
○みどりの日
・現在は5月4日ですが、もと

　は4月29日。自然に親しむ

　とともにその恩恵に感謝し、

　豊かな心をはぐくむ日。

○こどもの日
・5月5日はこどもの日で

　すが、「端午の節句」とも

　いいます。端午とは、中国

　で「月はじめの午(うま)の

　日」という意味があり、

　もともとは悪い日でした。

　そこで、災いをはらうため

　にしょうぶやよもぎを

　用いていました。それが

　日本に伝わり、しょうぶ湯

　などの風習が生まれました。

　この日はちまきやかしわ

　餅を食べます。

　かしわ餅のかしわの葉は、

エネルギー kcal エネルギー kcal 　新しい芽が出てこないと

たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ 　古い葉が落ちないことから、

アレルギー アレルギー 　家族が絶えないでいつまで

　も元気に続くようにという

　意味が込められています。

エネルギー kcal エネルギー kcal エネルギー kcal エネルギー kcal エネルギー kcal

たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

エネルギー kcal エネルギー エネルギー kcal エネルギー kcal エネルギー kcal

たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ たんぱく質 g　　脂質 ｇ

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

エネルギー 780 kcal エネルギー 811 kcal エネルギー 789 kcal エネルギー 741 kcal エネルギー 750 kcal

たんぱく質 37.3 g　　脂質 27.4 ｇ たんぱく質 34 g　　脂質 29.4 ｇ たんぱく質 22.5 g　　脂質 23.1 ｇ たんぱく質 24.7 g　　脂質 14.1 ｇ たんぱく質 28.9 g　　脂質 20.7 ｇ

アレルギー 卵 乳 小麦 アレルギー 卵 乳 小麦 アレルギー 卵 乳 小麦 アレルギー 卵 乳 小麦 アレルギー 卵 乳 小麦
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■献立は、仕入れの都合等により変更になる場合がございますが、

ご了承ください。
■写真はイメージです。

あたたかい汁ものを提供します！
← このマークは、

盛付けがあります。

（※印を盛付けます）
← スプーンが付きます。

≪ご飯 220g≫
エネルギー 370kcal
たんぱく質 13.4ｇ
脂質 2ｇ

≪牛乳 200ml≫
エネルギー 138kcal
たんぱく質 6.8ｇ
脂質 7.8ｇ

牛乳は
毎日付きます！

が含まれています。

栄養表示には
≪お問い合わせ≫ かりきょうフードサービス
お気づきの点等がありましたら、こちらまで連絡をお願いいたします。

お弁当専用フリーダイヤル 0120（36）2400

FAX 0257（45）2958

新潟県刈羽郡刈羽村大字下高町５６６番地

※メニューはこちらでも確認できます

http://www.karikyo.co.jp/kyusyokumenu.pdf

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E4%BA%94%E6%9C%88%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC&sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADBF_jaJP263JP263&biw=1268&bih=764&tbm=isch&tbnid=vAhAGYVbwKK46M:&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2129956197641300301/2129956261941313103&docid=HeGbjIKeOrY_RM&imgurl=http://kaze-sora.com/sozai/spring/5fuji/bg_fuji_k05.gif&w=363&h=136&ei=lcCAUaybA8KJlAXgsoFg&zoom=1&iact=rc&dur=125&page=2&tbnh=101&tbnw=272&start=31&ndsp=35&ved=1t:429,r:32,s:0,i:184&tx=174&ty=28


※使用食材（アレルギー食材）　※牛乳は毎日付きます

日付 献立名 体をつくる 体の調子を整える エネルギー源になる

ミートソース 豚肉、卵、乳 トマト、玉ねぎ ソフト麺

コロッケ 卵、乳 じゃがいも、玉ねぎ、人参、キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

菜の花サラダ 卵、乳 菜の花、人参 ドレッシング

鯖の味噌煮 鯖、味噌

ミニ春巻き 卵、乳 玉ねぎ、筍、人参、しいたけ 小麦粉、でんぷん、油

ポトフ風スープ ウィンナー、卵、乳 キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、人参

海苔の佃煮 海苔の佃煮

ピーマン肉詰めフライ 豚肉、卵、乳 ピーマン、玉ねぎ、キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ミートオムレツ 鶏肉、卵、乳 小麦粉、でんぷん、油

切干大根味噌汁 油揚げ、味噌 切干大根、人参、ねぎ

鶏天甘酢あんかけ 鶏肉、卵、乳 玉ねぎ、人参、ピーマン 小麦粉、でんぷん、油

野菜ミンチ巻 鶏肉、卵、乳 インゲン、人参 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ひじきのスープ ひじき、かにかま 小松菜、人参、コーン

和風ハンバーグ 豚肉、鶏肉、卵、乳 玉ねぎ、大根 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ブロッコリーナムル ブロッコリー、人参 油、ごま

クラムチャウダー あさり、卵、乳 玉ねぎ、じゃがいも、人参 小麦粉、でんぷん、油

さんまフライ わかめ 黒糖パン、マーガリン

ごぼうサラダ 卵、乳 ごぼう、人参 マヨネーズ

のっぺい汁 鶏肉、ちくわ、こんにゃく 大根、里芋、人参、ごぼう

黒糖パン、マーガリン わかめ 黒糖パン、マーガリン

ポテトチキンロール 鶏肉、卵、乳 じゃがいも、玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

かぼちゃサラダ 卵、乳 かぼちゃ、玉ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

ミネストローネ ベーコン、大豆 玉ねぎ、じゃがいも、人参、トマト マカロニ

麻婆豆腐 豚肉、豆腐、味噌 長ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

焼き餃子 豚肉、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

海藻サラダ わかめ、かにかま きゅうり、大根 ドレッシング

油淋鶏 鶏肉、卵、乳 キャベツ、ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

しその実和え しその実、キャベツ、人参

かぼちゃの味噌汁 味噌、油揚げ かぼちゃ、玉ねぎ、人参

ゆかりご飯 ゆかり

ぶりステーキ風 ぶり

シーザーサラダ 卵、乳 ブロッコリー、カリフラワー、コーン ドレッシング

厚揚げ旨煮 厚揚げ、豚肉 白菜、玉ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

ハムエッグフライ ハム、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

いかサラダ いか、わかめ 玉ねぎ、コーン ドレッシング

筑前煮 鶏肉 ごぼう、蓮根、人参、こんにゃく、筍

ロールキャベツ煮 豚肉、鶏肉、卵、乳 キャベツ、玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

青のりポテト 青のり じゃがいも 小麦粉、でんぷん、油

牛ゴボウ汁 牛肉 ごぼう、玉ねぎ、人参 油

チキンステーキトマトソース 鶏肉、卵、乳 トマト 小麦粉、でんぷん、油

あじシソフライ あじ、卵、乳 しそ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

山菜味噌汁 油揚げ、味噌 セリ、筍、きくらげ、わらび、えのき、ねぎ

ツナマヨコロッケ ツナ、卵、乳 キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

シーザーサラダ ベーコン、卵、乳 ブロッコリー ドレッシング

のっぺい汁 鶏肉、ちくわ、こんにゃく 大根、里芋、人参、ごぼう

ハンバーグ 豚肉、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

春巻き 筍、人参、長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

大豆サラダ 大豆、ひじき 小松菜、人参 ドレッシング

きんぴら ごぼう、人参

チキンカツ 鶏肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ポテトサラダ 卵、乳 じゃがいも、人参 マヨネーズ

大根の味噌汁 油揚げ、味噌 大根、大根葉、人参

わかめご飯 わかめ

白身魚マスタードソース ほき、卵、乳 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ミニ串カツ 豚肉、卵、乳 玉ねぎ マヨネーズ

オクラのスープ かにかま、卵、乳 オクラ、長ネギ
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≪材料表≫


