
「グーラッシュ（牛肉のパプリカ煮込み）」

豊橋市「スポーツのまち」づくり課からのお知らせ豊橋市「スポーツのまち」づくり課からのお知らせ
詳しくはこちらから↓

ドイツ紹介 東京2020大会
関連の取組1人分材料

献 立 紹 介

作り方

① 牛肉に黒こしょう、キャラウェイで下味をつける。
② サラダ油で牛肉をいため、赤ぶどう酒、パプリカ
　 パウダーをふる。
③ たまねぎ、にんじん、じゃがいも、赤ピーマンを加
　 え、よくいため、水を加える。
④ aで調味し、よく煮込む。
⑤ 仕上げに生クリームを加える。

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

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。

牛肉と野菜を、パプリカパウダーなどで煮込ん
だ、ドイツの家庭料理です。ドイツは、植物が育
ちにくい土地であったため、厳しい冬でも保存
できる食材を使った煮込み料理がよく食べら
れています。

豊橋市はドイツヴォルフスブルグ市と
パートナーシティ協定を結び、スポーツ
や文化面で交流を続け、東京2020大
会に向けては2019年にドイツのテコ
ンドー代表の事前合宿を受入れ、さら
に交流を深めています。

牛肉　　　　40ｇ
黒こしょう　　少々
キャラウェイ　少々
たまねぎ　　  80ｇ（せん切り）
にんじん　　 20ｇ（角切り）
じゃがいも　  40ｇ（角切り）
赤ピーマン　   7ｇ（角切り）

赤ぶどう酒　　 　6㏄
パプリカパウダー  2ｇ
ドミグラスソース 35ｇ
ケチャップ　　　 8ｇ
塩　　　　　  0.2ｇ
砂糖　　　　  0.1ｇ
生クリーム　　　5㏄
サラダ油　　　　2㏄

a｛

♥は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
　畜産農家・業者さんを応援する献立です。

令和2年10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 ）

豊橋市北部学校給食共同調理場

※給食についてのご意見、ご質問は北部調理場　電話 88–1817 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。

1 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん 671 

843
ハンバーグのあまみそかけ 豚肉、とり肉、赤みそ たまねぎ、しょうが 砂糖 米油
五目きんぴら 豚肉、揚げはんぺん にんじん、さやいんげん ごぼう、切干しだいこん、こんにゃく 砂糖 米油、ごま油

2 金
麦ごはん 
豚キムチ丼 豚肉 飲用牛乳 こまつな 白菜キムチ、たまねぎ、れんこん

にんにく、しょうが 麦ごはん、砂糖 米油 585 
743

豚キムチ丼：具をごはんの上にのせま
しょう。だんご汁 なると巻、油揚げ にんじん、ねぎ だいこん、しいたけ　　 長いも、いももち

5 月
ごはん 飲用牛乳 ごはん

616 
764

さばの銀紙焼き さば、赤みそ、白みそ 砂糖
のっぺい汁 生揚げ にんじん、ねぎ ごぼう、だいこん、こんにゃく 長いも、でん粉 ごま油
みかん みかん

6 火
ごはん 飲用牛乳 ごはん 701 

883
とり肉のレモンソースかけ とり肉 レモン でん粉、砂糖 米油
ツナと大豆の煮付 まぐろ、大豆 にんじん、さやいんげん たけのこ、れんこん、しいたけ、こんにゃく 砂糖

7 水
ごはん 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 ごはん 米油 608 
769

ドライカレー：具をごはんの上にのせ
ましょう。 
一口ブルーベリーゼリー：愛知県産の
ブルーベリーを使用しています。

ドライカレー 
ポテトスープ ベーコン にんじん、チンゲンサイ キャベツ、たまねぎ じゃがいも 米油
一口ブルーベリーゼリー ブルーベリー 砂糖

8 木
サンドイッチロール 
チリドッグ ウインナー 飲用牛乳 トマト たまねぎ、にんにく サンドイッチロール 米油 676 

800

チリドッグ：パンに具をはさみましょう。 
サンドイッチロール：小麦粉の一部は
愛知県産を使用しています。コンソメスープ とり肉 にんじん キャベツ、コーン、たまねぎ、えだまめ じゃがいも 米油

りんご(小１こ・中２こ) りんご

9 金
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 653 

822
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。あじのカレーフライ あじ パン粉 米油

ごまあえ にんじん はくさい、切干しだいこん 砂糖 ごま
みそ汁 赤みそ、白みそ、豆腐、油揚げ わかめ ねぎ だいこん、たまねぎ、えのきたけ

12 月
ごはん 小魚 飲用牛乳、小魚 ごはん

603 
773

豚肉とキャベツのみそいため 赤みそ、揚げはんぺん
豚肉 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
中華コーンスープ ロースハム にんじん、ねぎ コーン、たまねぎ、しいたけ でん粉 米油

13 火
ロールパン 飲用牛乳 ロールパン

686 
864

ロールパン：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。
♥グーラッシュ：牛肉は県産牛肉を使
用しています。

グーラッシュ（牛肉のパプリカ煮込み） 牛肉 生クリーム にんじん、赤ピーマン たまねぎ じゃがいも、砂糖 米油
ウインナーソテー ウインナー パセリ キャベツ、エリンギ 米油

14 水

なめし（ごはん） なめしの素 飲用牛乳 だいこんの葉 ごはん
583 
764

なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。 
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
そえやさい にんじん キャベツ 米油
さといもの含め煮 いか にんじん、さやいんげん だいこん、たけのこ 

しいたけ、こんにゃく さといも、砂糖

15 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん

675 
880

しそしゅうまい：愛知県産の青じそを
使用しています。

しそしゅうまい（小１こ・中２こ） とり肉 青じそ たまねぎ 小麦粉 米油
バンサンスー にんじん もやし、きゅうり ビーフン、砂糖 米油
マーボー豆腐 豆腐、豚肉、とりレバー、赤みそ ねぎ たまねぎ、にんにく、しょうが でん粉、砂糖 米油、ごま油

16 金
麦ごはん 
ひじきとツナのそぼろ丼 まぐろ 飲用牛乳

ひじき にんじん コーン、しょうが 麦ごはん、砂糖 米油 607 
755

ひじきとツナのそぼろ丼：具をごはん
の上にのせましょう。 
呉汁：群馬県の郷土料理です。呉汁 大豆、豆乳、白みそ にんじん、ねぎ だいこん、ぶなしめじ、こんにゃく さといも

みかん みかん

19 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
642 
814

♥やさいの炊き合わせ：とり肉は名
古屋コーチンを使用しています。

かれいフライ　 
ゆでやさい Pソース かれい  

キャベツ、きゅうり パン粉、小麦粉 米油

やさいの炊き合せ とり肉、高野豆腐 
揚げはんぺん にんじん、さやいんげん たまねぎ、しいたけ じゃがいも、砂糖

20 火

ごはん 飲用牛乳 ごはん
604 
750

とりのてり焼き 
れんこんのいためもの

とり肉  
にんじん

 
れんこん、こんにゃく

 
砂糖

 
ごま油

ふのすまし汁 豆腐、かまぼこ わかめ にんじん、みつば たまねぎ、だいこん、えのきたけ ふ
お米のババロア ◯直 豆乳 みかん 米粉、砂糖

21 水
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 609 

771
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。やさいの中華クリーム煮 ロースハム 牛乳、生クリーム にんじん はくさい、えだまめ、たまねぎ じゃがいも、でん粉 米油

ピリ辛いため 豚肉 にんじん、チンゲンサイ れんこん、たけのこ はるさめ、砂糖 米油、ごま油、ごま

22 木

米粉パン(小麦入り) 飲用牛乳 米粉パン（小麦入り）

701 
866

愛知を食べる学校給食の日 
米粉パン(小麦入り)：小麦粉と米粉の
一部は愛知県産を使用しています。 
キャベツミンチカツ：愛知県産のキャベ
ツ、豊橋産の青じそを使用しています。 
一口蒲郡みかんゼリー：蒲郡産のみか
んを使用しています。

キャベツミンチカツ 
バターコーン 

豚肉、とり肉 青じそ 
にんじん

キャベツ 
えだまめ、コーン

パン粉 米油 
バター

卵スープ　　 卵、ベーコン トマト、パセリ たまねぎ、とうがん
にんにく でん粉

一口蒲郡みかんゼリー みかん 砂糖

23 金
ごはん 飲用牛乳 ごはん 694 

868
酢豚 豚肉 にんじん、さやえんどう たまねぎ、たけのこ、れんこん、しいたけ でん粉、砂糖 米油
中華サラダ Pごまドレッシング わかめ、寒天 もやし、キャベツ、コーン ごまドレッシング

26 月
ゆかりごはん（麦ごはん） ゆかり粉 飲用牛乳 しそ 麦ごはん

661 
810

ゆかりごはん：ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。

ちくわの米粉いそべ揚げ ちくわ 青のり 米粉 米油
くりとさつまいもの甘辛煮 さつまいも、砂糖 栗（くり）
豚汁 豚肉、豆腐、赤みそ にんじん、ねぎ ごぼう、根深ねぎ、だいこん

27 火
ごはん 飲用牛乳 ごはん 632 

819
♥親子煮：とり肉は名古屋コーチンを使
用しています。白ごまつくね（小２こ・中３こ） とり肉 たまねぎ ごま

親子煮 とり肉、卵 にんじん、ねぎ たまねぎ じゃがいも、砂糖

28 水
白玉うどん 
カレーあんかけ 角チーズ とり肉、かまぼこ 飲用牛乳

角チーズ にんじん、ねぎ 根深ねぎ、たまねぎ 
エリンギ 白玉うどん 650 

757
白玉うどん：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。大豆のいそ煮 大豆、油揚げ ひじき にんじん、さやいんげん 砂糖 米油

29 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
597 
750

ごぼうと豚肉の南蛮煮 豚肉、赤みそ さやいんげん しょうが、ごぼう、こんにゃく 砂糖 ごま、ごま油
秋のふきよせ汁 もみじかまぼこ、油揚げ にんじん れんこん、だいこん、えだまめ

ぶなしめじ、えのきたけ さつまいも
かぼちゃプリンタルト かぼちゃ 小麦粉 マーガリン

30 金
ごはん 
しらすの佃煮

飲用牛乳 
しらすの佃煮 ごはん 595 

757豚肉とやさいのすき焼き 豚肉 たまねぎ、はくさい、こんにゃく 砂糖 米油
豆腐汁 豆腐、かまぼこ、油揚げ にんじん、ねぎ ごぼう、だいこん


