麦
こまつなのしおこんぶソテー 豚肉 大豆・小麦 やさいいため 豚肉・鶏肉 大豆
ようなし シュウマイ 乳 豚肉・鶏肉 大豆・小麦

6 ごはん かにかまぼこ 卵 かに・えび
(火) あかうおのてりやき 大豆・小麦 マカロニサラダ 卵 豚肉 大豆・小麦

あつやきたまご 卵 大豆・小麦 パイン
こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦 22 トマトカレーライス 乳 豚肉・鶏肉 りんご・バナナ 大豆・小麦
とりのからあげ 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 (木) ほうれんそうオムレツ 卵 大豆
ひじきのナムル 豚肉 大豆・小麦 ごま油・ごま しろみざかなフライ 大豆・小麦
あんず やさいとひじきのあえもの 大豆・小麦 ごま

7 ホットドック 乳・卵 豚肉 大豆・小麦 あんず
(水) ツナときのこのわふうパスタ 大豆・小麦 23 ハンバーガー 乳・卵 豚肉・鶏肉 りんご・オレンジ 大豆・小麦 ごま

ローストチキン 鶏肉 大豆・小麦 (金) ナポリタン 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
ハーフコーンのあまに とりのからあげ 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦
ハートかまぼこ ポテトフライ 大豆
ブロッコリー ハートかまぼこ
あおりんごゼリー りんご バターブロッコリー 乳 鶏肉 大豆・小麦

8 ひじきおにぎり 大豆・小麦 ももゼリー もも
(木) クリームクロワッサン 乳・卵 大豆・小麦 26 おにぎり(ツナマヨネーズ) 卵 りんご 大豆

にくだんごのチリソース 乳 豚肉・鶏肉・牛肉 大豆・小麦 ごま油 (月) はいがパン 乳・卵 大豆・小麦
いかやさいよせやき いか ハムカツ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま
ベイクドポテト 乳 大豆 だしまきたまご 卵 大豆・小麦
バナナ バナナ こんにゃくといんげんのいためもの 大豆・小麦

9 ごはん にんじんあまに
(金) ぶたにくのさいきょうやき ゼラチン・豚肉 大豆 バナナ バナナ

だしまきたまご 卵 大豆・小麦 27 ごはん
キャベツ (火) さけのなかおちカツ 卵 ゼラチン さけ 大豆・小麦
えびフライ 卵 えび 大豆・小麦 やさいとわかめのとうにゅうよせ 大豆
ほうれんそうのなめたけあえ 大豆・小麦 マカロニいため 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
おうとう もも てりやきミートボール 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 ごま

12 おさかなカレーライス 乳 豚肉・鶏肉 さば りんご・バナナ 大豆・小麦 こうやどうふのふくめに 大豆・小麦
(月) ささみフライ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ようなし

ハムソテー 豚肉・鶏肉 大豆 28 ごはん
シルバーサラダ 卵 豚肉 大豆 (水) ぶたにくのしょうがいため 豚肉 大豆・小麦
みかん かぼちゃコロッケ 大豆・小麦

13 きのこごはん 乳 大豆・小麦 キャベツ
(火) やきうどん 豚肉・鶏肉 いか りんご 大豆・小麦 いかやさいよせやき いか

チーズポテトはるまき 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 きりぼしだいこんのにもの 大豆・小麦
ちくわとピーマンのいためもの 大豆・小麦 ごま油 おうとう もも
コーンしゅうまい 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 29 ミニどん(のりべん) 乳・卵 鶏肉 大豆・小麦 ごま
にんじんあまに (木) ハムチーズパン 乳・卵 豚肉・鶏肉 大豆・小麦
ベビーパイン あげぎょうざ 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 ごま油
プルーン むきえだまめのとりそぼろいため 鶏肉 大豆・小麦

14 おにぎり(うめ) チーズかまぼこ 乳・卵 小麦
(水) ウインナーパン 乳・卵 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 ブロッコリーのおかかあえ さば 大豆・小麦

とりにくのスタミナやき 鶏肉 りんご 大豆・小麦 ごま油・ごま グレープフルーツ
だいこんのきんぴら 大豆・小麦 ごま油 30 おにぎり(おかか) さば 大豆・小麦
トマトクリーミーフライ 乳 ゼラチン 大豆・小麦 (金) こくとうパン 乳 大豆・小麦
ブロッコリーのおかかあえ さば 大豆・小麦 とりにくのみそやき 鶏肉 大豆
バナナ バナナ にんじんしりしり 卵 大豆・小麦

15 ごはん かいせんシュウマイ いか 大豆・小麦
(木) さばのスパイスやき さば 大豆 あおのりポテト

キャベツソテー 豚肉・鶏肉 大豆・小麦 バナナ バナナ
チキンナゲット 乳 鶏肉 大豆・小麦
あまずあんミートボール 鶏肉 大豆・小麦 ごま ※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
いりどうふ 卵 大豆・小麦 該当28品目名 卵 えび 鶏肉 さけ やまいも 小麦 ごま
りんご りんご 乳 かに 豚肉 さば まつたけ 大豆 ごま油

16 ごはん 牛肉 いか オレンジ そば(不使用） カシューナッツ
(金) ハンバーグバーベキューソース 豚肉・鶏肉 りんご 大豆・小麦 ゼラチン あわび キウイフルーツ アーモンド

ほたてふうみフライ 卵 大豆・小麦 いくら もも くるみ
スパゲティ 鶏肉 大豆・小麦 りんご 落花生(不使用)

にんじんグラッセ 乳 バナナ
ほうれんそうのごまあえ 大豆・小麦 ごま
おうとう もも ※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

※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

2023年 6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


