
「牛肉とトマトのすき焼き」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

a｛ ① サラダ油で牛肉をいため、酒をふる。
② たまねぎ、トマトの順に加え、いためる。
③ aで調味し、焼豆腐を加え煮る。
④ えだまめともちふを加えて仕上げる。

牛肉　　　　　　 40ｇ
酒　　　　　　　　2㏄
焼豆腐　　　　　 40ｇ
トマト　　　　　　 30ｇ（角切り）
たまねぎ　　　　　60ｇ（うす切り）
むきえだまめ　　　 10ｇ（ゆでる）
もちふ　　　　　　 3ｇ（ぬるま湯でもどす）

トマトジュース　　　 5㏄
しょうゆ　　　　　　7㏄
砂糖　　　　　　3.5ｇ
サラダ油　　　　　 2㏄

豊橋市役所　保健給食課のホームページに献立表、給食の
概要やレシピを紹介しています。ぜひご覧ください。

豊橋市学校給食　献立 検索

検索

給食用食材料の放射性物質測定結果は
（公財）豊橋市学校給食協会ホームページで公開しています。

豊橋市学校給食協会

毎月19日は『食育の日～
　おうちでごはんの日』です

トマトの赤い色に含まれるリコ
ピンは、皮膚を健康に保ったり、
病気を予防したりする働きがあ
ります。また、牛肉に豊富に含
まれる鉄分は、運動時の疲れを
予防する働きがあります。

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。
○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。
○献立名の○直 は学校へ直送します。

新型コロナウイルス感染症の影響で愛知県産牛肉
と名古屋コーチンの消費量が減っています。たく
さん食べて、畜産農家と食肉事業者の皆さんを応
援しましょう！今月の学校給食では、「牛肉とト
マトのすき焼き」と「とり丼」に使用しています。

令和2年7月分学校給食献立表

日 曜 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 ）

※給食についてのご意見、ご質問は東部調理場　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。
※アレルギー物資の情報は裏面に表示しています。

豊橋市東部学校給食共同調理場

1 水

中華めん 
冷やし中華

冷やし中華スープ 
小魚 焼き豚 飲用牛乳 

小魚 にんじん きゅうり、もやし、しょうが 中華めん、砂糖
604 
722

小皿→焼き豚・やさい 
冷やし中華：中華めんに焼き豚とやさ
いをのせ、スープをかけましょう。 
中華めん：小麦粉の一部は愛知県産
を使用しています。

中華スープ とり肉 にんじん、ねぎ たまねぎ、コーン、しいたけ でん粉 米油

2 木

ゆかりごはん（麦ごはん） ゆかり粉 飲用牛乳 しそ 麦ごはん
633 
766

ゆかりごはん：ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。 
打ち豆汁：福井県の郷土料理です。

ちくわの米粉カレーいそべ揚げ（２こ） ちくわ 青のり 米粉 米油
打ち豆汁 打ち豆、生揚げ、白みそ にんじん、ねぎ だいこん、根深ねぎ、ごぼう 長いも
いちごゼリー◯直  いちご 砂糖

3 金
ミルクロール 飲用牛乳 ミルクロール 667 

834
ミルクロール：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。ジャーマンポテト ベーコン パセリ コーン じゃがいも

ポークビーンズ 豚肉、大豆 にんじん、トマト たまねぎ 米油

6 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
594 
779

小皿→めひかりフライ・茎わかめのき
んぴら 
めひかりフライ：愛知県産のめひかり
を使用しています。

めひかりフライ(小２こ・中３こ） めひかり パン粉 米油
茎わかめのきんぴら 茎わかめ にんじん れんこん、こんにゃく 砂糖 米油
白みそ汁 豆腐、油揚げ、白みそ ねぎ たまねぎ、だいこん 

根深ねぎ、ぶなしめじ じゃがいも

7 火

麦ごはん
ドライカレー 豚肉 飲用牛乳 にんじん、ピーマン 

パプリカ たまねぎ、しょうが、にんにく 麦ごはん 米油 657 
819

ドライカレー：具をごはんの上にのせ
ましょう。コンソメスープ ウインナー パセリ キャベツ、コーン、たまねぎ じゃがいも 米油

スイートポテト さつまいも、砂糖

8 水

ごはん ひじきふりかけ 飲用牛乳 
ひじきふりかけ ごはん

580 
749

ごぼう入りつくね（小２こ・中３こ） とり肉 ごぼう、たまねぎ
コーンソテー コーン、キャベツ 米油
はるさめスープ ロースハム、豆腐 にんじん、チンゲンサイ たまねぎ、しょうが、しいたけ はるさめ 米油、ごま油

9 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん 569 

722
さわらの西京焼き さわら、白みそ
じゃがいもの含め煮 揚げはんぺん にんじん、さやいんげん たまねぎ、ぶなしめじ、こんにゃく じゃがいも、砂糖

10 金
ごはん
ピリ辛ひじき丼 とり肉、赤みそ 飲用牛乳 

ひじき 赤ピーマン たまねぎ、たけのこ、しょうが ごはん、砂糖 米油 552 
699

ピリ辛ひじき丼：具をごはんの上にの
せましょう。やさいスープ ウインナー にんじん、パセリ キャベツ、たまねぎ、えだまめ じゃがいも 米油

13 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
620 
787

一口カツ Ｐソース 豚肉 パン粉 米油
ゆでやさい　 にんじん キャベツ
すまし汁 うずら卵、かまぼこ、ゆば わかめ ねぎ たまねぎ

14 火
スライスパン 大豆チョコスプレッド 飲用牛乳 スライスパン 大豆チョコスプレッド 715 

852
スライスパン：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。ポテトクリームスープ ベーコン、白いんげん豆 牛乳、生クリーム にんじん、パセリ たまねぎ、コーン じゃがいも

ウインナーソテー ウインナー にんじん キャベツ、えだまめ 米油

15 水
ごはん コーヒー糖 飲用牛乳 ごはん、コーヒー糖 626 

787
マーボー豆腐 豆腐、豚肉、赤みそ ねぎ たまねぎ、にんにく、しょうが 砂糖、でん粉 米油、ごま油
エリンギのオイスターソースいため チンゲンサイ、にんじん エリンギ、たけのこ、コーン でん粉 米油

16 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
599 
750

米粉ほきフライ Ｐソース ほき 米粉 米油
ゆでやさい　 にんじん キャベツ
わかめ汁 豆腐、なると巻 わかめ ねぎ たまねぎ、たけのこ

17 金

ごはん
チキンカレーライス  
福神漬

とり肉、豆乳 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース 
福神漬 ごはん、じゃがいも 米油 622 

779
福神漬：愛知県産のだいこんを使用
しています。

アスパラサラダ Ｐシーザー
ドレッシング

グリーンアスパラ 
にんじん キャベツ、きゅうり シーザードレッシング

20 月
ごはん 
とり丼 とり肉 飲用牛乳 たまねぎ、えだまめ 

こんにゃく、しょうが ごはん、砂糖 米油 631 
800

とり丼：具をごはんの上にのせましょう。
だんご汁 油揚げ、かまぼこ にんじん、ねぎ 根深ねぎ、たけのこ いももち

21 火

ごはん 飲用牛乳 ごはん
719 
895

春巻 豚肉 キャベツ、もやし 小麦粉 米油
マーボーとうがん 豆腐、豚肉、赤みそ ねぎ たまねぎ、とうがん 

にんにく、しょうが 砂糖、でん粉 米油、ごま油
一口アセロラゼリー アセロラ 砂糖

22 水
ごはん 豚肉、豆乳 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース ごはん、じゃがいも 米油 637 

806
ハヤシライス 
やさいソテー ベーコン パセリ コーン、キャベツ 米油

27 月
ごはん お抹茶大豆 お抹茶大豆 飲用牛乳 ごはん 561 

707
さけの塩焼き さけ
豚汁 豚肉、豆腐、赤みそ にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう

28 火
ごはん 飲用牛乳 ごはん 575 

755
ぎょうざ(小２こ・中３こ） Ｐしょうゆ 豚肉 キャベツ 小麦粉 米油
中華コーンスープ とり肉 にんじん、ねぎ たまねぎ、コーン、しいたけ でん粉

29 水
なめし（麦ごはん） なめしの素 飲用牛乳 だいこんの葉 麦ごはん 579 

736
なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。つみれのうま煮 すりみボール、うずら卵 にんじん、さやえんどう たまねぎ、しいたけ じゃがいも、砂糖

ハムとやさいのいためもの ロースハム にんじん キャベツ、コーン 米油

30 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん 591 

744
牛肉とトマトのすき焼き 牛肉、焼豆腐 トマト たまねぎ、えだまめ 砂糖、ふ 米油
やさいいいため にんじん キャベツ、コーン 米油

31 金
ごはん しそひじきの佃煮 飲用牛乳 

しそひじきの佃煮 ごはん 648 
807

れんこんコロッケ：愛知県産のれんこ
んを使用しています。れんこんコロッケ れんこん じゃがいも、パン粉 米油

生揚げの五目煮 生揚げ、ちくわ、豚肉 にんじん、さやいんげん たけのこ、しいたけ、こんにゃく 砂糖 米油


