
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。

2月16～28日分は、インターネットのみ2月5日（日）まで追加予約ができます。

2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

1月20日（金）
マークシート
1月15日（日）

3日
（金） いわしのかば焼き風

すき焼き風煮　切干大根のサラダ
大豆のきな粉がらめ

10日
（金）

9日
（木）

8日
（水）

16日
（木）

23日
（木・祝）

15日
（水）

22日
（水）

2日
（木）

1日
（水）

7日
（火）

6日
（月）

14日
（火）

13日
（月）

21日
（火）

20日
（月）

28日
（火）

27日
（月）

タコライス

コーンコロッケ　じゃことわかめのさっと煮
レモンゼリー

17日
（金） ピタパン

カレーコロッケ　いかの天ぷら
マカロニのペペロンチーノ　白玉あずき

野菜のソース炒め

24日
（金） デミグラスハンバーグ

鶏の塩麹から揚げ

みそかつ

レッドホットチキン

天皇誕生日

クファジューシー

鶏のガーリックパン粉焼き

ウインナーピラフ

ビビンバ

豚キムチ

鶏肉のノルウェー風

タンドリーチキン

米粉の白身魚フライ

えびカツ

ミンチカツ

スタミナ丼サーモンフライ

ホキのサクサク揚げ　ウインナーとブロッコリーのソテー
平天とひじきの煮物

炒めビーフン　高野豆腐の煮物
ピリカラきゅうり

キャベツソテー　根菜つくねとはくさいの煮物
じゃがいものおかか煮　ツナと人参の炒め物

ほうれん草のナムル　かぼちゃの甘煮
こんにゃくちりめん

じゃがいものかき揚げ　ジャーツァン豆腐
小松菜の煮浸し　白桃ゼリー

ほうれん草ともやしのソテー　たらこポテト
みかん杏仁　照り焼きこんにゃく

にしんのから揚げ・チキンナゲット
キャベツのサラダ　フルーツミックス
水菜の煮浸し　イタリアンドレッシング

さつまいもの天ぷら
フルーツナタデココ　はりはり漬け

ちくわの磯辺揚げ
ほうれん草とえのきの煮浸し　りんご（缶詰）

ジャンボえび焼売　さつまりんごきんとん
水菜のごま和え

チンゲン菜の炒め物　米粉のガトーショコラ
ひじきソテー　とうもろこしふりかけ

じゃがいものガーリックソテー
コールスローサラダ　ビーンズフィッシュ

小松菜のソテー　和風スパゲッティ　大根と人参の煮物
牛肉のしぐれ煮　ノンエッグタルタルソース

ベーコンとチンゲン菜のソテー　ミートスパゲッティ
豆腐ナゲット　黄桃（缶詰）

ウインナーと大豆のトマト煮　チキンのクリームソースがけ
フライドポテト　ピリカラ小松菜

野菜チップス　みそおでん
はくさいのゆず和え　プチゼリー（りんご）
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吹田市中学校給食　献立表 令和５年　２月 吹田市教育委員会
吹田市学校給食会

1 (水) クファジューシー 2 (木) 鶏の塩麹から揚げ 3 (金) いわしのかば焼き風

じゃがいものかき揚げ 炒めビーフン すき焼き風煮

ジャーツァン豆腐 高野豆腐の煮物 切干大根のサラダ

小松菜の煮浸し ピリカラきゅうり 大豆のきな粉がらめ

白桃ゼリー

6 (月) 米粉の白身魚フライ 7 (火) 豚キムチ 8 (水) 鶏のガーリックパン粉焼き 9 (木) みそかつ 10 (金) タコライス
ベーコンとチンゲン菜のソテー ジャンボえび焼売 ほうれん草ともやしのソテー キャベツソテー コーンコロッケ

ミートスパゲッティ さつまりんごきんとん たらこポテト 根菜つくねとはくさいの煮物 じゃことわかめのさっと煮

豆腐ナゲット 水菜のごま和え みかん杏仁 じゃがいものおかか煮 レモンゼリー

黄桃（缶詰） 照り焼きこんにゃく ツナと人参の炒め物

13 (月) えびカツ 14 (火) 鶏肉のノルウェー風 15 (水) ウインナーピラフ 16 (木) レッドホットチキン 17 (金) ピタパン
ウインナーと大豆のトマト煮 チンゲン菜の炒め物 にしんのから揚げ・チキンナゲット ほうれん草のナムル カレーコロッケ

チキンのクリームソースがけ 米粉のガトーショコラ キャベツのサラダ かぼちゃの甘煮 いかの天ぷら

フライドポテト ひじきソテー フルーツミックス こんにゃくちりめん マカロニのペペロンチーノ

ピリカラ小松菜 とうもろこしふりかけ 水菜の煮浸し 白玉あずき

イタリアンドレッシング 野菜のソース炒め

20 (月) ミンチカツ 21 (火) タンドリーチキン 22 (水) ビビンバ 24 (金) デミグラスハンバーグ

野菜チップス じゃがいものガーリックソテー さつまいもの天ぷら ホキのサクサク揚げ

みそおでん コールスローサラダ フルーツナタデココ ウインナーとブロッコリーのソテー

はくさいのゆず和え ビーンズフィッシュ New‼ はりはり漬け 平天とひじきの煮物

プチゼリー（りんご）

27 (月) サーモンフライ 28 (火) スタミナ丼
小松菜のソテー ちくわの磯辺揚げ

和風スパゲッティ ほうれん草とえのきの煮浸し

大根と人参の煮物 りんご（缶詰）

牛肉のしぐれ煮

ノンエッグタルタルソース

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

スプーンの日

スプーンの日

節分

バレンタイン

献立

16～28日の給食は

インターネットのみ

２月５日(日)まで

追加予約ができます！

２月の給食費は１月１５日（日）までに納付してください。

マークシートの申込みは１月１６日（月）締切りです。

インターネットの申込みは、１回目（1～28日分）は１月初旬(予定)～１月２０日（金）

２回目（16～28日分）は２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。

食券は各自で配膳室に

取りに行きましょう！

スプーンの日

パンの日

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。

スプーンの日

※こちらの２次元コードからも予約ができます。



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

2 月 1 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 月 2 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 月 3 日 ○ ○

2 月 6 日 ○ ○ ○ ○ ○

2 月 7 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 月 8 日 ○ ○ ○ ○ ○

2 月 9 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月10日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月13日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月14日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月15日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月16日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月17日 ○ ○ ○ ○

2月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月21日 ○ ○ ○ ○ ○

2月22日 ○ ○ ○ ○

2月24日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月27日 ○ ○ ○ ○ ○

2月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○1日目 2日目 3日目

（起算日） （※土日祝を除く4日目以降の給食から返金可能）

もも

いか

牛肉　もも

牛肉　いか　さけ

牛肉

特定原材料 特定原材料に準ずるもの

その他

もも

牛肉

牛肉　もも

　　　　　　 返金不可 　返金可能

4日目 5日目 6日目以降

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、令和４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(火)まで）

保健給食室：06-6155-8153

長期欠席に伴う返金について

新型コロナウイルス関連、インフルエンザや入院等で連続して

4日以上欠席する場合は、保健給食室へ連絡いただいた日から

4日目（土日祝を除く）以降が返金の対象になります。

給食を申込んでいる方で、長期に欠席する場合は保健給食室まで

電話でご連絡ください。（返金は残金に繰越されます）

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。

※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合せください。

吹田市教育委員会 保健給食室：06-6155-8153

※ 学級閉鎖・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。



【　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

29.2g 27.1g 837kcal 42.4g 28.2g 895kcal 35.2g 23.7g 814kcal 29.9g 27.8g 873kcal

クファジューシー（大盛不可） 373kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal

米､豚肉､干ひじき､干し椎茸､油､人参 鶏の塩麹から揚げ 276kcal いわしのかば焼き風 136kcal 米粉の白身魚フライ 135kcal

鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ､(濃)しょうゆ､料理酒､塩､削り節 鶏肉､塩麹､料理酒､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ (冷)澱粉付いわしの開き､揚げ油､砂糖 (冷)米粉白身魚ﾌﾗｲ､揚げ油

じゃがいものかき揚げ 150kcal ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､澱粉､揚げ油 (濃)しょうゆ､みりん､澱粉 ベーコンとチンゲン菜のソテー 23kcal

(冷)ちりめんじゃこ､じゃがいも､玉ねぎ 炒めビーフン 68kcal すき焼き風煮 104kcal ﾍﾞｰｺﾝ､ﾁﾝｹﾞﾝ菜､人参､油､(薄)しょうゆ､塩

人参､春菊､小麦粉､澱粉､塩､揚げ油 豚肉､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾋﾞｰﾌﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ 牛肉､焼き麩､ﾊｸ菜､人参､春菊､白ねぎ ｺｼｮｳ

ジャーツァン豆腐 132kcal 玉ねぎ､人参､青ねぎ､油､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ､塩､ｺｼｮｳ しらたき､油､(濃)しょうゆ､砂糖､みりん ミートスパゲッティ 113kcal

豚肉､ﾐﾆ厚揚げ､玉ねぎ､人参､にら､ﾀｹﾉｺ､ﾆﾝﾆｸ ごま油 切干大根のサラダ 29kcal 豚肉､牛肉､鶏ﾚﾊﾞｰ､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ､玉ねぎ､人参

油､(濃)しょうゆ､赤味噌､砂糖､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 高野豆腐の煮物 58kcal 小松菜､人参､切干大根､(薄)しょうゆ 油､ﾄﾏﾄｿｰｽ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､塩､ｺﾝｿﾒ､ｺｼｮｳ

豆板醤､澱粉､ごま油 高野豆腐､干し椎茸､(薄)しょうゆ､砂糖 大豆のきな粉がらめ 66kcal 豆腐ナゲット 103kcal

小松菜の煮浸し 14kcal みりん､削り節 煎り大豆､砂糖､きな粉 (冷)豆腐ﾅｹﾞｯﾄ､揚げ油

小松菜､えのき､(薄)しょうゆ､みりん､削り節 ピリカラきゅうり 14kcal 黄桃（缶詰） 20kcal

白桃ゼリー 31kcal きゅうり､油､(濃)しょうゆ､砂糖､豆板醤

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

32.5g 25.2g 843kcal 34.3g 20.2g 838kcal 29.9g 22.4g 818kcal 30.6g 25.6g 848kcal

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

豚キムチ 137kcal 鶏のガーリックパン粉焼き 144kcal みそかつ 179kcal タコライス 210kcal

豚肉､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾊｸ菜､白菜ｷﾑﾁ 鶏肉､塩､ｺｼｮｳ､ﾊﾟﾝ粉､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ (冷)ﾋﾚｶﾂ､揚げ油､赤だし味噌､砂糖､料理酒 牛肉､鶏ﾚﾊﾞｰ､大豆､玉ねぎ､人参､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ

人参､ﾀｹﾉｺ､にら､油､豆板醤 ﾊﾟｾﾘ みりん､ごま 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

ジャンボえび焼売 147kcal ほうれん草ともやしのソテー 16kcal キャベツソテー 11kcal ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､(薄)しょうゆ､ｺｼｮｳ

(冷)えび焼売､揚げ油 ほうれん草､小大豆もやし､ﾆﾝﾆｸ､油､塩､ｺｼｮｳ ｷｬﾍﾞﾂ､油､塩､(薄)しょうゆ､ｺｼｮｳ コーンコロッケ 103kcal

さつまりんごきんとん 60kcal たらこポテト 93kcal 根菜つくねとはくさいの煮物 62kcal (冷)ｺｰﾝｺﾛｯｹ､揚げ油

さつまいも､りんご(缶)､砂糖 (冷)たらこ､ﾍﾞｰｺﾝ､じゃがいも､玉ねぎ (冷)根菜入つくね､ﾊｸ菜､人参､ｴﾘﾝｷﾞ､青ねぎ じゃことわかめのさっと煮 24kcal

水菜のごま和え 20kcal ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､塩､ｺｼｮｳ 料理酒､(薄)しょうゆ､砂糖､塩､削り節､澱粉 (冷)ちりめんじゃこ､わかめ､(濃)しょうゆ

きょうな､(濃)しょうゆ､ごま､砂糖 みかん杏仁 90kcal じゃがいもおかか煮 50kcal みりん､料理酒､削り節､ごま

みかん(缶)､豆乳杏仁豆腐 じゃがいも､砂糖､(濃)しょうゆ､みりん レモンゼリー 32kcal

照り焼きこんにゃく 16kcal おかか

こんにゃく､(濃)しょうゆ､米酢､砂糖､ごま油 ツナと人参の炒め物 37kcal

ﾂﾅ､人参､油､みりん､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ

削り節､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

40.5g 28.7g 895kcal 30.8g 22.6g 837kcal 30.7g 33.8g 884kcal 38.4g 24.2g 858kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal ウインナーピラフ（大盛不可） 396kcal ごはん 342kcal

えびカツ 127kcal 鶏肉のノルウェー風 184kcal 米､ｳｲﾝﾅｰ､玉ねぎ､油､(薄)しょうゆ､塩 レッドホットチキン 265kcal

(冷)新ｴﾋﾞｶﾂ､揚げ油 鶏肉､澱粉､揚げ油､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､砂糖 人参､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ､ｺｼｮｳ 鶏肉､料理酒､澱粉､揚げ油､ﾆﾝﾆｸ､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ

ウインナーと大豆のトマト煮 71kcal チンゲン菜の炒め物 7kcal にしんのから揚げ 114kcal ｺﾁｭｼﾞｬﾝ､砂糖､(濃)しょうゆ､豆板醤

ｳｲﾝﾅｰ､大豆､ﾏｶﾛﾆ､玉ねぎ､人参､油､ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾁﾝｹﾞﾝ菜､ｼｮｳｶﾞ､油､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ (冷)にしん､澱粉､揚げ油 ほうれん草のナムル 39kcal

ｳｽﾀｰｿｰｽ､塩､ｺｼｮｳ､ｺｰﾝｽﾀｰﾁ､からし 米粉のガトーショコラ 97kcal チキンナゲット 141kcal 焼豚､ほうれん草､人参､切干大根､塩

チキンのクリームソースがけ 122kcal 豆乳､砂糖､米粉､油､ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｶｶｵﾏｽ (冷)ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ､揚げ油 (濃)しょうゆ､ごま､ごま油

鶏肉､塩､ｺｼｮｳ､白ﾜｲﾝ､油､玉ねぎ､人参､しめじ ひじきソテー 31kcal キャベツのサラダ 15kcal かぼちゃの甘煮 49kcal

ﾊﾞﾀｰ､小麦粉､牛乳､ﾁｰｽﾞ､ﾊﾟｾﾘ ﾍﾞｰｺﾝ､干ひじき､ほうれん草､人参､ﾚﾝｺﾝ ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､人参 かぼちゃ､(濃)しょうゆ､砂糖､削り節

フライドポテト 81kcal ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(濃)しょうゆ､料理酒､塩 フルーツミックス 37kcal こんにゃくちりめん 26kcal

じゃがいも､揚げ油､塩 ｺｼｮｳ 黄桃(缶)､みかん(缶)､りんご(缶) (冷)ちりめんじゃこ､ﾋﾟｰﾏﾝ､こんにゃく

ピリカラ小松菜 15kcal とうもろこしふりかけ 39kcal 水菜の煮浸し 23kcal 油､砂糖､(薄)しょうゆ､ごま

小松菜､油､(濃)しょうゆ､豆板醤､砂糖､ごま ｺｰﾝ､小松菜､油､料理酒､みりん､砂糖､塩､ごま きざみ揚げ､きょうな､人参､(薄)しょうゆ

ごま油 砂糖､みりん､削り節

イタリアンドレッシング 21kcal

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

28.3g 29.4g 807kcal 28.5g 25.2g 851kcal 42.3g 23.2g 820kcal 29.9g 24.6g 861kcal

ピタパン（大盛不可） 214kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal

カレーコロッケ 135kcal ミンチカツ 192kcal タンドリーチキン 149kcal ビビンバ 187kcal

(冷)ｶﾚｰｺﾛｯｹ､揚げ油 (冷)ﾎﾟｰｸﾒﾝﾁｶﾂ､揚げ油 鶏肉､ｶﾚｰ粉､塩､ﾊﾟﾌﾟﾘｶ､ｺｼｮｳ､ﾖｰｸﾞﾙﾄ､ｹﾁｬｯﾌﾟ 牛肉､ｼｮｳｶﾞ､ﾆﾝﾆｸ､油､赤だし味噌､砂糖

いかの天ぷら 120kcal 野菜チップス 53kcal じゃがいものガーリックソテー 70kcal みりん､(濃)しょうゆ､料理酒､ごま､錦糸卵

(冷)ｲｶ天ぷら､揚げ油 ﾚﾝｺﾝ､人参､揚げ油､塩 豚肉､じゃがいも､玉ねぎ､ﾆﾝﾆｸ､ﾊﾟｾﾘ ほうれん草､小大豆もやし､人参､ごま油

マカロニのペペロンチーノ 77kcal みそおでん 90kcal ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ (薄)しょうゆ

ﾍﾞｰｺﾝ､ﾏｶﾛﾆ､小松菜､玉ねぎ､ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 鶏肉､焼き竹輪､(冷)厚揚げ､大根､こんにゃく コールスローサラダ 36kcal さつまいもの天ぷら 136kcal

(薄)しょうゆ､塩､唐辛子､ｺｼｮｳ 赤味噌､砂糖､(濃)しょうゆ､削り節 ﾊﾑ､ｷｬﾍﾞﾂ､人参､きょうな､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､米酢 さつまいも､小麦粉､澱粉､塩､揚げ油

白玉あずき 115kcal はくさいのゆず和え 18kcal ﾊﾁﾐﾂ､塩 フルーツナタデココ 39kcal

(冷)だんご､小豆､砂糖､塩 ﾊｸ菜､小松菜､しめじ､人参､油､(薄)しょうゆ ビーンズフィッシュ 86kcal みかん(缶)､黄桃(缶)､ﾅﾀﾃﾞｺｺ

野菜のソース炒め 9kcal 砂糖､みりん､だし昆布､ゆず果汁 (冷)かえりちりめん､大豆､澱粉､揚げ油､砂糖 はりはり漬け 20kcal

ｷｬﾍﾞﾂ､人参､油､ｳｽﾀｰｿｰｽ､ｺｼｮｳ､澱粉 プチゼリー（りんご） 19kcal (濃)しょうゆ 切干大根､米酢､砂糖､(薄)しょうゆ

(濃)しょうゆ､唐辛子

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

33.4g 29.7g 899kcal 34.9g 24.0g 849kcal 38.9g 21.0g 841kcal

ごはん 342kcal ごはん 342kcal ごはん 342kcal エネルギー 850kcal 830kcal

デミグラスハンバーグ 207kcal サーモンフライ 135kcal スタミナ丼 182kcal タンパク質 16% 13～20％

(冷)ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ､鶏ﾚﾊﾞｰ､玉ねぎ､しめじ､人参 (冷)ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ､揚げ油 豚肉､(濃)しょうゆ､料理酒､玉ねぎ､人参 脂質 27% 20～30％

油､小麦粉､ｹﾁｬｯﾌﾟ､(冷)ｵﾆｵﾝｿﾃｰ､赤ﾜｲﾝ 小松菜のソテー 8kcal にら､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ､油､赤味噌､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ カルシウム 372mg 450mg

ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 小松菜､ｷｬﾍﾞﾂ､油､(薄)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ 砂糖､豆板醤､ごま油､澱粉 マグネシウム 108mg 120mg

ホキのサクサク揚げ 157kcal 和風スパゲッティ 121kcal ちくわの磯辺揚げ 140kcal 鉄 3.26mg 4.00mg

(冷)ﾎｷ､塩､ｺｼｮｳ､澱粉､ｺｰﾝｽﾀｰﾁ､油 (冷)ｲｶ､豚肉､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ､玉ねぎ､ほうれん草 焼き竹輪､澱粉､ｺｰﾝｽﾀｰﾁ､油､あおさ ビタミンＡ 374μgRE 300μgRＡE

ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､揚げ油 人参､油､(濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ､きざみのり ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､揚げ油 ビタミンＢ１ 0.49mg 0.50mg

ウインナーとブロッコリーのソテー 38kcal 大根と人参の煮物 31kcal ほうれん草とえのきの煮浸し 15kcal ビタミンＢ２ 0.61mg 0.60mg

ｳｲﾝﾅｰ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､(薄)しょうゆ きざみ揚げ､大根､人参､(濃)しょうゆ､砂糖 ほうれん草､えのき､人参､(薄)しょうゆ ビタミンＣ 38mg 30mg

平天とひじきの煮物 18kcal みりん､削り節 みりん､削り節 食物繊維 5.8g 6.5g

さつま揚げ､干ひじき､人参､砂糖､油 牛肉のしぐれ煮 52kcal りんご（缶詰） 25kcal 食塩相当量 2.42g 2.5ｇ未満

(濃)しょうゆ､料理酒､削り節 牛肉､料理酒､白ねぎ､ｼｮｳｶﾞ､油､(濃)しょうゆ

砂糖､みりん

ノンエッグタルタルソース 23kcal

吹田市中学校給食使用食材一覧表
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