
２８品目のアレルゲンを含む商品の情報は裏面に表示しています。２８品目以外のアレルゲンを含む食品の
情報が必要な場合は、担当給食センターか保健給食課にてご確認ください。

※この面は、すべての食品が表示されているわけではありません。
　（加工品で配合割合が少ない食品は表示されていません。）
※この面は、すべての調味料が表示されているわけではありません。
※同じ献立名でも使用する食品が異なる場合があります。
　裏面をご確認ください。

お知
らせ

○献立は都合により変更する場合もあります。
○スプーンマーク　　　はスプーンをつけます。
○献立名の○は学校へ直送します。
○小学校のエネルギー（kcal）は、中学年の量を表示しています。
○Ｐ（パック）…卓上調味料のことで、各学級１本です。
○太文字は愛知県産の予定です。

直

毎月１９日は『食育の日～おうちでごはんの日～』です

保健給食課 HP

保健給食課公式 YouTube

◆米◆
１２月に使用される米は豊橋産の「あいちの
かおり」という品種の新米です。学校給食で
使用されるお米は1年間すべて豊橋産です。

とよはし産学校給食の日とよはし産学校給食の日

　今は一年中、食べたいものを手に入れることができるようになりました。しかし、食べ物には、それぞれの地域でよく育ち、
たくさんとれる季節があります。それぞれの食べ物が一番よくとれて、おいしくなった時期を食べ物の「旬」といいます。

給食の献立表で、旬の食べ物をさがしてみましょう！（学校給食は、地産地消を意識した旬の食材を使っています。）

出典：文部科学省小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」低学年用 P,5 一部改変

※今月の「みそ汁」には、だいこん、はくさいが入っています。季節等により、同じ「みそ汁」でも使用する食品が異なります。
　何が入っているか、その都度献立表で確認してみましょう！（２８品目のアレルゲンは、献立表裏面に表示されています）

食べ物の「旬」
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12月に提供のねぎみそ丼・マーボー豆腐の
調理風景を掲載中！ぜひご覧ください♪
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献　立　名

食 品 の 種 類 と 体 内 で の は た ら き
エネルギー

（kcal）
小学校
中学校

メモらん
赤主に体の組織をつくる食品群 緑主に体の調子を整える食品群 黄主にエネルギーになる食品群

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群
魚・肉・卵 
豆・豆製品

牛乳・乳製品 
小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜 

果物
米・パン・めん 

いも・砂糖
油 脂

（ 種 実 ）

1 木

中華めん　　　　　　牛乳 小魚 牛乳、小魚 中華めん

623
775

中華めん：小麦粉は 100％愛
知県産

米粉ぎょうざ（小２こ、中３こ） 豚肉 キャベツ 米粉 米油
そえやさい もやし 米油

やさいラーメン 豚肉、なると巻 にんじん、チンゲンサイ たまねぎ、キャベツ、根深ねぎ
コーン、きくらげ でん粉 ごま油、米油

2 金
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

573
733

プルコギ（肉やさいいため） 豚肉 にんじん、にら たまねぎ、にんにく、たけのこ 砂糖、でん粉 米油

スンドゥブチゲ（豆腐なべ） 豆腐、とりだんご
赤みそ、白みそ こまつな だいこん、はくさい、もやし

白菜キムチ
ごま、ごま油
米油

5 月

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

595
760

さんまのみぞれ煮 さんま だいこん
こんぶ豆 大豆、油揚げ こんぶ にんじん 砂糖

五目汁 かまぼこ、高野豆腐 にんじん、こまつな だいこん、ごぼう、こんにゃく
根深ねぎ さといも

6 火

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

666
834

あじフライ Ｐソース あじ パン粉 米油
ゆでやさい キャベツ

みそ煮 とり肉、とりレバー
生揚げ、赤みそ にんじん、さやいんげん こんにゃく、だいこん、れんこん さといも、砂糖

7 水
麦ごはん　　　　　　牛乳 牛乳 麦ごはん

601
760

ドライカレー 豚肉、大豆 にんじん、パプリカ にんにく、しょうが、たまねぎ 米油
ポテトスープ ベーコン にんじん、チンゲンサイ キャベツ じゃがいも 米油
一口アセロラゼリー アセロラ 砂糖

8 木

ごはん　　　　　　　牛乳 コーヒー糖 牛乳 ごはん、コーヒー糖

606
768

れんこんのごまネーズいため ちくわ にんじん、さやいんげん れんこん 砂糖 ごま、卵無マヨネーズ
米油

すき焼き 豚肉、焼豆腐 こんにゃく、根深ねぎ、はくさい
えのきたけ、えだまめ ふ、砂糖 米油

9 金

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

605
761

豚丼 豚肉 たまねぎ、こんにゃく、しょうが
えだまめ 砂糖 米油

みそ汁 生揚げ、赤みそ、白みそ わかめ にんじん、葉ねぎ だいこん、はくさい じゃがいも
みかん みかん

12 月

ごはん　　　　　　　牛乳 焼きのり 牛乳、焼きのり ごはん

611
768

愛知を食べる学校給食の日
青じそ入り肉だんご：青じそ
は豊橋産

れんこん入りコロッケ れんこん じゃがいも、小麦粉 米油
そえやさい キャベツ 米油

青じそ肉だんごと白菜のスープ煮 青じそ入り肉だんご にんじん、葉ねぎ だいこん、はくさい、たけのこ
しいたけ 米油

13 火
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

617
786

いわしのしょうが煮 いわし しょうが
やさいのおひたし Ｐしょうゆ ほうれんそう はくさい、もやし
肉じゃが 豚肉、揚げはんぺん にんじん、さやいんげん こんにゃく、たまねぎ じゃがいも、砂糖 米油

14 水
ミルクロール　　　　牛乳 ココア糖 牛乳 ミルクロール

ココア糖
690
872

ミルクロール：小麦粉は50％
愛知県産

りんご（小１こ、中２こ） りんご
フライドチキン とり肉 米油
ミネストローネ ウインナー、大豆 にんじん、パセリ、トマト たまねぎ、セロリ、にんにく じゃがいも、砂糖 オリーブ油

15 木
麦ごはん　　　　　　牛乳 角チーズ 牛乳、角チーズ 麦ごはん

622
782ねぎみそ丼 豚肉、赤みそ、豆乳 にんじん、葉ねぎ 切干しだいこん、しょうが 砂糖 米油

うずら卵の中華スープ煮 なると巻、うずら卵 にんじん、にら たまねぎ、キャベツ、根深ねぎ はるさめ ごま油

19 月
ごはん　　　　　　　牛乳 ひじきふりかけ 牛乳

ひじきふりかけ ごはん
661
827 冬至献立：12月22日は冬至かぼちゃ入りミンチカツ 豚肉 かぼちゃ パン粉 米油

そえやさい こまつな キャベツ 米油
根菜汁 豆腐、油揚げ、とり肉 にんじん、葉ねぎ だいこん、ごぼう、れんこん さといも

20 火

麦ごはん　　　　　　牛乳 牛乳 麦ごはん

578
725

いわしの甘露煮 いわし 砂糖
親子煮 とり肉、卵 にんじん、さやえんどう たまねぎ じゃがいも、砂糖

のっぺい汁 生揚げ 根深ねぎ、だいこん、ごぼう
ぶなしめじ でん粉 ごま油

21 水

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

625
809

すりみ入りコーンしゅうまい
（小２こ、中３こ） たら コーン、たまねぎ

そえやさい もやし 米油

マーボー豆腐 豚肉、豆腐、大豆
とりレバー、赤みそ 葉ねぎ しょうが、にんにく、たまねぎ

たけのこ、しいたけ 砂糖、でん粉 ごま油、米油

22 木

愛知のツイストパン　牛乳 牛乳 愛知のツイストパン

721
897

クリスマス献立
愛知のツイストパン：小麦粉
は100％愛知県産
ミニトマト：豊橋産

ミニトマト（小1こ、中２こ） ミニトマト
とり肉とやさいのバジルソテー とり肉 パプリカ キャベツ、にんにく オリーブ油

ポタージュスープ ベーコン、白いんげん豆 チーズ、調理用牛乳
生クリーム にんじん、パセリ たまねぎ、コーン バター

クリスマスいちごプリン◯直 いちご 砂糖

豊橋市東部学校給食センター令和４年１２月分学校給食献立表

※給食についてのご意見、ご質問は東部給食センター電話 62−9815または保健給食課電話 51−2835 へお問合せください。


