
令和2年8月分学校給食献立表

「オイスターソースいため」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

a｛
①サラダ油で豚肉をいため、酒をふる。
② にんじん、切干しだいこん、きくらげ、
　 ピーマンの順に加え、いためる。
③ aで調味する。
④ ごま油を加えて仕上げる。

豚肉　　　　　　 40ｇ （細切り）
酒　　　　　　　  2㏄
切干しだいこん　 　6ｇ （水でもどす）
にんじん　　　　　15ｇ （せん切り）
ピーマン　　　　 　4ｇ （せん切り）
きくらげ　　　　　0.2ｇ （水でもどす、せん切り）

オイスターソース 　2.5ｇ
砂糖　　　　　　0.2ｇ
中華だし　　　 　0.5ｇ
しょうゆ　　　　　1.5㏄
サラダ油 　　　　　2㏄
ごま油　　　　 　0.8㏄

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

豚肉や切干しだいこんなどをいためて、オイスター
ソースで味をつけた中華味のいためものです。切干し
だいこんは、切っただいこんを干して乾燥させたもの
です。干すことで、だいこんの水分がぬけるため、長
期間保存することができます。切干しだいこんには、
おなかの調子を整える食物繊維や、骨や歯をつくるカ
ルシウムが豊富に含まれています。

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。

豊橋市南部学校給食共同調理場

※給食についてのご意見、ご質問は南部調理場　電話 45–4512 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。

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

 中学・
高等

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 ）

18 火

ミルクロール 飲用牛乳 ミルクロール
684 
893

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。

白身魚のカリカリフライ ほき じゃがいも 米油

ハヤシシチュー 豆乳、豚肉 にんじん たまねぎ、グリンピース じゃがいも 米油

19 水

ごはん 飲用牛乳 ごはん
582 
740

ホイコーロー 赤みそ、豚肉 ピーマン、にんじん キャベツ、たけのこ 
しょうが、にんにく でん粉、砂糖 米油

中華スープ煮 ロースハム わかめ にんじん、にら たまねぎ、しいたけ はるさめ 米油、ごま油

20 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
653 
823

いかフライ Ｐソース いか パン粉 米油

じゃがいものカレーいため 豚肉 にんじん
さやいんげん たまねぎ、にんにく じゃがいも

砂糖 米油

21 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん

644 
830

キャベツしゅうまい：愛知
県産のキャベツを使用して
います。

キャベツしゅうまい
(小２こ・中高３こ) 豚肉 キャベツ、たまねぎ

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 でん粉、砂糖 ごま油、米油

24 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
601 
756

ハンバーグの和風あんかけ 豚肉、とり肉 たまねぎ でん粉、砂糖

けんちん汁 豆腐、油揚げ にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう ごま油

25 火

麦ごはん 
豆乳カレーライス 豆乳、まぐろ 飲用牛乳 にんじん 

さやいんげん たまねぎ 麦ごはん
じゃがいも 米油

591 
747

コーンサラダ
Ｐコーン
クリーミー
ドレッシング

にんじん キャベツ、きゅうり
コーン

コーンクリーミー
ドレッシング

26 水

ごはん 飲用牛乳 ごはん
617 
775

白はんぺんの米粉いそべ揚げ 白はんぺん 青のり 米粉 米油

いなか汁 とり肉、生揚げ 
赤みそ、白みそ わかめ にんじん、ねぎ だいこん、たまねぎ 長いも

27 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
562 
715

オイスターソースいため 豚肉 にんじん、ピーマン 切干しだいこん
きくらげ 砂糖 米油、ごま油

ピリ辛スープ煮 生揚げ、なると巻 
白みそ

にんじん
チンゲンサイ だいこん

28 金

サンドイッチバンズ 
フィッシュバーガー ケチャップ たら 飲用牛乳 サンドイッチバンズ 

パン粉 米油
753 
872

フィッシュバーガー：パン
にたらフライをはさみ、ケ
チャップをかけましょう。 
サンドイッチバンズ：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

31 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
641 
806

さんまの銀紙焼き さんま、赤みそ
白みそ 砂糖

五目煮 大豆、とり肉 
揚げはんぺん

にんじん
さやえんどう

たけのこ、ごぼう 
しいたけ、こんにゃく 砂糖 米油




