
吹田市中学校給食 吹田市教育委員会令和3年 12月 献立表月 献立表

ごはんと牛乳（200ml）がつきます。 給食のときはおはしを忘れずに!!

12月16～24日分は 12月5日（日）まで追加予約ができます。

12月の給食申し込みは

インターネット

スプーンの日

スプーンの日

スプーンの日

パンの日

11月20日（土）

マークシート

11月15日（月）

韓国風寄せ揚げ
3日
（金）

3日
（金）ぶりフライ

2日
（木）

2日
（木）米粉ささみカツ

小松菜のオイスターソース炒め

豚肉とはくさいの煮物

さつまいものレモン煮　甘辛じゃこ豆

ブロッコリーのおかか和え

どて煮風　きなこだんご

たらこ人参　ソース

1日
（水）

1日
（水）

ミンチカツ

ちくわと小松菜のおかか炒め

肉じゃが　れんこんのさっぱりサラダ

茎わかめの佃煮

13日
（月）

13日
（月）

白身魚の豆乳ソース

茹でブロッコリー　イタリアンマカロニ

牛肉のしぐれ煮　白桃ゼリー

20日
（月）

20日
（月）

いか・うずら卵フライ

ピリカラこんにゃく　焼きそば風マロニー

高野豆腐の煮物　プチゼリー（りんご）

6日
（月）

6日
（月）

鶏そぼろ丼

高野豆腐の甘酢あん

しろなの煮浸し　ココア豆

14日
（火）

14日
（火）

焼 肉 風

ツナビーフン　さつまりんごきんとん

ほうれん草とえのきの煮浸し

21日
（火）

21日
（火）

キーマカレー

茎わかめと春菊のサラダ

白花豆コロッケ　黄桃缶

イタリアンドレッシング

7日
（火）

7日
（火）

ソースヒレカツ

キャベツソテー　ジャーマンポテト

ツナとひじきのさっと煮　かぶのゆず香漬け

15日
（水）

15日
（水）

とりめし
22日
（水）

22日
（水）

ウインナーピラフ

ローストチキン　マッシュポテト

米粉の豆乳プリンタルト

ブロッコリーのガーリックソテー　野菜炒め

タットリタン

ほうれん草のナムル

とうもろこしソテー　みかん（生）

さわらの柚庵焼き　はくさいのおかか

餅いなりの炊き合わせ

かぼちゃの甘煮　抹茶わらび餅

豚肉とはくさいの炒め物　野菜のグラタン　

みかん杏仁　ピリカラ小松菜

えびのチリソース煮　豆腐ナゲット

ほうれん草の磯辺和え

小松菜とコーンのソテー

じゃがいもとフランクフルトの煮物

キャベツとわかめの酢の物　甘辛ごぼう

かつおの四川風　八宝菜

平天とひじきの煮物

フルーツナタデココ

チンゲン菜と焼豚の炒め物

里芋のそぼろあん　たらこんにゃく

豚肉のノルウェー風　きんぴらごぼう

ポトフ　水菜とえのきの煮浸し

ピリカラきゅうり

8日
（水）

8日
（水）

ホッケのガーリックパン粉焼き
16日
（木）

16日
（木）

レッドホットチキン
23日
（木）

23日
（木）

ホイコーロー

コロッケ
24日
（金）

24日
（金）

9日
（木）

9日
（木）

鶏のから揚げ
17日
（金）

17日
（金）

アップルパン
10日
（金）

10日
（金）

NEW

しめ切りです。しめ切りです。

クリスマス献立

冬至献立

NE
W

NEW

NEW



吹田市中学校給食　献立表 令和３年 １２月 吹田市教育委員会
吹田市学校給食会

1 (水) 米粉ささみカツ 2 (木) ぶりフライ NEW!! 3 (金) 韓国風寄せ揚げ 6 (月) いか・うずら卵フライ 7 (火) キーマカレー
小松菜のオイスターソース炒め ブロッコリーのおかか和え タットリタン ピリカラこんにゃく 茎わかめと春菊のサラダ

豚肉とはくさいの煮物 どて煮風 ほうれん草のナムル 焼きそば風マロニー NEW!! 白花豆コロッケ

さつまいものレモン煮 きなこだんご とうもろこしソテー 高野豆腐の煮物 黄桃缶

甘辛じゃこ豆 たらこ人参 みかん（生） プチゼリー（りんご） イタリアンドレッシング

ソース

8 (水) ウインナーピラフ 9 (木) ホイコーロー 10 (金) アップルパン 13 (月) ミンチカツ 14 (火) 鶏そぼろ丼
ローストチキン えびのチリソース煮 NEW!! 豚肉のノルウェー風 ちくわと小松菜のおかか炒め 高野豆腐の甘酢あん

マッシュポテト 豆腐ナゲット NEW!! きんぴらごぼう 肉じゃが しろなの煮浸し

米粉の豆乳プリンタルト ほうれん草の磯辺和え NEW!! ポトフ れんこんのさっぱりサラダ NEW!! ココア豆

ブロッコリーのガーリックソテー 水菜とえのきの煮浸し 茎わかめの佃煮

野菜炒め ピリカラきゅうり

15 (水) ソースヒレカツ 16 (木) ﾎｯｹのｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟﾝ粉焼き 17 (金) 鶏のから揚げ 20 (月) 白身魚の豆乳ソース

キャベツソテー 豚肉とはくさいの炒め物 チンゲン菜と焼豚の炒め物 茹でブロッコリー

ジャーマンポテト 野菜のグラタン　 里芋のそぼろあん イタリアンマカロニ

ツナとひじきのさっと煮 みかん杏仁 たらこんにゃく 牛肉のしぐれ煮

かぶのゆず香漬け ピリカラ小松菜 白桃ゼリー NEW!!

21 (火) 焼肉風 22 (水) とりめし 23 (木) レッドホットチキン 24 (金) コロッケ
ツナビーフン さわらの柚庵焼き NEW!! 小松菜とコーンのソテー かつおの四川風

さつまりんごきんとん はくさいのおかか じゃがいもとフランクフルトの煮物 八宝菜

ほうれん草とえのきの煮浸し 餅いなりの炊き合わせ キャベツとわかめの酢の物 平天とひじきの煮物

かぼちゃの甘煮 甘辛ごぼう フルーツナタデココ

抹茶わらび餅

給食のときは

おはしを忘れずに！
「スプーンの日」は

おはしとスプーンがある

と食べやすい日です。

１２月の給食費は１１月１５日（月）までに納付してください。

マークシートの申込みは１１月１５日（月）締切りです。

インターネットの申込みは、

１回目（1～24日分）は１１月２０日（土）締切り、

２回目（16～24日分）は１２月５日（日）まで追加予約できます。

１回目に予約完了した１６日以降の給食は、２回目の

予約期間中でもキャンセルはできませんので、ご注意ください。

１６～２４日の給食は
インターネットのみ
１２月５日(日)まで
追加予約ができます！

スプーンの日

☆クリスマスメニュー☆

クリスマス献立

冬至献立

12月8日（水）

ローストチキン

米粉の豆乳プリンタルト

スプーンの日 スプーンの日
パンの日

定期テスト・学校行事等により、

学校ごとに給食の実施日は異なります。
献立表は全校共通で配布しています。

予約カレンダー・マークシートに表示されていない日は

給食がありませんのでご注意ください。

吹田市中学校給食予約ホームページ
PC/スマホ http://www.chugakukyu-suita.jp
携 帯 http://www.chugakukyu-suita.jp/m



アレルギー物質を含む食品の一覧 ※飲用牛乳は除く

使用日 卵 乳 小麦 えび 豚肉 鶏肉 大豆 さば りんご ごま

12月1日 ○ ○ ○ ○ ○

12月2日 ○ ○ ○

12月3日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月6日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月7日 ○ ○ ○ ○ ○

12月8日 ○ ○ ○ ○

12月9日 ○ ○ ○ ○

12月10日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月13日 ○ ○ ○ ○ ○

12月14日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月15日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月16日 ○ ○ ○ ○

12月17日 ○ ○ ○ ○ ○

12月20日 ○ ○ ○ ○ ○

12月21日 ○ ○ ○ ○ ○

12月22日 ○ ○ ○ ○

12月23日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月24日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ もも

牛肉

いか

牛肉　もも

牛肉

牛肉　もも

やまいも

特定原材料 特定原材料に準ずるもの

その他

牛肉

※給食には「落花生」 「そば 」 「かに 」は使用していません。

アレルギー物質を含む食品の一覧は、調味料・だし等に少量含まれている場合も

表示しています。（油：大豆、醤油：大豆・小麦、ｳｽﾀｰｿｰｽ：りんご、削り節：さば等）

揚げ油は同じ油で別の食材も調理しているため、アレルギー物質の溶出や混入の

可能性があります。

加工食品などの原材料の詳細を希望される方はお問い合わせください。

吹田市教育委員会 保健給食室：06-6155-8153

卒業時の返金について （3年生の保護者のみなさまへ）

給食費の残金は、来年3月下旬頃、登録申請書にご記入いただいた

銀行口座に返金します。

残金は可能な限り使い切っていただくよう、ご協力をお願いします。

（同じ学校に在学生・新入生のきょうだいがいる場合は振替ができます）

きょうだいへの振替えを希望される方や振込先の口座が

不明の方は保健給食室までお問い合わせください。

（振替えの締切は2月2８日(月)まで）

保健給食室：06-6155-8153

給食費の払込票についてのお知らせ

・３学期分（1月～3月）の払込票は12月の食券に添付して

11月末に配膳室で配付予定です。

払込票は紛失しないように大切に保管してください。

・紛失された場合はインターネットで請求することができます。

ログイン後、「マイページ」→「コンビニ払込用紙申請」をクリックし、

金額・枚数を指定してお申込みください。

（約２週間程度で学校を通じてお渡しします）

中学校給食予約システムにメールアドレスを 登録いただいた方に、

予約締切日をメールでお知らせしています！

ログイン後、「マイページ」→「メールアドレスの変更」の

画面で、ご自身のメールアドレスを登録してください。

※きょうだい等の場合でも、同じメールアドレスは登録できません。

メールアドレスを登録すると、予約締切・申込み確認の

メールを受信したり、ID・パスワードの問合せを画面上

で行うことができます。



【　毎日のエネルギーには、飲用牛乳の137kcalも含んでいます　】
たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー

36.5g 24.4g 878kcal 31.4g 28.9g 894kcal 29.6g 22.7ｇ 855kcal 34.4g 27.4g 888kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal

米粉ささみカツ 128kcal ぶりフライ 170kcal 韓国風寄せ揚げ 181kcal いか・うずら卵フライ 214kcal

(冷)ﾎﾟﾃﾄとお米のささみｶﾂ､揚げ油 (冷)天然ぶりﾌﾗｲ､揚げ油 ﾂﾅ､じゃがいも､白菜ｷﾑﾁ､玉ねぎ､にら､小麦粉 (冷)ｲｶﾌﾗｲ､(冷)うずら卵串ﾌﾗｲ､揚げ油

小松菜のオイスターソース炒め 23kcal ブロッコリーのおかか和え 8kcal 澱粉､山芋ﾊﾟｳﾀﾞｰ､塩､揚げ油 ピリカラこんにゃく 21kcal

ﾍﾞｰｺﾝ､小松菜､ﾀｹﾉｺ､ｼｮｳｶﾞ､油､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､(濃)しょうゆ､みりん､だし昆布､おかか タットリタン 99kcal こんにゃく､ごま油､(濃)しょうゆ､米酢､砂糖

(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ どて煮風 126kcal 鶏肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､砂糖､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ 唐辛子

豚肉とはくさいの煮物 87kcal 牛肉､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､料理酒､大根､人参 じゃがいも､ｷｬﾍﾞﾂ､玉ねぎ､人参､白ねぎ､油 焼きそば風マロニー 97kcal

豚肉､焼き竹輪､ﾊｸ菜､人参､青ねぎ､油､料理酒 白ねぎ､こんにゃく､油､赤だし味噌､砂糖､みりん 料理酒､みりん､塩､削り節､ごま油､ごま 豚肉､ﾏﾛﾆｰ､ｷｬﾍﾞﾂ､玉ねぎ､人参､小松菜､油

(薄)しょうゆ､砂糖､塩､削り節､澱粉 削り節､澱粉 ほうれん草のナムル 45kcal ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､(濃)しょうゆ､塩

さつまいものレモン煮 76kcal きなこだんご 85kcal 焼豚､ほうれん草､人参､切干大根､塩 ｺｼｮｳ､おかか､あおさ

さつまいも､ﾚﾓﾝ果汁､砂糖､塩 (冷)だんご､きな粉､砂糖､塩 (濃)しょうゆ､ごま､ごま油 高野豆腐の煮物 58kcal

甘辛じゃこ豆 85kcal たらこ人参 19kcal とうもろこしソテー 25kcal 高野豆腐､干し椎茸､(薄)しょうゆ､砂糖､みりん

(冷)かえりちりめん､大豆､小麦粉､澱粉､揚げ油 たらこ､人参､油､料理酒､(薄)しょうゆ ｺｰﾝ､油､(濃)しょうゆ､ﾊﾁﾐﾂ､砂糖 削り節

砂糖､(濃)しょうゆ ソース 7kcal みかん（生） 26kcal プチゼリー（りんご） 19kcal

たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー

31.2ｇ 23.0g 828kcal 35.9g 26.1g 811kcal 41.8g 29.1g 910kcal 36.7g 31.6g 861kcal

ごはん 342kcal ウインナーピラフ（大盛不可） 397kcal ごはん 342kcal アップルパン（大盛不可） 385kcal

キーマカレー 185kcal 米､ｳｲﾝﾅｰ､玉ねぎ､油､人参､(冷)鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 回鍋肉（ホイコーロー） 130kcal 豚肉のノルウェー風 253kcal

牛肉､鶏ﾚﾊﾞｰ､大豆､玉ねぎ､人参､ｴﾘﾝｷﾞ､ﾆﾝﾆｸ (薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 豚肉､ｷｬﾍﾞﾂ､玉ねぎ､人参､ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾆﾝﾆｸ､油 豚肉､小麦粉､澱粉､揚げ油､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰｿｰｽ

ｼｮｳｶﾞ､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｶﾚｰ粉､ｳｽﾀｰｿｰｽ､塩､澱粉 ローストチキン 104kcal (濃)しょうゆ､ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ､砂糖､料理酒､豆板醤 砂糖

茎わかめと春菊のサラダ 13kcal 鶏肉､(濃)しょうゆ､料理酒､ﾆﾝﾆｸ､油 澱粉 きんぴらごぼう 20kcal

茎わかめ､ｷｬﾍﾞﾂ､春菊､人参 マッシュポテト 29kcal えびのチリソース煮 85kcal ごぼう､人参､こんにゃく､油､(濃)しょうゆ

白花豆コロッケ 110kcal じゃがいも､ｺｰﾝ､塩､ｺｼｮｳ (冷)えび､料理酒､澱粉､玉ねぎ､白ねぎ､ｼｮｳｶﾞ 砂糖､みりん､料理酒

(冷)白花豆ｺﾛｯｹ､揚げ油 米粉の豆乳プリンタルト 102kcal ﾆﾝﾆｸ､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ､米酢､砂糖､(濃)しょうゆ､塩 ポトフ 40kcal

黄桃缶 20kcal 豆乳､砂糖､米粉 豆板醤､ｺｼｮｳ 鶏肉､大根､ｷｬﾍﾞﾂ､人参､玉ねぎ､ﾊﾟｾﾘ

イタリアンドレッシング小袋 21kcal ブロッコリーのガーリックソテー 18kcal 豆腐ナゲット 202kcal (冷)鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ､(薄)しょうゆ､料理酒､塩､ｺｼｮｳ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(薄)しょうゆ (冷)豆腐ﾅｹﾞｯﾄ､揚げ油 水菜とえのきの煮浸し 16kcal

野菜炒め 24kcal ほうれん草の磯辺和え 14kcal きょうな､えのき､(薄)しょうゆ､みりん､削り節

豚肉､(濃)しょうゆ､料理酒､小大豆もやし ほうれん草､油､(薄)しょうゆ､(濃)しょうゆ ピリカラきゅうり 10kcal

ﾁﾝｹﾞﾝ菜､人参､干し椎茸､油､塩､ｺﾝｿﾒ､ｺｼｮｳ きざみのり､おかか きゅうり､(濃)しょうゆ､砂糖､塩､豆板醤､ごま

ごま油

たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー

27.0g 26.4g 845kcal 38.8g 25.4ｇ 856kcal 29.7g 23.7g 809kcal 25.8g 24.9ｇ 862kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal

ミンチカツ 183kcal 鶏そぼろ丼 146kcal ソースヒレカツ 168kcal ホッケのガーリックパン粉焼き 82kcal

(冷)ﾎﾟｰｸﾐﾝﾁｶﾂ､揚げ油 鶏肉､ｼｮｳｶﾞ､油､ﾀｹﾉｺ､(濃)しょうゆ､砂糖 (冷)ﾋﾚｶﾂ､揚げ油､ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､砂糖 (冷)干ﾎｯｹ､ｺｼｮｳ､ﾊﾟﾝ粉､ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ､ﾊﾟｾﾘ

ちくわと小松菜のおかか炒め 25kcal 料理酒､そぼろ卵､ほうれん草､人参､みりん からし ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

焼き竹輪､小松菜､油､(濃)しょうゆ､みりん 高野豆腐の甘酢あん 138kcal キャベツソテー 11kcal 豚肉とはくさいの炒め物 45kcal

おかか 高野豆腐､澱粉､揚げ油､豚肉､玉ねぎ､人参､油 ｷｬﾍﾞﾂ､油､(薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 豚肉､ﾊｸ菜､人参､ﾋﾟｰﾏﾝ､油､みりん､(濃)しょうゆ

肉じゃが 90kcal 塩､(濃)しょうゆ､砂糖､米酢､料理酒､削り節 ジャーマンポテト 77kcal 塩､ｺｼｮｳ､ごま油

牛肉､料理酒､(濃)しょうゆ､じゃがいも､玉ねぎ だし昆布 ﾍﾞｰｺﾝ､じゃがいも､玉ねぎ､ｺｰﾝ､油､(濃)しょうゆ 野菜のグラタン 124kcal

人参､ｲﾝｹﾞﾝ豆､しらたき､油､砂糖､削り節 しろなの煮浸し 27kcal 塩､ｺｼｮｳ (冷)国産野菜のｸﾞﾗﾀﾝ

れんこんのさっぱりサラダ 55kcal きざみ揚げ､しろな､(薄)しょうゆ､みりん ツナとひじきのさっと煮 58kcal みかん杏仁 117kcal

ﾊﾑ､ﾚﾝｺﾝ､人参､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､米酢､ﾊﾁﾐﾂ､塩 削り節 ﾂﾅ､干ひじき､みりん､料理酒､(濃)しょうゆ 豆乳杏仁豆腐､みかん(缶)

茎わかめの佃煮 13kcal ココア豆 66kcal 削り節､ごま ピリカラ小松菜 15kcal

茎わかめ､(濃)しょうゆ､みりん､砂糖､料理酒 煎り大豆､砂糖､ｺｺｱ かぶのゆず香漬け 16kcal 小松菜､油､(濃)しょうゆ､砂糖､豆板醤､ごま

ごま かぶ､人参､米酢､(薄)しょうゆ､砂糖､塩､ゆず果汁 ごま油

たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー

39.0g 26.9g 854kcal 29.7g 27.8g 894kcal 32.4ｇ 20.4g 804kcal 34.2g 18.9g 816kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal とりめし（大盛不可） 363kcal

鶏のから揚げ 275kcal 白身魚の豆乳ソース 227kcal 焼肉風 193kcal 米､鶏肉､ごぼう､ｼｮｳｶﾞ､油､(濃)しょうゆ

鶏肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､料理酒､澱粉 (冷)白身魚のｶﾘｶﾘﾌﾗｲ､揚げ油､玉ねぎ､しめじ 牛肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､料理酒､油 料理酒､みりん､(薄)しょうゆ､削り節

揚げ油 人参､油､塩､ｺｼｮｳ､(冷)鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ､豆乳､澱粉 玉ねぎ､人参､砂糖､ｹﾁｬｯﾌﾟ､赤だし味噌､ｳｽﾀｰｿｰｽ さわらの柚庵焼き 97kcal

チンゲン菜と焼豚の炒め物 44kcal 茹でブロッコリー 5kcal 豆板醤､ごま､塩､ｺｼｮｳ､澱粉 (冷)さわら､(濃)しょうゆ､砂糖､ゆず果汁､澱粉

焼豚､ﾁﾝｹﾞﾝ菜､ｷｬﾍﾞﾂ､人参､しめじ､切干大根 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ツナビーフン 71kcal はくさいのおかか 9kcal

油､(薄)しょうゆ､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ､塩､ｺｼｮｳ イタリアンマカロニ 75kcal ﾂﾅ､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾋﾞｰﾌﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ､玉ねぎ ﾊｸ菜､小松菜､油､(濃)しょうゆ､(薄)しょうゆ

里芋のそぼろあん 46kcal ｳｲﾝﾅｰ､ﾏｶﾛﾆ､玉ねぎ､人参､ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 人参､青ねぎ､干し椎茸､油､塩､ｺｼｮｳ､ごま油 塩､おかか

豚肉､里芋､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､砂糖､料理酒 ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾄﾏﾄｿｰｽ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､(濃)しょうゆ､ｺﾝｿﾒ さつまりんごきんとん 53kcal 餅いなりの炊き合わせ 98kcal

みりん､削り節､澱粉 砂糖､ｺｼｮｳ さつまいも､りんご(缶)､砂糖 餅いなり､大根､人参､こんにゃく､(薄)しょうゆ

たらこんにゃく 10kcal 牛肉のしぐれ煮 77kcal ほうれん草とえのきの煮浸し 8kcal 砂糖､みりん､削り節

たらこ､しらたき､料理酒､(薄)しょうゆ､油 牛肉､ｼｮｳｶﾞ､料理酒､白ねぎ､油､(濃)しょうゆ ほうれん草､えのき､(薄)しょうゆ､みりん かぼちゃの甘煮 52kcal

砂糖､みりん 削り節 かぼちゃ､(濃)しょうゆ､砂糖､削り節

白桃ゼリー 31kcal 抹茶わらび餅 60kcal

たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー

33.9g 24.3g 843kcal 37.9g 23.1g 859kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal

レッドホットチキン 178kcal コロッケ 144kcal

鶏肉､料理酒､澱粉､揚げ油､ﾆﾝﾆｸ､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ (冷)ﾎﾟｰｸｺﾛｯｹ､揚げ油 エネルギー 853kcal 830kcal
ｺﾁｭｼﾞｬﾝ､砂糖､(濃)しょうゆ､豆板醤 かつおの四川風 142kcal タンパク質 16% 13～20％
小松菜とコーンのソテー 18kcal (冷)かつおなまり節､澱粉､揚げ油､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ 脂質 27% 20～30％
小松菜､ｺｰﾝ､油､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 油､(濃)しょうゆ､砂糖､みりん､豆板醤 カルシウム 359mg 450mg
じゃがいもとフランクフルトの煮物 88kcal 八宝菜 52kcal マグネシウム 107mg 120mg
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ､じゃがいも､玉ねぎ､人参､ｲﾝｹﾞﾝ豆 豚肉､(濃)しょうゆ､料理酒､ﾊｸ菜､玉ねぎ､人参 鉄 3.63mg 4.00mg
油､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ､削り節 にら､ｼｮｳｶﾞ､干し椎茸､油､(冷)鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ビタミンＡ 339μgRE 300μgRＡE

キャベツとわかめの酢の物 20kcal (薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ､澱粉､ごま油 ビタミンＢ１ 0.50mg 0.50mg
(冷)ちりめんじゃこ､わかめ､ｷｬﾍﾞﾂ､きゅうり 平天とひじきの煮物 21kcal ビタミンＢ２ 0.60mg 0.60mg
砂糖､(薄)しょうゆ､米酢､削り節 さつま揚げ､干ひじき､人参､油､(濃)しょうゆ ビタミンＣ 40mg 35mg
甘辛ごぼう 60kcal 料理酒､砂糖､削り節 食物繊維 6.3g 6.5g
ごぼう､澱粉､揚げ油､(濃)しょうゆ､砂糖､ごま フルーツナタデココ 21kcal 食塩相当量 2.5g 2.5ｇ未満

みかん(缶)､黄桃(缶)､ﾅﾀﾃﾞｺｺ

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目以降

（起算日）

吹田市中学校給食使用食材一覧表

23(木) 24(金)

12月平均値

13(月) 14(火) 15(水)

17(金) 20(月) 21(火)

1(水) 2(木) 3(金)

7(火) 8(水)

（※土日祝を除く4日目以降の給食から返金可能）

返金不可 返金可能

１
２
月
の
栄
養
価

令和３年１２月

文部科学省基準

16(木)

22(水)

6(月)

9(木) 10(金)

給食費は15日まで

納付してください。

残金は繰り越され

卒業時まで

ご使用いただけます。

残金不足の場合は

給食の申し込みが

できませんので

ご注意ください。

長期欠席に伴う返金について

インフルエンザ、入院等で連続して4日以上欠席する場合は、

保健給食室（06-6155-8153）へ電話でご連絡ください。

連絡いただいた日から４日目（土日祝を除く）以降の給食が

返金の対象になります。返金は残金に繰越されます。

※学級閉鎖・遠足・学校行事等で給食が中止になる場合は、
保健給食室にて対応しますので個別の連絡は必要ありません。

保健給食室への連絡日を起算日とします。
事後の受付はできません。


