
「とうがんとなすのトマトスープカレー」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

① サラダ油でとりむね肉をいためる。
② たまねぎ、にんじん、じゃがいも、
　 なす、コーン、トマトを加えていためる。
③ 水を加えあくをとったら、とうがん、
　 うずら卵を加えて煮る。
④ aで調味し、よく煮込んで仕上げる。

とうがん　　 40ｇ（角切り）
なす　　　　15ｇ（角切り）
たまねぎ　　 40ｇ（角切り）
にんじん　　 20ｇ（角切り）
じゃがいも　  30ｇ（角切り）
コーン　　　 10ｇ
トマト　　　  25ｇ（角切り）

とりむね肉　　  30ｇ（角切り）
うずら卵　　　 15ｇ
トマトピューレ　 10ｇ
純カレー　　　 0.1ｇ
洋だし　　　　0.8ｇ
カレールウ　　  10ｇ
塩　　　　　  0.3ｇ
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

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。

令和元年度学校給食アイデア料理コンテスト豊橋農
業協同組合長賞受賞献立です。豊橋で生産の盛んな
とうがん、なす、トマト、うずら卵を使用しています。
とうがん、なす、トマトなどの夏野菜は、水分を多く含
んでいるので、夏の水分補給にぴったりです。

a｛

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、「ハッ
シュドビーフ」と「トマト煮」に使用しています。

令和2年9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 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 616 

784やさいソテー ベーコン にんじん キャベツ、コーン 米油

2 水
ごはん 飲用牛乳 ごはん 631 

792
チキンカツ Pソース とり肉 パン粉 米油
白みそ汁 豆腐、油揚げ、白みそ わかめ にんじん、ねぎ たまねぎ、だいこん

3 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
653 
815

マーボー豆腐 豚肉、豆腐、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
エリンギのオイスターソースいため にんじん、チンゲンサイ エリンギ、もやし、コーン でん粉、砂糖 米油
杏仁豆腐 ◯直 生クリーム 砂糖

4 金

ごはん 
いわしの甘露煮 さつまいもチップス いわしの甘露煮 飲用牛乳 ごはん

さつまいもチップス 631 
775

大豆の煮付 大豆、油揚げ こんぶ にんじん 砂糖 米油
五目汁 とり肉、なると巻 ねぎ だいこん、えのきたけ 

たけのこ、ごぼう でん粉

7 月

わかめごはん(ごはん） わかめごはんの素 飲用牛乳 
わかめごはんの素 ごはん

632 
791

わかめごはん:わかめごはんの素をご
はんにまぜましょう。

春巻 
そえやさい

豚肉 キャベツ、もやし 
もやし

小麦粉 米油 
米油

中華スープ とり肉 にら、にんじん たけのこ、たまねぎ 
えだまめ、しいたけ はるさめ ごま油、米油

8 火

ごはん 飲用牛乳 ごはん

614 
776

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
コーンとさやいんげんのソテー さやいんげん コーン 米油

根菜汁 とり肉、赤みそ、白みそ にんじん、ねぎ
だいこん、たまねぎ 
根深ねぎ、ごぼう、れんこん 
ぶなしめじ、こんにゃく

9 水

麦ごはん 
カレーライス  
福神漬

豚肉、豆乳 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース 
福神漬

麦ごはん
じゃがいも 米油 618 

777
福神漬：愛知県産のだいこんを使用
しています。

やさいサラダ 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

10 木
ごはん 
こんぶの佃煮

飲用牛乳 
こんぶの佃煮 ごはん 626 

781肉じゃが 豚肉 にんじん、さやいんげん たまねぎ、こんにゃく じゃがいも、砂糖 米油
和風サラダ Ｐごまドレッシング 油揚げ にんじん キャベツ、きゅうり、もやし ごまドレッシング

11 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん
743 
927

とうがんとなすのトマトスープカレー：令
和元年度学校給食アイデア料理コンテス
ト豊橋農業協同組合長賞受賞献立です。 
ミンチカツ：愛知県産の豚肉を使用し
ています。

ミンチカツ 
ゆでやさい Ｐソース 豚肉 たまねぎ 

キャベツ
パン粉 米油 

とうがんとなすのトマトスープカレー とり肉、うずら卵 にんじん、トマト とうがん、なす、たまねぎ、コーン じゃがいも 米油

14 月
とり五目ごはん とり肉、油揚げ 飲用牛乳 にんじん ごぼう、しいたけ ごはん、砂糖 大豆油

590 
759

とり五目ごはん：愛知県産の三河赤
どりを使用しています。

米粉ほきフライ 
ゆでやさい Ｐソース ほき  

キャベツ
米粉 米油 

白みそ汁 豆腐、白みそ わかめ ねぎ たまねぎ、だいこん、ぶなしめじ

15 火
ロールパン 飲用牛乳 ロールパン

702 
881

ロールパン：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。

スペイン風オムレツ 
キャベツソテー

卵  
キャベツ

じゃがいも  
米油

トマト煮 とり肉、白いんげん豆 にんじん、トマト たまねぎ、グリンピース、コーン マカロニ 米油

16 水
ごはん 小魚 飲用牛乳、小魚 ごはん

646 
844

しゅうまい（小２こ・中３こ） 豚肉 たまねぎ
茎わかめのきんぴら 茎わかめ にんじん れんこん 砂糖 ごま油、米油
生揚げの中華いため煮 生揚げ、豚肉、なると巻 にんじん、さやえんどう たまねぎ、はくさい、たけのこ でん粉 米油

17 木

白玉うどん 
冷やし天ぷらうどん めんつゆ 飲用牛乳 たまねぎ、ごぼう 白玉うどん、小麦粉 大豆油、米油

703 
835

パ ン 皿 → 白 玉 う ど ん・巨 峰 ぶ ど う 
冷やし天ぷらうどん:パン皿にうどんと
かき揚げをのせ、つゆをかけましょう。 
白玉うどん：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。

卵とじ 豚肉、卵、かまぼこ にんじん、みつば たまねぎ、えだまめ じゃがいも、砂糖
巨峰ぶどう（小２こ・中３こ） 巨峰ぶどう

18 金

麦ごはん 
ツナそぼろ丼 まぐろ 飲用牛乳 にんじん コーン、しょうが、たまねぎ 麦ごはん、砂糖 米油

641 
804

ツナそぼろ丼:具をごはんの上にのせ
ましょう。みそ汁 豆腐、油揚げ、赤みそ ねぎ だいこん、ごぼう

根深ねぎ、えのきたけ
冷凍洋なし 洋なし

23 水
いろどりごはん（麦ごはん） いろどりごはんの素 飲用牛乳 麦ごはん 

いろどりごはんの素 675 
854

いろどりごはん：いろどりごはんの素
をごはんにまぜましょう。とりの竜田揚げ 

そえやさい
とり肉  

キャベツ、コーン
米油 
米油

五目きんぴら 揚げはんぺん、豚肉 にんじん、さやいんげん ごぼう、たけのこ、こんにゃく 砂糖 ごま、ごま油、米油

24 木
ミルクロール 飲用牛乳 ミルクロール

638 
790

パン皿→ミルクロール・巨峰ぶどう 
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。

ハッシュドビーフ 牛肉 トマト、パセリ たまねぎ、マッシュルーム 砂糖 米油
ポテトサラダ Ｐマヨネーズ にんじん コーン、えだまめ じゃがいも マヨネーズ
巨峰ぶどう（小２こ・中３こ） 巨峰ぶどう

25 金
ごはん 飲用牛乳 ごはん

648 
818

ぶりのみりん焼き 
そえやさい

ぶり  
こまつな

 
キャベツ

 
米油

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

28 月
ごはん 飲用牛乳 ごはん

609 
762

サーモンフライ 
ゆでやさい Ｐソース さけ  

にんじん
 
キャベツ

パン粉 米油 

すまし汁 豆腐、白はんぺん わかめ みつば たまねぎ

29 火

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
601 
752

なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。

肉だんごのうま煮 うずら卵、肉だんご にんじん、さやいんげん たまねぎ、たけのこ
れんこん、しいたけ 砂糖、でん粉

だいこんサラダ Ｐ和風ドレッシング にんじん だいこん、きゅうり、コーン 和風ドレッシング
一口アセロラゼリー アセロラ 砂糖

30 水

ゆかりごはん（ごはん） ゆかり粉 飲用牛乳 しそ ごはん
667 
888

ゆかりごはん:ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。 
月見ゼリー：１０月１日が中秋の名月
になります。

豆腐汁 豆腐、うさぎかまぼこ にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう、しいたけ ごま油
さといもコロッケ 
ゆでやさい Ｐソース とり肉  

キャベツ
さといも、パン粉 米油 

月見ゼリー ◯直 みかん 砂糖




