
○7日は
　　七夕です
・この日は、離れて暮らす

　織姫と彦星が、一年に一度

　天の川を渡り、会うことが

　できる日です。願い事を書

　いた短冊をつるす笹の葉は、

　天に向かって大きく広がる

　ところから、願いが届きま

エネルギー 748 kcal エネルギー 810 kcal エネルギー 835 kcal 　すようにという思いで使う

たんぱく質 30.5 g　　脂質 19.4 ｇ たんぱく質 26.7 g　　脂質 28.8 ｇ たんぱく質 20.4 g　　脂質 26.8 ｇ 　ようになったと言われてい

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 　ます。

・七夕の日にそうめんを食べ

　ると病気にならないと言わ

　れています。

○食事の
　バランスを
　　考えよう！
・暑さを乗り切るためには、

　食事も重要です。

エネルギー 751 kcal エネルギー 782 kcal エネルギー 776 kcal エネルギー 742 kcal エネルギー 833 kcal 　主食、主菜、副菜のそろっ

たんぱく質 32.1 g　　脂質 25.4 ｇ たんぱく質 35.6 g　　脂質 29.4 ｇ たんぱく質 30.8 g　　脂質 22.6 ｇ たんぱく質 25 g　　脂質 15.6 ｇ たんぱく質 31.5 g　　脂質 25.6 ｇ 　たバランスの良い食事を

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 　心がけ、暑さに負けない

　からだを作りましょう！

・好きなものばかり食べたり、

　ダイエットなどで食事制限

　をしたりしていると、栄養

　バランスが崩れてしまいま

　す。献立の基本を覚えて、

　栄養バランスの良い食事を

　心がけましょう！

・チャーハンや丼は、簡単に

エネルギー 780 kcal エネルギー 806 kcal エネルギー 824 kcal エネルギー 807 kcal エネルギー 836 kcal 　調理できて食べやすいです

たんぱく質 29.1 g　　脂質 26.4 ｇ たんぱく質 35.6 g　　脂質 24.9 ｇ たんぱく質 31.5 g　　脂質 29.1 ｇ たんぱく質 26.9 g　　脂質 30.4 ｇ たんぱく質 29.4 g　　脂質 31.7 ｇ 　が、ついつい副菜を忘れて

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 かに 　しまいがちです。必ず副菜

　を加えましょう！！

エネルギー 765 kcal エネルギー 824 kcal

たんぱく質 28.4 g　　脂質 20.6 ｇ たんぱく質 31.5 g　　脂質 17.6 ｇ

アレルギー 卵 乳 小麦 アレルギー 卵 乳 小麦

エネルギー 748 kcal エネルギー 806 kcal エネルギー 740 kcal エネルギー 768 kcal エネルギー 824 kcal

たんぱく質 22.6 g　　脂質 26.9 ｇ たんぱく質 35.6 g　　脂質 31.1 ｇ たんぱく質 28 g　　脂質 26.8 ｇ たんぱく質 29.1 g　　脂質 25.4 ｇ たんぱく質 31.5 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 アレルギー 卵 乳 小麦

木 金 一口メモ

フルーツパン

チーズオムレツ

醤油フレンチ
※ポークビーンズ

　海の日 スポーツの日

2
ご飯

3
ゆかりご飯

ササミ
カリカリ揚げ 鯖の味噌煮

ソフト麺

16
ご飯

17

1
ご飯

月 火 水
チキンステーキ
マスタードソース

ハムカツ
※かき玉汁 ※つみれ汁 ※野菜スープ
海苔酢和え 菜の花胡麻和え

※ミートソース

ハムチーズフライ
※ひじきの味噌汁 ※中華スープ ※たけのこ汁 ※豆腐となめこの味噌汁 ほうれん草サラダ

6
ご飯

7
ご飯

8
ご飯

9
鮭と枝豆の混ぜご飯

10

カレー春巻き ツナサラダ 酢の物 かぼちゃサラダ

おろしポン酢
ハンバーグ 酢豚 味噌カツ 焼売

13 14
ご飯

15
ご飯ご飯

鶏の唐揚げ

蓮根金平
※高野豆腐の味噌汁

ご飯

粒コーンコロッケ ※夏野菜カレー さんまかば焼き 肉団子ケチャップ和え

大豆サラダ 春巻き ポテトサラダ かに風味サラダ
※根菜スープ 昆布和え ※豚汁 ※コーンスープ

※玉子スープ
ジャーマンポテト

24
鶏の照り焼き

20 21
ご飯

22 23

ピーマン肉詰め
フライ チキン南蛮

ハンバーグ
トマトソース

枝豆コロッケ
27

ご飯
28

ご飯
29

ご飯

菜の花サラダ
※オクラの味噌汁 ※ピリ辛スープ ※ほうれん草味噌汁 ※山菜スープ ※のっぺい汁

定期考査

切干大根煮 筍炒め きんぴらごぼう マカロニサラダ

30
ご飯

31
ご飯

鶏の天ぷら

2020

７月

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

■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。

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://tetsuoplus.com/ohana/hana_jpg/07/asagao.jpg&imgrefurl=http://tetsuoplus.com/ohana/tukibetu/07.html&h=2039&w=2039&sz=564&tbnid=HvKp_N6Lgnjq_M:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/search?q%3D7%E6%9C%88%2B%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%2B%E7%84%A1%E6%96%99%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=7%E6%9C%88+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99&usg=__nxYbSvzi_-KvewN5qh8YXQFl870=&hl=ja&sa=X&ei=6mXqT8fWIaXJmAXLyYzlAg&ved=0CBsQ9QEwBA
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwqKTJiKHeAhXGebwKHcVHC4UQjRx6BAgBEAU&url=https://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/f948b4a04de37ecbc2a673e232b02cb3.html&psig=AOvVaw0M9B8ifT9dZn8N2ZG6Z2Pc&ust=1540538843446503


※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

チキンステーキマスタードソース鶏肉、卵、乳 小麦粉、でんぷん、油

海苔酢和え 海苔 ほうれん草、もやし、人参

かきたま汁 卵、わかめ 長ネギ、人参、椎茸

ささみカリカリ揚げ 鶏肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

菜の花胡麻和え 菜の花、人参 ごま

つみれ汁 いわしつみれ 大根、人参、長ネギ、里芋

ゆかりご飯 ゆかり ご飯

鯖の味噌煮 鯖、味噌

ハムカツ ハム、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

野菜スープ キャベツ、玉ねぎ、人参、ブロッコリー

和風ハンバーグ 豚肉、卵、乳 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

カレー春巻き 鶏肉、卵、乳 長ネギ 小麦粉、カレー粉、でんぷん、油

ひじきの味噌汁 ひじき、豆腐、油揚げ、味噌 ほうれん草、人参、ねぎ

酢豚 豚肉、卵、乳 玉ねぎ、筍、人参 小麦粉、でんぷん、油

ツナサラダ ツナフレーク きゅうり、人参 ドレッシング

中華スープ 卵、わかめ 長ネギ、コーン、人参

味噌カツ 豚肉、味噌、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

酢の物 鶏肉、卵、乳 油

筍汁 油揚げ セリ、筍、きくらげ、わらび、えのき、ねぎ

鮭と枝豆の混ぜご飯 鮭、枝豆 ご飯

焼売 すり身、卵、乳 ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

かぼちゃサラダ 卵、乳 かぼちゃ、人参 マヨネーズ

豆腐となめこの味噌汁 豆腐、油揚げ、味噌 なめこ、ねぎ

ミートソーススパ 豚肉、鶏肉、卵、乳 玉ねぎ、トマト、人参 ソフト麺

ハムチーズフライ ハム、チーズ、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ほうれん草サラダ ほうれん草、人参 ドレッシング

鶏の唐揚げ 鶏肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

蓮根金平 ちくわ 蓮根、人参、椎茸 ごま

高野豆腐の味噌汁 高野豆腐、味噌 大根、人参、ねぎ

粒コーンコロッケ 卵、乳 じゃがいも、コーン、玉ねぎ、キャベツ 小麦粉、パン粉、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

根菜スープ 豚肉 ごぼう、蓮根、大根、人参

夏野菜カレー 豚肉、卵、乳 玉ねぎ、人参、じゃがいも、なす、トマト カレールー、油

春巻き 卵、乳 筍、ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

昆布和え 昆布 ブロッコリー

さんまかば焼き さんま、卵、乳 小麦粉、でんぷん、油

ポテトサラダ 卵、乳 じゃがいも、人参、玉ねぎ マヨネーズ

豚汁 豚肉、油揚げ、味噌 玉ねぎ、人参、大根、こんにゃく、ごぼう

肉団子ケチャップ和え 豚肉、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

かに風味サラダ かにかま、卵、乳 きゅうり、人参 ドレッシング

コーンスープ 卵、乳 コーン、玉ねぎ、じゃがいも 小麦粉、でんぷん、油

鶏の照り焼き 鶏肉

ジャーマンポテト ベーコン 玉ねぎ、ピーマン、人参 カレー粉

卵スープ わかめ、卵、乳 長ネギ、人参 小麦粉、でんぷん、油

フルーツパン 卵、乳 レーズン、りんご、パイナップル フルーツパン

チーズオムレツ チーズ、卵、乳 玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

醤油フレンチ キャベツ、ほうれん草、人参

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

鶏天 鶏肉、卵、乳 小麦粉、でんぷん、油

切干大根煮 油揚げ 切干大根、人参

オクラの味噌汁 オクラ、豆腐、味噌 長ネギ、人参

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

たけのこ炒め 筍、玉ねぎ、人参、ピーマン 油

ピリ辛スープ ベーコン 白菜、玉ねぎ、人参、ねぎ

チキン南蛮 鶏肉、卵、乳 キャベツ 小麦粉、でんぷん、油

きんぴらごぼう さつま揚げ ごぼう、人参 油

ほうれん草味噌汁 油揚げ、味噌 ほうれん草、ねぎ、人参

ハンバーグトマトソース 豚肉、卵、乳 トマト、玉ねぎ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

マカロニサラダ 卵、乳 玉ねぎ、人参 マカロニ、ドレッシング

山菜スープ ひじき、油揚げ セリ、筍、きくらげ、わらび、えのき、ねぎ

枝豆コロッケ 豚肉、卵、乳 玉ねぎ、人参、じゃがいも、なす、トマト カレールー、油

菜の花サラダ 鶏肉、卵、乳 インゲン、人参 小麦粉、パン粉、でんぷん、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

29(水)

30(木)

31(金)

21(火)

22(水)

6(月)

1(水)

2(木)

3(金)

16(木)

17(金)

27(月)

28(火)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

13(月)

14(火)

15(水)

2020

７ 月 ≪材料表≫


