
こんにゃく　  25ｇ（細切り）
だし汁　　　20㏄
しょうゆ　　　 5㏄
みりん　　　  1㏄
砂糖　　　　 2ｇ
サラダ油　　　2㏄
でん粉　　　 1ｇ

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

「だいこんのそぼろ煮」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

① サラダ油で豚ひき肉をいため、酒をふる。
② だいこん、にんじん、ぶなしめじ、こんにゃくを
　 加えていため、だし汁を加えて煮る。
③ aで調味し、生揚げを加えて煮含める。
④ ねぎ、しょうがを加え、水ときでん粉でとろみを
　 つけて仕上げる。

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。 旬のだいこんなどの野菜を豚ひき肉と煮た料理で

す。だいこんは、寒くなるほど甘みが増しておいし
くなります。旬のだいこんは、水分が多くて柔らか
いのが特徴です。だいこんは、食べ物の消化を助け、
胃腸の働きをよくする効果があります。

だいこん　　 60ｇ（厚めのいちょう切り）
にんじん　　 25ｇ（いちょう切り）
ぶなしめじ　 10ｇ
ねぎ　　　　  5ｇ（小口切り）
しょうが　　　 1ｇ（みじん切り）
豚ひき肉　　 30ｇ
酒　　　　　 2㏄
生揚げ　　　30ｇ（一口大に切り、油抜き）

a｛

令和2年11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。

2 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
619 
824

白身魚のカリカリフライ 
ゆでやさい Pソース ほき  

にんじん
 
キャベツ

じゃがいも 米油 

なめこ汁 豆腐、油揚げ、赤みそ わかめ ねぎ だいこん、たまねぎ、なめこ

4 水

ごはん 飲用牛乳 ごはん
604 
763

いも煮：山形県の郷土料理です。
ごまだれ肉だんご（小３こ・中４こ） とり肉 たまねぎ ごま
いも煮 豚肉 にんじん 根深ねぎ、ごぼう、だいこん

ぶなしめじ、こんにゃく さといも、砂糖 米油
みかん みかん

5 木
なめし（麦ごはん） なめしの素 

スティックチーズ
飲用牛乳 
スティックチーズ だいこんの葉 麦ごはん

662 
826

なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。さんまの銀紙焼き さんま、赤みそ、白みそ 砂糖

五目汁 とり肉、油揚げ にんじん、ねぎ たまねぎ、はくさい 
だいこん、しいたけ いももち

6 金
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 
846

チキンカツ：愛知県産のとり肉を使用
しています。 
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。

チキンカツ Pソース とり肉 パン粉 米油
トマトスープ煮 ベーコン にんじん、トマト、パセリ たまねぎ、コーン じゃがいも、砂糖

9 月
ごはん かつおふりかけ かつおふりかけ 飲用牛乳 ごはん 670 

839
とり肉のあんかけ とり肉 でん粉、砂糖 米油
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、たけのこ、しいたけ じゃがいも、砂糖

10 火

サンドイッチロール 
ドライカレーサンド 豚肉、ひよこ豆 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース サンドイッチロール 

小麦粉 米油
637 
734

パン皿→サンドイッチロール・次郎柿
とよはし産学校給食の日：次郎柿 
ドライカレーサンド：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 ベーコン にんじん、パセリ キャベツ、コーン
たまねぎ じゃがいも

次郎柿 次郎柿

11 水

ごはん 
高野豆腐の卵丼 高野豆腐、卵 飲用牛乳 にんじん、みつば たまねぎ ごはん、砂糖 627 

781

高野豆腐の卵丼：具をごはんの上に
のせましょう。 
さつま汁：鹿児島県の郷土料理です。さつま汁 とり肉、白みそ ねぎ だいこん、根深ねぎ、ごぼう さつまいも

くりのムース ◯直 牛乳 栗（くり）

12 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん 723 

897
肉豆腐 豆腐、豚肉 にんじん、ねぎ たまねぎ、れんこん でん粉、砂糖 米油
米粉コロッケ Pソース じゃがいも、米粉 米油

13 金

ロールパン 飲用牛乳 ロールパン
726 
933

パン皿→ロールパン・りんご
ロールパン：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。 
クリームシチュー：ホワイトルウを手作
りしています。　

クリームシチュー 豚肉、白いんげん豆 牛乳、生クリーム 
チーズ、脱脂粉乳 にんじん たまねぎ、コーン、グリンピース じゃがいも、小麦粉 バター、米油

ウインナーとやさいのケチャップいため ウインナー にんじん、チンゲンサイ キャベツ、マッシュルーム 米油
りんご（小１こ・中２こ） りんご

16 月

ごはん 
つぼ漬 飲用牛乳 つぼ漬 ごはん

627 
788

あじのから揚げ Pしょうゆ あじ でん粉 米油
生揚げのくず煮 生揚げ、とり肉 にんじん、チンゲンサイ たまねぎ、たけのこ 

しいたけ、しょうが でん粉

17 火

ごはん 飲用牛乳 ごはん
648 
848

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３こ） Pしょうゆ 豚肉 キャベツ、たまねぎ
ゆでやさい もやし
八宝菜 豚肉、うずら卵、いか にんじん、チンゲンサイ たまねぎ､キャベツ、たけのこ

れんこん、しいたけ でん粉 米油、ごま油

18 水

ソフトめん 
ミートソース 豚肉 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース ソフトめん、砂糖 米油 682 

831

パン皿→ソフトめん・りんご
ソフトめん：小麦粉の一部は愛知県産
を使用しています。キャベツソテー ベーコン にんじん キャベツ、コーン 米油

りんご（小１こ・中２こ） りんご

19 木

ゆかりごはん（ごはん） ゆかり粉 飲用牛乳 しそ ごはん
648 
805

ゆかりごはん：ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。　　　

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
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
みかん みかん

20 金

麦ごはん 
カレーライス 豚肉、豆乳 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース 麦ごはん

じゃがいも 米油 626 
788

げんきサラダ：具に削節と塩こんぶを
まぜましょう。小学校1年生の国語で
学習する「サラダでげんき」に登場す
るサラダです。

げんきサラダ P和風ドレッシング 
削節、塩こんぶ

ロースハム、削節 塩こんぶ にんじん きゅうり、キャベツ、コーン 和風ドレッシング
ミニトマト（小１こ・中２こ） ミニトマト

24 火

ごはん コーヒー糖 飲用牛乳 ごはん、コーヒー糖
612 
771

いかフライ　 
ゆでやさい Pソース いか  

にんじん
 
キャベツ

パン粉 米油 

かき玉汁 卵、豆腐、もみじかまぼこ わかめ ねぎ たまねぎ、根深ねぎ、えのきたけ でん粉

25 水
ごはん いもけんぴ入り小魚 飲用牛乳、小魚 ごはん、さつまいも 639 

802
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 米油、ごま油
はるさめサラダ にんじん もやし、きゅうり はるさめ、砂糖 米油

26 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
632 
780

だいこんのそぼろ煮 生揚げ、豚肉 にんじん、ねぎ だいこん、しょうが 
ぶなしめじ、こんにゃく でん粉、砂糖 米油

やさいサラダ Pごまドレッシング にんじん、ブロッコリー コーン、キャベツ ごまドレッシング
みかん みかん

27 金

サンドイッチバンズ 
ハンバーガー 豚肉、とり肉 飲用牛乳 キャベツ、たまねぎ サンドイッチバンズ 

砂糖、でん粉 米油 719 
827

ハンバーガー：パンにハンバーグと
キャベツをはさみましょう。 
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。

ポトフ ウインナー にんじん、パセリ たまねぎ、セロリー、だいこん じゃがいも
一口洋なしゼリー 洋なし 砂糖

30 月

麦ごはん 
ビビンバ 豚肉 飲用牛乳 にんじん、チンゲンサイ

切干しだいこん、にんにく 
わらび、ぜんまい、たけのこ
しいたけ、えのきたけ

麦ごはん、砂糖 米油、ごま油 631 
781

ビビンバ：具をごはんの上にのせま
しょう。わかめスープ 豆腐、なると巻 わかめ にんじん、にら たまねぎ はるさめ

スイートポテト さつまいも、砂糖


