
吹田市中学校給食吹田市中学校給食 吹田市教育委員会吹田市教育委員会令和3年 10月献立表令和3年 10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!!

しめ切りです。

10月18～29日分は 10月5日（火）まで追加予約ができます。

10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

スプーンの日

パンの日

9月20日（月）

マークシート

9月15日（水）

タコライス

チキンナゲット　はくさいのゆず和え
黄桃缶

豆腐ハンバーグのおろしがけ

粉ふきいも　れんこんの素揚げ
ほうれん草のお浸し
にんじんシリシリ
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22日
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22日
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25日
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25日
（月）

26日
（火）

26日
（火）

14日
（木）

14日
（木）

15日
（金）

15日
（金）

18日
（月）

18日
（月）

6日
（水）

6日
（水）

7日
（木）

7日
（木）

8日
（金）

8日
（金）

鶏の塩麹焼き

照り焼きこんにゃく
さつまいもと豚肉のピリ辛炒め

高野豆腐のフライ　きゅうりのゆかり和え

鮭 ご 飯

かぼちゃのかき揚げ　豚肉と大根の煮物
茎わかめのサラダ　さつまいものレモン煮

和風ドレッシング小袋

焼 肉 風

炒めビーフン
水菜のお浸し

大豆のきな粉がらめ

白身魚の豆乳ソース

もやし炒め　ジャーマンポテト
しろなのごま和え
フルーツミックス

豚　丼

さばのピリッとジャン
ブルーベリータルト
小松菜の煮浸し

ハッシュドビーフ

海藻サラダ　ツナと人参のごま風味炒め
ミックスゼリー

青じそドレッシング小袋

鶏のから揚げ

チンゲン菜のソテー
高野豆腐の甘酢あん　ピリカラ小松菜

みかん缶

ジャージャー麺

いかの天ぷら
筑前煮

りんご缶　味付のり

コロッケ

キャベツのソース炒め
鶏肉と大根の煮つけ　水菜の煮浸し
カツオの甘辛　冷凍みかん

米粉ささみカツ

マッシュポテト
お米のかぼちゃマフィン
ひじきソテー　甘辛ごぼう

お好み揚げ

たらこスパゲッティ
牛肉のしぐれ煮
水菜の煮浸し

ウインナーピラフ

ホキのサクサク揚げ
フライドポテト (インカのめざめ )　さっぱりサラダ

れんこんのきんぴら　かぼちゃの甘煮

ジャーツァン豆腐

ハタハタの甘酢あん
さつまいもの黒糖きな粉がらめ

ピリカラきゅうり

スパイシーチキン

キャベツと人参のソテー
豚肉とはくさいの煮物

ごぼうサラダ　プチゼリー（りんご）

魚の天ぷら照焼ソース

豚肉とほうれん草の炒め物
きのこのぺペロンチーノ　大根とツナのさっぱり和え

フルーツナタデココ

豚のから揚げ南蛮ソース

ほうれん草のナムル
ひじきの煮物

とうもろこしソテー

ピタパン

肉団子の甘辛　キャベツのガーリックソテー
トマトスパゲッティ　白玉あずき

きゅうりのピクルス

ソースヒレカツ

キャベツソテー
鶏団子と大根の煮物

こんにゃくちりめん　フルーツ杏仁

あじの香草パン粉焼き

ほうれん草のソテー
チキンとさつまいものクリーム煮
はくさいのお浸し　ココア豆

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

目の愛護デー

ハロウィン献立



吹田市中学校給食　献立表 令和３年　１０月 吹田市教育委員会
吹田市学校給食会

1 (金) 鶏の塩麹焼き 4 (月) 豆腐ハンバーグのおろしがけ 5 (火) タコライス 6 (水) 魚の天ぷら照焼ソース 7 (木) スパイシーチキン

照り焼きこんにゃく 粉ふきいも チキンナゲット 豚肉とほうれん草の炒め物 キャベツと人参のソテー

さつまいもと豚肉のピリ辛炒め れんこんの素揚げ はくさいのゆず和え きのこのぺペロンチーノ 豚肉とはくさいの煮物

高野豆腐のフライ ほうれん草のお浸し 黄桃缶 大根とツナのさっぱり和え ごぼうサラダ

きゅうりのゆかり和え にんじんシリシリ フルーツナタデココ プチゼリー（りんご）

8 (金) 豚丼 11 (月) 白身魚の豆乳ソース 12 (火) 焼肉風 13 (水) 鮭ご飯 14 (木) ピタパン
さばのピリッとジャン もやし炒め 炒めビーフン かぼちゃのかき揚げ 肉団子の甘辛

ブルーベリータルト New‼ ジャーマンポテト 水菜のお浸し 豚肉と大根の煮物 キャベツのガーリックソテー

小松菜の煮浸し しろなのごま和え 大豆のきな粉がらめ 茎わかめのサラダ トマトスパゲッティ

フルーツミックス さつまいものレモン煮 白玉あずき

和風ドレッシング小袋 きゅうりのピクルス

15 (金) 豚のから揚げ南蛮ソース 18 (月) コロッケ 19 (火) ジャージャー麺 20 (水) 鶏のから揚げ
ほうれん草のナムル キャベツのソース炒め いかの天ぷら チンゲン菜のソテー

ひじきの煮物 鶏肉と大根の煮つけ 筑前煮 高野豆腐の甘酢あん

とうもろこしソテー New‼ かつおの甘辛 りんご缶 ピリカラ小松菜

水菜の煮浸し 味付のり みかん缶

冷凍みかん

21 (木) ハッシュドビーフ 22 (金) あじの香草パン粉焼き 25 (月) ソースヒレカツ 26 (火) ジャーツァン豆腐 27 (水) ウインナーピラフ

海藻サラダ ほうれん草のソテー キャベツソテー ハタハタの甘酢あん ホキのサクサク揚げ

ツナと人参のごま風味炒め チキンとさつまいものクリーム煮 鶏団子と大根の煮物 さつまいもの黒糖きな粉がらめ New‼フライドポテト(インカのめざめ)

ミックスゼリー はくさいのお浸し こんにゃくちりめん ピリカラきゅうり さっぱりサラダ

青じそドレッシング小袋 ココア豆 フルーツ杏仁 れんこんのきんぴら

かぼちゃの甘煮

28 (木) お好み揚げ 29 (金) 米粉ささみカツ

たらこスパゲッティ マッシュポテト

牛肉のしぐれ煮 お米のかぼちゃマフィン

水菜の煮浸し ひじきソテー New‼

甘辛ごぼう

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

18～29日の給食は
インターネットのみ
10月5日(火)まで
追加予約ができます!!

10月の給食費は9月15日(水）までに納付してください。

マークシートの申込みは9月15日(水)締切りです。

インターネットの申込みは、

1回目(1～29日分)は9月20日(月)締切り

2回目(18～29日分)は10月5日(火)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。

スプーンの日

スプーンの日

スプーンの日

スプーンの日

パンの日

※こちらの２次元コード

からも予約ができます。

目の愛護デー

ハロウィン献立

給食の実施日は
学校によって
異なります。

行事予定等で
ご確認ください。



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

10月1日 ○ ○ ○ ○ ○

10月4日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月5日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月6日 ○ ○ ○ ○

10月7日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月8日 ○ ○ ○ ○ ○

10月11日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月13日 ○ ○ ○ ○

10月14日 ○ ○ ○ ○ ○

10月15日 ○ ○ ○ ○ ○

10月18日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月19日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月21日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月22日 ○ ○ ○ ○ ○

10月25日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月26日 ○ ○ ○ ○ ○

10月27日 ○ ○ ○ ○ ○

10月28日 ○ ○ ○ ○ ○

10月29日 ○ ○ ○ ○ ○

※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

牛肉　もも

特定原材料 特定原材料に準ずるもの

その他

もも

牛肉

さけ　やまいも

牛肉　やまいも

牛肉

牛肉　いか

牛肉

もも

台風の接近に伴う中学校給食の対応について

午前７時現在、北大阪地域に暴風警報・大雨特別警報が

発令されている場合、当日の給食は中止させていただきます。

また、午前９時までの間に暴風警報が解除され、授業が再開

された場合も、当日の給食は中止させていただきます。

当日の給食費については、返金して残金に繰越しされます。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますよう、よろしく

お願いします。

給食予約システムのメンテナンスのため

１０月分のインターネットの申込みは

９月３日(金)からの開始を予定しております。

申込み期間は、９月20日(月)までになります。

なお、10月後半分（18日～29日）の申込みは、10月５日(火)

まで可能です。

予約忘れがないよう、ご注意ください。

返金について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、中学校の

夏季休業期間が延長されました。

これに伴う給食のキャンセルと返金は、保健給食室が一括して

行いますので、個別の連絡の必要はありません。

（返金は、給食費残高を増やす形です。）

※学級閉鎖・学校行事等で給食が中止になる場合も、予約して

いる給食については、同様の処理を行います。



吹田市中学校給食使用食材一覧表 【 ごはん358kcal(標準)　牛乳137kcal 】令和３年１０月

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

35.8g 26.3g 855kcal 25.9g 23.9g 814kcal 31.9g 29.5g 881kcal 27.9g 24.6g 836kcal

鶏の塩麹焼き 107kcal 豆腐ハンバーグのおろしがけ 143kcal タコライス 210kcal 魚の天ぷら照焼ソース 168kcal

鶏肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､塩麹､料理酒､(濃)しょうゆ (冷)豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ､大根､玉ねぎ､青ねぎ 牛肉､鶏ﾚﾊﾞｰ､大豆､玉ねぎ､人参､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ (冷)たら天ぷら､揚げ油､(濃)しょうゆ､砂糖

塩､ｺｼｮｳ､油 (濃)しょうゆ､砂糖､料理酒､みりん､削り節 ｳｽﾀｰｿｰｽ､ｶﾚｰ粉､塩､ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｵﾚｶﾞﾉ､ﾁｰｽﾞ みりん､料理酒､澱粉

照り焼きこんにゃく 17kcal 澱粉 ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､(薄)しょうゆ､ｺｼｮｳ 豚肉とほうれん草の炒め物 28kcal

こんにゃく､(濃)しょうゆ､米酢､砂糖､ごま油 粉ふきいも 34kcal チキンナゲット 141kcal 豚肉､ほうれん草､油､塩

さつまいもと豚肉のピリ辛炒め 145kcal じゃがいも､ﾊﾟｾﾘ､塩､ｺｼｮｳ (冷)ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ､揚げ油 きのこのペペロンチーノ 76kcal

さつまいも､揚げ油､豚肉､(濃)しょうゆ れんこんの素揚げ 61kcal はくさいのゆず和え 15kcal ﾍﾞｰｺﾝ､ﾏｶﾛﾆ､玉ねぎ､小松菜､しめじ､えのき

料理酒､ﾀｹﾉｺ､玉ねぎ､人参､ﾋﾟｰﾏﾝ､白ねぎ ﾚﾝｺﾝ､揚げ油､塩 ﾊｸ菜､しめじ､油､(薄)しょうゆ､砂糖､みりん 人参､ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(濃)しょうゆ､白ﾜｲﾝ

ｼｮｳｶﾞ､油､砂糖､豆板醤､ごま油 ほうれん草のお浸し 38kcal だし昆布､ゆず果汁 塩､ｺｼｮｳ､唐辛子

高野豆腐のフライ 84kcal きざみ揚げ､ほうれん草､人参､(薄)しょうゆ 黄桃缶 20kcal 大根とツナのさっぱり和え 47kcal

(冷)高野豆腐のﾌﾗｲ､揚げ油 砂糖､みりん､削り節 ﾂﾅ､大根､きゅうり､人参､油､米酢､砂糖

きゅうりのゆかり和え 7kcal にんじんしりしり 43kcal (薄)しょうゆ､塩､ごま

きゅうり､油､ゆかり､塩 豚肉､そぼろ卵､人参､油､みりん､(濃)しょうゆ フルーツナタデココ 22kcal

塩､ｺｼｮｳ､削り節､ごま油 みかん(缶)､ﾅﾀﾃﾞｺｺ

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

36.6g 28.6g 880kcal 35.5g 25.6g 900kcal 25.7g 27.3g 871kcal 36.6g 22.5g 851kcal

スパイシーチキン 162kcal 豚丼 128kcal 白身魚の豆乳ソース 219kcal 焼肉風 190kcal

鶏肉､(濃)しょうゆ､料理酒､澱粉､揚げ油 豚肉､玉ねぎ､しらたき､にら､(濃)しょうゆ (冷)白身魚のｶﾘｶﾘﾌﾗｲ､揚げ油､玉ねぎ､しめじ 牛肉､(濃)しょうゆ､料理酒､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ

ｶﾚｰ粉､塩､ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｺｼｮｳ 料理酒､砂糖､みりん 油､塩､ｺｼｮｳ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ､豆乳､澱粉 油､玉ねぎ､人参､砂糖､ｹﾁｬｯﾌﾟ､赤だし味噌

キャベツと人参のソテー 14kcal さばのピリッとジャン 173kcal もやし炒め 21kcal ｳｽﾀｰｿｰｽ､豆板醤､ごま､塩､ｺｼｮｳ､澱粉

ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､人参､油､塩､ｺｼｮｳ (冷)さば､澱粉､揚げ油､玉ねぎ､人参､青ねぎ 小大豆もやし､ﾋﾟｰﾏﾝ､人参､油､塩､ｺﾝｿﾒ､ｺｼｮｳ 炒めビーフン 64kcal

豚肉とはくさいの煮物 75kcal ｼｮｳｶﾞ､ﾆﾝﾆｸ､油､(濃)しょうゆ､砂糖､米酢 ジャーマンポテト 88kcal 豚肉､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾋﾞｰﾌﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ

豚肉､焼き竹輪､ﾊｸ菜､人参､青ねぎ､油 ｺﾁｭｼﾞｬﾝ ﾍﾞｰｺﾝ､じゃがいも､玉ねぎ､ｺｰﾝ､油 玉ねぎ､人参､青ねぎ､干し椎茸､油､塩､ｺｼｮｳ

料理酒､(薄)しょうゆ､砂糖､ｺﾝｿﾒ､塩､澱粉 ブルーベリータルト 95kcal (濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ ごま油

ごぼうサラダ 115kcal さつまいも､ﾏｰｶﾞﾘﾝ､米粉､砂糖､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ しろなのごま和え 28kcal 水菜のお浸し 36kcal

ﾊﾑ､ごぼう､ｺｰﾝ､ごま､(薄)しょうゆ､砂糖 おからﾊﾟｳﾀﾞｰ､こんにゃく粉 しろな､ごま､(濃)しょうゆ､砂糖 きざみ揚げ､きょうな､人参､(薄)しょうゆ

ﾏﾖﾈｰｽﾞ 小松菜の煮浸し 9kcal フルーツミックス 20kcal 砂糖､みりん､削り節

プチゼリー（りんご） 19kcal 小松菜､えのき､(薄)しょうゆ､みりん､削り節 みかん(缶)､黄桃(缶)､りんご(缶) 大豆のきな粉がらめ 66kcal

煎り大豆､砂糖､きな粉

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

25.7g 20.7g 864kcal 32.8g 22.7g 805kcal 38.8g 25.4g 856kcal 35.3g 23.4g 895kcal

鮭ご飯（大盛不可） 409kcal ピタパン（大盛不可） 214kcal 豚のから揚げ南蛮ソース 244kcal コロッケ (冷)ﾎﾟｰｸｺﾛｯｹ､揚げ油 144kcal

米､紅鮭､(薄)しょうゆ､塩 肉団子の甘辛 136kcal 豚肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､料理酒 キャベツのソース炒め 12kcal

かぼちゃのかき揚げ 149kcal (冷)肉だんご､玉ねぎ､しめじ､油､(薄)しょうゆ ｺｼｮｳ､小麦粉､澱粉､揚げ油､白ねぎ､ごま油 ｷｬﾍﾞﾂ､油､塩､ｳｽﾀｰｿｰｽ､ｺｼｮｳ

焼き竹輪､かぼちゃ､玉ねぎ､ｲﾝｹﾞﾝ豆､小麦粉 (濃)しょうゆ､砂糖､澱粉 米酢､砂糖､豆板醤 鶏肉と大根の煮つけ 57kcal

澱粉､山芋ﾊﾟｳﾀﾞｰ､塩､揚げ油 キャベツのガーリックソテー 16kcal ほうれん草のナムル 59kcal 鶏肉､大根､人参､白ねぎ､ｼｮｳｶﾞ､油

豚肉と大根の煮物 90kcal ｷｬﾍﾞﾂ､ﾆﾝﾆｸ､油､(薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 焼豚､ほうれん草､人参､切干大根､塩 (濃)しょうゆ､砂糖､削り節

豚肉､大根､人参､白ねぎ､ｼｮｳｶﾞ､油 トマトスパゲッティ 122kcal (濃)しょうゆ､ごま､ごま油 水菜の煮浸し 38kcal

(濃)しょうゆ､砂糖､みりん､削り節 牛肉､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ､玉ねぎ､人参､油､ﾄﾏﾄｿｰｽ ひじきの煮物 33kcal きざみ揚げ､きょうな､人参､(薄)しょうゆ

茎わかめのサラダ 12kcal ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､ｺﾝｿﾒ､(濃)しょうゆ､ｺｼｮｳ きざみ揚げ､干ひじき､人参､油､(濃)しょうゆ 砂糖､みりん､削り節

茎わかめ､ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､人参 白玉あずき 165kcal 料理酒､砂糖､削り節 かつおの甘辛 127kcal

さつまいものレモン煮 40kcal (冷)だんご､小豆､砂糖､塩 とうもろこしソテー 25kcal (冷)かつおなまり節､澱粉､揚げ油､ｼｮｳｶﾞ

さつまいも､ﾚﾓﾝ果汁､砂糖､塩 きゅうりのピクルス 15kcal ｺｰﾝ､油､(濃)しょうゆ､ﾊﾁﾐﾂ､砂糖 (濃)しょうゆ､みりん､砂糖

和風ドレッシング小袋 27kcal きゅうり､人参､ﾘﾝｺﾞ酢､(薄)しょうゆ､砂糖､塩 冷凍みかん 22kcal

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

31.7g 23.6g 897kcal 37.9g 24.5g 864kcal 24.1g 23.4g 805kcal 39.1g 22.2g 832kcal

ジャージャー麺 214kcal 鶏のから揚げ 164kcal ハッシュドビーフ 211kcal あじの香草パン粉焼き 110kcal

中華麺､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､牛肉､豚肉､玉ねぎ､人参 鶏肉､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､料理酒 牛肉､玉ねぎ､人参､ごぼう､しめじ､油 (冷)あじ､塩､ｺｼｮｳ､ﾊﾟﾝ粉､粉ﾁｰｽﾞ､ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ

青ねぎ､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､ごま油､赤味噌 澱粉､揚げ油 小麦粉､ﾊﾞﾀｰ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｳｽﾀｰｿｰｽ ﾊﾞｼﾞﾙ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

(濃)しょうゆ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､砂糖 チンゲン菜のソテー 13kcal (濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ ほうれん草のソテー 27kcal

いかの天ぷら 111kcal ﾁﾝｹﾞﾝ菜､ｴﾘﾝｷﾞ､人参､油､(薄)しょうゆ､塩 海藻サラダ 13kcal ﾍﾞｰｺﾝ､ほうれん草､ｺｰﾝ､塩､ｺｼｮｳ､油

(冷)いか天ぷら､揚げ油 ｺｼｮｳ 干ひじき､茎わかめ､きざみ昆布､ｷｬﾍﾞﾂ チキンとさつまいものクリーム煮 119kcal

筑前煮 49kcal 高野豆腐の甘酢あん 151kcal 小松菜､人参 鶏肉､さつまいも､玉ねぎ､人参､ｴﾘﾝｷﾞ､ﾊﾟｾﾘ

鶏肉､ごぼう､ﾚﾝｺﾝ､人参､油､(濃)しょうゆ 高野豆腐､澱粉､揚げ油､豚肉､玉ねぎ､人参 ツナと人参のごま風味炒め 48kcal 油､塩､ｺｼｮｳ､小麦粉､ﾊﾞﾀｰ､牛乳､ﾁｰｽﾞ

砂糖､みりん､削り節 ﾀｹﾉｺ､油､(濃)しょうゆ､砂糖､米酢､料理酒 ﾂﾅ､人参､油､みりん､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ はくさいのお浸し 16kcal

りんご缶 25kcal 削り節､だし昆布 削り節､ごま油 ﾊｸ菜､人参､(濃)しょうゆ､みりん､油

味付のり 3kcal ピリカラ小松菜 19kcal ミックスゼリー 27kcal ココア豆 65kcal

小松菜､油､(濃)しょうゆ､砂糖､豆板醤､ごま (冷)彩り三色ｾﾞﾘｰ 煎り大豆､砂糖､ｺｺｱ

ごま油 青じそドレッシング小袋 11kcal

みかん缶 22kcal

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

27.7g 22.0g 827kcal 31.7g 27.2g 897kcal 30.4g 25.6g 895kcal 30.9g 22.5g 840kcal

ソースヒレカツ 168kcal ジャーツァン豆腐 176kcal ウインナーピラフ（大盛不可） 413kcal お好み揚げ 142kcal

(冷)ﾋﾚｶﾂ､揚げ油､ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､砂糖 豚肉､ﾐﾆ厚揚げ､玉ねぎ､人参､小松菜､ﾀｹﾉｺ 米､ｳｲﾝﾅｰ､玉ねぎ､油､人参､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 焼き竹輪､(冷)桜えび､ｷｬﾍﾞﾂ､人参､小麦粉

からし ﾆﾝﾆｸ､油､(濃)しょうゆ､赤だし味噌､砂糖 (薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 山芋ﾊﾟｳﾀﾞｰ､あおさ､塩､揚げ油､ｹﾁｬｯﾌﾟ

キャベツソテー 12kcal ｵｲｽﾀｰｿｰｽ､豆板醤､澱粉､ごま油 ホキのサクサク揚げ 190kcal ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｳｽﾀｰｿｰｽ

ｷｬﾍﾞﾂ､油､塩､(薄)しょうゆ､ｺｼｮｳ ハタハタの甘酢あん 89kcal (冷)ﾎｷ､塩､ｺｼｮｳ､澱粉､ｺｰﾝｽﾀｰﾁ､油 たらこスパゲッティ 102kcal

鶏団子と大根の煮物 75kcal (冷)澱粉付ﾊﾀﾊﾀ､揚げ油､(濃)しょうゆ､砂糖 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､揚げ油 たらこ､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ､玉ねぎ､人参､(薄)しょうゆ

(冷)根菜入りつくね､大根､人参､ｼｮｳｶﾞ 米酢､料理酒､削り節､だし昆布 フライドポテト（インカのめざめ） 56kcal 塩､ｺｼｮｳ､油

(濃)しょうゆ､砂糖､料理酒､みりん､削り節 さつまいもの黒糖きな粉がらめ 126kcal (冷)ｲﾝｶのめざめ､揚げ油､塩 牛肉のしぐれ煮 76kcal

こんにゃくちりめん 29kcal さつまいも､揚げ油､黒砂糖､砂糖､きな粉､塩 さっぱりサラダ 42kcal 牛肉､ｼｮｳｶﾞ､料理酒､白ねぎ､油､(濃)しょうゆ

(冷)ちりめんじゃこ､ﾋﾟｰﾏﾝ､こんにゃく､油 ピリカラきゅうり 11kcal ﾂﾅ､切干大根､人参､(薄)しょうゆ､米酢､砂糖 砂糖､みりん

(薄)しょうゆ､砂糖､ごま きゅうり､(濃)しょうゆ､砂糖､塩､豆板醤 ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､塩､ｺｼｮｳ 水菜の煮浸し 25kcal

フルーツ杏仁 48kcal ごま油､ごま れんこんのきんぴら 28kcal きざみ揚げ､きょうな､人参､(薄)しょうゆ

みかん(缶)､黄桃(缶)､豆乳杏仁豆腐 ﾚﾝｺﾝ､人参､こんにゃく､油､(濃)しょうゆ 砂糖､みりん､削り節

砂糖､料理酒､みりん､唐辛子

かぼちゃの甘煮 29kcal

かぼちゃ､(濃)しょうゆ､砂糖､削り節

たんぱく質 脂質 エネルギー

26.7g 21.3g 823kcal

米粉ささみカツ 128kcal エネルギー 855kcal 830kcal

(冷)ﾎﾟﾃﾄとお米のｻｻﾐｶﾂ､揚げ油 タンパク質 15% 13～20％

マッシュポテト 36kcal 脂質 26% 20～30％

じゃがいも､ｺｰﾝ､塩､ｺｼｮｳ カルシウム 370mg 450mg

お米のかぼちゃマフィン 72kcal マグネシウム 107mg 120mg

豆乳､砂糖､かぼちゃ､かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ､米粉 鉄 3.59mg 4.00mg

ひじきソテー 31kcal ビタミンＡ 316μgRE 300μgRAE

ﾍﾞｰｺﾝ､干ひじき､ﾚﾝｺﾝ､小松菜､人参､ﾆﾝﾆｸ ビタミンＢ１ 0.50mg 0.50mg

ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ､料理酒 ビタミンＢ２ 0.58mg 0.60mg

甘辛ごぼう 61kcal ビタミンＣ 37mg 30mg

ごぼう､澱粉､揚げ油､(濃)しょうゆ､砂糖 食物繊維 5.2g 6.5g

ごま 食塩相当量 2.5g 2.5ｇ未満

1(金) 4(月) 5(火) 6(水)

7(木) 8(金) 11(月) 12(火)

13(水) 14(木) 15(金) 18(月)

19(火) 20(水) 21(木) 22(金)

25(月) 26(火) 27(水)

1
0
月
の
栄
養
価

28(木)

29(金)
10月平均値

文部科学省
基準

給食費は15日までに納付してください。

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。


