
○夏休みで

　生活リズムが崩れて

　いませんか？

・「早寝、早起き、朝ご飯」

　で朝、体や脳を目覚めさせ、

　１日を元気に過ごしましょ

　う。

　規則正しい生活と食事を

　心がけましょう。

エネルギー 745 kcal エネルギー 770 kcal エネルギー 748 kcal

たんぱく質 31.5 g　　脂質 27.4 ｇ たんぱく質 24.6 g　　脂質 35.3 ｇ たんぱく質 23.1 g　　脂質 22.1 ｇ

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

エネルギー 786 kcal エネルギー 719 kcal エネルギー 819 kcal エネルギー 758 kcal エネルギー 842 kcal

たんぱく質 31.5 g　　脂質 27.4 ｇ たんぱく質 19.2 g　　脂質 22.1 ｇ たんぱく質 32.5 g　　脂質 28.5 ｇ たんぱく質 27.8 g　　脂質 32.1 ｇ たんぱく質 36.4 g　　脂質 29.4 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 エビ アレルギー 卵 乳 小麦

エネルギー 786 kcal

たんぱく質 31.5 g　　脂質 27.4 ｇ

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
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。

８

夏 季 休 業

梅雨が明けると、いよいよ夏本番です。暑くなり、食欲が落ちてくるこの時期はごはんを食べる量が減ったり、冷たいものの

取りすぎで、体調を崩してしまうことがあります。「暑い⇒だるい⇒食欲がない⇒飲料水の取りすぎ⇒消化力の低下⇒食欲不振」

という悪循環が起こります。その結果体調が崩れて夏バテを起こしてしまうと言われています。

○食事は量より質を考えて摂りましょう。

消化のよい良質のたんぱく質（卵、肉、魚、牛乳など）ビタミン（野菜や果物など）、ミネラル（海藻）をバランスよく、

少しずつでもいろいろな種類の食品を摂りましょう。

○冷たいものを摂りすぎないようにしましょう。

清涼飲料水やアイスなど冷たいものを摂りすぎると、胃腸をこわしたり食欲がなくなったりしてしまいます。

○ビタミンＢ１補給を忘れずに摂りましょう。

夏場は、ビタミンＢ１の消耗が激しくなり不足しがちになります。不足すると体内に摂取された栄養をエネルギーに変換
できにくくなります。豊富に含む食材・・・豚肉、うなぎ、大豆、玄米、ほうれん草



※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

麻婆豆腐 豆腐、豚肉、味噌 長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

春巻き 卵、乳 長ねぎ、人参、筍 小麦粉、でんぷん、油

かにかまサラダ かにかま ブロッコリー、人参 ドレッシング

カレー ほき トマト

チキンカツ 鶏肉、卵、乳 長ねぎ、たけのこ、人参 小麦粉、でんぷん、油

マカロニサラダ ベーコン 小松菜、大豆、人参

わかめご飯 わかめ ご飯

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

菜の花ツナ和え 菜の花、ツナフレーク 菜の花、人参 ドレッシング

じゃがいも味噌汁 油揚げ、味噌 じゃがいも、人参、長ネギ

チキンステーキトマトソース 鶏肉 トマト 小麦粉、でんぷん、油

あじしそフライ わかめ、卵、乳 コーン 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

野菜スープ ウィンナー キャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも

味噌ラーメン 豚肉、味噌 キャベツ、玉ねぎ、もやし、人参、コーン 中華麺、小麦粉、でんぷん、油

焼売 すり身、卵、乳 長ねぎ、人参、筍 小麦粉、でんぷん、油

かぼちゃサラダ 卵、乳 かぼちゃ、人参 ドレッシング

油淋鶏 鶏肉、卵、乳 長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

いかの酢の物 いか、わかめ 玉ねぎ 小麦粉、でんぷん、油

中華コーンスープ 卵 コーン、長ネギ 小麦粉、でんぷん、油

肉じゃが 豚肉 じゃがいも、玉ねぎ、人参、こんにゃく

エビカツ エビ、卵、乳 玉ねぎ、人参 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

ツナサラダ ツナフレーク、卵、乳 赤いんげん、青インゲン、ひよこ豆 ドレッシング

たれカツ 豚肉、卵、乳、味噌 キャベツ 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

青菜の海苔酢和え 刻みのり ほうれん草、人参、もやし

厚揚げのうま煮 厚揚げ 白菜、玉ねぎ、人参 小麦粉、でんぷん、油

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

うずら卵串フライ 卵、乳 小麦粉、パン粉、でんぷん、油

豆腐となめこの味噌汁 豆腐、油揚げ、味噌 なめこ、ねぎ
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