
                              令和２年７月１６日 

                              （2020年） 

保護者の皆様へ 

                               吹田市教育委員会  

 

令和２年８月の中学校給食実施日の追加について(お知らせ) 

 

平素より本市中学校給食のご利用ありがとうございます。 

さて、夏季休業期間の短縮に伴い、令和２年８月１８日から２１日までの期間と８月２４

日から２６日の期間につきまして、中学校給食を追加で実施することになりました。 

 追加実施の献立は、別紙のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

給食の申込みにつきましては、下記のとおりになりますので、期限までに申込みをしてい

ただきますようお願いします。 

なお、ご不明な点がございましたら、担当までお問合せください。 

         

記 

１ 中学校給食申込み方法 

 (1) 中学校給食予約システムにて申し込まれる場合 

令和２年８月５日までにお申し込みください。 

 (2) マークシートにて申し込まれる場合 

令和２年７月２９日までに配膳室のポストへ投函してください。 

又は、保健給食室へご連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

吹田市教育委員会  

学校教育部 保健給食室 中学校給食担当 

直通電話番号 ０６－６１５５－８１５３ 

ＦＡＸ番号   ０６－６３８３－６０１７ 

メールアドレス cyugaku-kyuu@city.suita.osaka.jp 

 

 



 

 

 

吹田市中学校給食献立表　　令和２年８月追加分

18(火) 19(水) 20(木) 21(金) 24(月)

ちくわとピーマンのおかか炒め きんぴらごぼう ちくわの磯辺揚げ キャベツのガーリックソテー キャベツと人参の炒め物

ソーススパゲッティ 炒めビーフン フルーツナタデココ 鶏団子と大根の煮物 チリコンカン

切干大根の炒めなます きゅうりの土佐煮 かみかみ豆 ツナそぼろ 茹でとうもろこし

みかん缶 大学芋 黄桃缶 うずら卵のしょうゆ煮

25(火) 26(水)

きびなごの南蛮漬け えびと小松菜のソテー

高野豆腐の煮物 ラタトゥユ

照り焼きこんにゃく ジャーマンポテト

ココア豆

※飲用牛乳は除く

卵 乳 小麦 えび 豚肉 鶏肉 大豆 さば りんご ごま

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

※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
吹田市学校給食会

使用日

8月18日

8月19日

8月20日

ささみチーズフライ

ハムカツ鶏そぼろ丼

特定原材料 特定原材料に準ずるもの

ミンチカツ 鶏のから揚げ 豚キムチ ソースヒレカツ

その他

ア レ ル ギ ー 物 質 を 含 む 食 品 の 一 覧

8月21日

8月24日

8月25日

8月26日

もも

もも

牛乳は給食時間中に飲みましょう！
給食の牛乳は冷蔵庫で温度管理して提供しています。

時間が経ってから飲んだり家に持ち帰ってはいけません。

吹田市中学校給食予約システム

PC・スマホ http://www.chugakukyu-suita.jp

携 帯 http://www.chugakukyu-suita.jp/m

吹田市教育委員会 保健給食室 06-6155-8153 

給食のときは
おはしを
忘れずに！

スプーンの日スプーンの日

吹田市中学校給食使用食材一覧表　　令和２年８月追加分
【 ごはん358kcal(標準)　牛乳137kcal 】

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

27.9g 22.1g 828kcal 32.5g 23.8g 864kcal 32.6g 24.1g 831kcal 29.4g 27.3g 854kcal

ミンチカツ 177kcal 鶏のから揚げ 185kcal 豚キムチ 170kcal ソースヒレカツ 158kcal

(冷)ﾎﾟｰｸﾒﾝﾁｶﾂ､揚げ油 鶏肉､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾆﾝﾆｸ､ｼｮｳｶﾞ 豚肉､料理酒､(濃)しょうゆ､白菜ｷﾑﾁ (冷)ﾋﾚｶﾂ､揚げ油､ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､砂糖

ちくわとピーマンのおかか炒め 24kcal 小麦粉､澱粉､揚げ油 はくさい､玉ねぎ､人参､にら､豆板醤 からし

焼き竹輪､ﾋﾟｰﾏﾝ､おかか､油､(濃)しょうゆ きんぴらごぼう 27kcal 油 キャベツのガーリックソテー 15kcal

みりん ごぼう､人参､こんにゃく､ごま油 ちくわの磯辺揚げ 77kcal ｷｬﾍﾞﾂ､ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ､油､塩､ｺｼｮｳ

ソーススパゲッティ 79kcal (濃)しょうゆ､砂糖､みりん､料理酒 焼き竹輪､あおさ､澱粉､揚げ油 (薄)しょうゆ

豚肉､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ､ｷｬﾍﾞﾂ､玉ねぎ､人参､油 炒めビーフン 64kcal フルーツナタデココ 39kcal 鶏団子と大根の煮物 72kcal

塩､ｺｼｮｳ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､ﾄﾝｶﾂｿｰｽ､(濃)しょうゆ 豚肉､料理酒､(濃)しょうゆ､ﾋﾞｰﾌﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ みかん(缶)､黄桃(缶)､ﾅﾀﾃﾞｺｺ (冷)根菜入りつくね､大根､はくさい

ｹﾁｬｯﾌﾟ 玉ねぎ､人参､青ねぎ､干し椎茸､油､塩 かみかみ豆 50kcal 人参､ｼｮｳｶﾞ､(濃)しょうゆ､砂糖､料理酒

切干大根と油揚げの炒めなます 34kcal ｺｼｮｳ 大豆､砂糖､(濃)しょうゆ みりん､削り節

切干大根､(濃)しょうゆ､小松菜､人参 きゅうりの土佐煮 12kcal ツナそぼろ 96kcal

きざみ揚げ､昆布､唐辛子､砂糖､米酢 きゅうり､ｼｮｳｶﾞ､油､おかか､(薄)しょうゆ ﾂﾅ､小松菜､人参､料理酒､(濃)しょうゆ

ごま油 大学芋 81kcal 砂糖､みりん､ごま

みかん缶 19kcal さつまいも､揚げ油､黒砂糖､(濃)しょうゆ 黄桃缶 18kcal

砂糖､ごま

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

34.8g 24.1g 823kcal 35.9g 23.7g 833kcal 32.1g 24.5g 852kcal

ささみチーズフライ 135kcal 鶏そぼろ丼 160kcal ハムカツ 137kcal

(冷)ｻｻﾐﾁｰｽﾞﾌﾗｲ､揚げ油 鶏肉､ｼｮｳｶﾞ､油､たけのこ､(濃)しょうゆ (冷)ﾊﾑｶﾂ､揚げ油

キャベツと人参の炒め物 15kcal 砂糖､料理酒､錦糸卵､小松菜､人参 えびと小松菜のソテー 23kcal

ｷｬﾍﾞﾂ､小松菜､人参､油､(薄)しょうゆ みりん､ごま (冷)えび､料理酒､小松菜､塩､ｺｼｮｳ

塩､ｺｼｮｳ きびなごの南蛮漬け 103kcal (濃)しょうゆ､ﾊﾞﾀｰ､油

チリコンカン 106kcal (冷)きびなごの天ぷら､揚げ油､玉ねぎ ラタトゥユ 67kcal

豚肉､大豆､玉ねぎ､人参､ｾﾛﾘ､ﾊﾟｾﾘ､油 人参､(濃)しょうゆ､米酢､砂糖 鶏肉､なす､玉ねぎ､ｽﾞｯｷｰﾆ､人参､ﾄﾏﾄ

ﾎｰﾙﾄﾏﾄ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰｿｰｽ､料理酒､塩 高野豆腐の煮物 58kcal ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾆﾝﾆｸ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ､赤ﾜｲﾝ

ｺｼｮｳ､ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ 高野豆腐､干し椎茸､(薄)しょうゆ､砂糖 ｺﾝｿﾒ､塩､ｺｼｮｳ､ﾁｰｽﾞ

茹でとうもろこし 34kcal みりん､削り節 ジャーマンポテト 65kcal

(冷)ｶｯﾄｺｰﾝ 照り焼きこんにゃく 17kcal ﾍﾞｰｺﾝ､じゃがいも､玉ねぎ､油

うずら卵のしょうゆ煮 38kcal こんにゃく､(濃)しょうゆ､米酢､砂糖 (濃)しょうゆ､塩､ｺｼｮｳ

うずら卵､(濃)しょうゆ､砂糖､料理酒 ごま油 ココア豆 65kcal

煎り大豆､砂糖､ｺｺｱ

24(月) 25(火) 26(水)

21(金)18(火) 19(水) 20(木)


