
○食育月間
・平成17年に食育基本法が

　制定されました。毎月19日

　は「食育の日」、そして6月

　は「食育月間」となってい

　ます。生きる上での基本で

　ある「食」にさらに興味を

　持っていただけるように

　献立作成に取り組みたいと

エネルギー 804 kcal エネルギー 812 kcal エネルギー 795 kcal エネルギー 759 kcal エネルギー 821 kcal 　思っています。この機会に

たんぱく質 26.7 g　　脂質 25.4 ｇ たんぱく質 29.4 g　　脂質 28.4 ｇ たんぱく質 25.4 g　　脂質 27.8 ｇ たんぱく質 30.1 g　　脂質 21.5 ｇ たんぱく質 35.3 g　　脂質 31.1 ｇ 　ご家庭でも話し合ってみて

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 鯖 　はいかがでしょうか。

○4日～１０日
「歯と口の
　　　健康週間」
・健康で丈夫な歯を作るため

　には、歯を作る材料となる

　カルシウムをしっかりとる

　ことと、よく「かむ」こと

　が大切です。よくかんで

エネルギー 804 kcal エネルギー 812 kcal エネルギー 795 kcal エネルギー 759 kcal エネルギー 821 kcal 　食べると、、、

たんぱく質 26.7 g　　脂質 25.4 ｇ たんぱく質 29.4 g　　脂質 28.4 ｇ たんぱく質 25.4 g　　脂質 27.8 ｇ たんぱく質 30.1 g　　脂質 21.5 ｇ たんぱく質 35.3 g　　脂質 31.1 ｇ 　●肥満を予防する

アレルギー 卵 乳 小麦 かに 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 　●虫歯を予防する

　●消化・吸収をよくする

　●脳の働きをよくする

　などの効果があります。

　献立にもかみごたえのある

　食品を取り入れていますの

　で、残さず食べて丈夫な

　歯を目指しましょう。

○カルシウムの
エネルギー 804 kcal エネルギー 816 kcal エネルギー 810 kcal エネルギー 762 kcal エネルギー 788 kcal 　　　主な働き

たんぱく質 26.7 g　　脂質 25.4 ｇ たんぱく質 39.8 g　　脂質 37.2 ｇ たんぱく質 31.5 g　　脂質 29.1 ｇ たんぱく質 27 g　　脂質 25.1 ｇ たんぱく質 30.1 g　　脂質 26.5 ｇ ・骨や歯をつくり、丈夫に

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 鯖 　する、筋肉の働きを保つ、

　イライラを抑える。

　カルシウムと一緒にたん

　ぱく質を摂り、日光にあ

　たって、運動することに

　より、体内での吸収が高

　まります。

エネルギー 821 kcal エネルギー 825 kcal エネルギー 885 kcal エネルギー 836 kcal エネルギー 785 kcal

たんぱく質 31.2 g　　脂質 26.9 ｇ たんぱく質 31.2 g　　脂質 26.9 ｇ たんぱく質 28.5 g　　脂質 32.4 ｇ たんぱく質 33.3 g　　脂質 32 ｇ たんぱく質 33.1 g　　脂質 29.1 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 えび アレルギー 卵 乳 小麦

エネルギー 815 kcal エネルギー 807 kcal

たんぱく質 37.3 g　　脂質 27.4 ｇ たんぱく質 34 g　　脂質 24.3 ｇ

アレルギー 卵 乳 小麦 かに アレルギー 卵 乳 小麦
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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
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日
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が含まれています。

栄養表示には

食育の日

≪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

◎「食べることの大切さ」について考える月です！

・できるだけ家族そろって食卓をかこんでいますか？

・食事のあいさつを気持ちを込めてしていますか？

・3食、好き嫌いしないでしっかり食べていますか？

・お店で食品を買うときは、できるだけ棚の前のほうから

とっていますか？
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！
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※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

油淋鶏 鶏肉、卵、乳 長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

ほうれん草昆布和え 昆布、卵、乳 ほうれん草

なめこと豆腐の味噌汁 味噌、豆腐 なめこ、ねぎ

コッペパン、マーガリン コッペパン、マーガリン
つくねハンバーグ 鶏肉、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

バンバンジーサラダ 鶏肉、わかめ、卵、乳 きゅうり、もやし ドレッシング
コーンスープ 卵、乳 コーン、玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

ハッシュドポーク 豚肉、卵、乳 玉ねぎ、マッシュルーム 小麦粉、でんぷん、油

ベーコントマトフライ ベーコン、卵、乳 トマト、玉ねぎ 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
たれカツ 豚肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ツナサラダ ツナ、卵、乳 キャベツ、きゅうり、人参、コーン 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

中華スープ ベーコン、卵、乳 ねぎ、人参、もやし

ゆかりご飯 ゆかり ご飯

鯖の塩焼き 鯖
肉団子甘酢あん 豚肉、卵、乳 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

小松菜の味噌汁 味噌、油揚げ 小松菜、人参、玉ねぎ

チーズインハンバーグ 豚肉、チーズ、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

春巻き 豚肉、卵、乳 蓮根、人参、玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

オクラのスープ かにかま オクラ、人参、ねぎ

キーマカレー 豚肉、卵、乳 玉ねぎ カレー粉、油

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

ごぼうサラダ ツナ、卵、乳 ごぼう、人参 マヨネーズ
ハムカツ ハム、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

もろこし焼き 卵、乳 コーン、玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

ほうれん草の味噌汁 味噌、油揚げ ほうれん草、人参、ねぎ

鶏の唐揚げ 鶏肉、卵、乳 小麦粉、でんぷん、油

ミートオムレツ 豚肉、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

ポトフ風スープ ウィンナー キャベツ、玉ねぎ、人参、ブロッコリー、じゃがいも

塩野菜ラーメン 豚肉、卵、乳 キャベツ、玉ねぎ、人参、筍 中華麺、油

焼売 すり身、卵、乳 ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

ポテトサラダ 卵、乳 じゃがいも、玉ねぎ、人参 マヨネーズ
鶏の照り焼き 鶏肉

ブロッコリーサラダ 卵、乳 ブロッコリー、人参、コーン ドレッシング
筍の味噌汁 味噌、油揚げ 筍、人参、ねぎ

わかめご飯 わかめ トマト、玉ねぎ ご飯

白身魚のアクアパッツア風 白身魚 トマト、玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

揚げ餃子 豚肉、卵、乳 キャベツ、人参、ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

沢煮椀 豚肉、油揚げ こんにゃく、大根、ごぼう、人参、椎茸

肉じゃが 豚肉 じゃがいも、玉ねぎ、人参、こんにゃく

海鮮揚げ すり身、卵、乳 ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

しその実和え キャベツ、人参、しその実

肉団子おろしソース 豚肉、卵、乳 玉ねぎ、大根 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

きんぴら ごぼう、人参 油

大根の味噌汁 味噌、油揚げ 大根、人参、ねぎ

サンドパン 卵、乳 パン
鯖竜田揚げ 鯖、卵、乳 玉ねぎ、レモン汁 小麦粉、でんぷん、油

かぼちゃサラダ 卵、乳 かぼちゃ、玉ねぎ マヨネーズ
トマトスープ ベーコン、卵、乳 トマト、玉ねぎ、じゃがいも 油

焼き餃子 豚肉、卵、乳 キャベツ、ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

ほうれん草サラダ 卵、乳 ほうれん草、人参 マヨネーズ
どさんこ汁 豚肉、味噌 玉ねぎ、コーン、人参、メンマ、もやし、ねぎ

鶏天甘酢あんかけ 鶏肉、卵、乳 玉ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

マカロニサラダ ツナ、卵、乳 赤インゲン、青インゲン、ヒヨコ豆 小麦粉、でんぷん、マヨネーズ、油

のっぺい汁 鶏肉、ちくわ、こんにゃく 大根、里芋、人参、ごぼう

目玉焼きハンバーグ 豚肉、卵、乳 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 油

野菜スープ ウィンナー キャベツ、玉ねぎ、人参、ブロッコリー

エビフライ＆イカフライ エビ、いか、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

おひたし チンゲン菜、人参

筑前煮 鶏肉 ごぼう、蓮根、人参、こんにゃく、筍

カレー 豚肉、卵、乳 じゃがいも、玉ねぎ、人参 カレー粉、油

チキンカツ 鶏肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

酢の物 わかめ きゅうり、みかん

鶏の唐揚げチリソース 鶏肉、卵、乳 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

かに焼売 かに、卵、乳 長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

切干大根味噌汁 味噌、油揚げ 切干大根、人参、ねぎ

チーズコロッケ 卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ナムル ブロッコリー、人参 ごま、油

ポークビーンズ 豚肉、大豆、卵、乳 玉ねぎ、トマト、人参、じゃがいも 小麦粉、でんぷん、油
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