
豆腐　　　50ｇ（さいの目切り）
油揚げ　　 5ｇ（たんざく切り）
酒　　　　 2㏄
しょうゆ　　 5㏄
塩麹　　　 1ｇ
削節　　  3.5ｇ
ごま油　　  1㏄

豊橋市学校給食　献立 検索

検索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「根菜汁」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

① 削節でだしをとり、だいこん、にんじん、
　 れんこん、ごぼうを加えて煮る。
② さといもを加え、aで調味する。
③ 豆腐、油揚げ、ねぎを加える。
④ 仕上げにごま油を加える。

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。
○献立名の○直 は学校へ直送します。
○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。

だいこん　 20ｇ（たんざく切り）
にんじん　 15ｇ（たんざく切り）
れんこん　 10ｇ（いちょう切り）
ごぼう　　 10ｇ（小口切り、酢水につける）
酢　　　　0.5cc
ねぎ　　　  5ｇ（小口切り）
さといも　　25ｇ（たんざく切り）

a｛［

♥は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける水産業者
さんを応援する献立です。（県から無償提供）
「うなまぶし」のうなぎは豊橋産を使用しており、良質な脂
と柔らかな皮が特色です。うなぎは、平成23年以来9年
ぶりに給食に登場します。是非味わって食べてください！

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。

根菜とは、土の中にできる根の部分を食べる
野菜のことです。秋から冬に旬を迎えるさと
いも、にんじん、れんこん、ごぼうなどの根菜
は、体を温めたり、免疫機能を高めたりして、
かぜをひきにくくする働きがあります。

うなぎの地域
ブランドは、全国でも
「豊橋うなぎ」と

「一色産うなぎ」のみ
となっています。

令和2年12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。
※アレルゲンを含む食品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

りんごパン 飲用牛乳 りんごパン
687 
807

りんごパン：小麦粉の一部は愛知県
産を使用しています。
ポタージュスープ：ホワイトルウを手
作りしています。

とり肉とやさいのバジルソテー 
ミニトマト(小１こ・中２こ)

とり肉 赤ピーマン 
ミニトマト

キャベツ、にんにく オリーブ油 

ポタージュスープ 白いんげん豆、ベーコン 牛乳、チーズ 
生クリーム にんじん、パセリ たまねぎ、コーン 小麦粉、マカロニ バター

2 水

中華めん 
やさいラーメン なると巻、豚肉 飲用牛乳 にんじん、チンゲンサイ たまねぎ、キャベツ 

根深ねぎ、コーン 中華めん、でん粉 米油、ごま油 632 
779

中華めん：小麦粉の一部は愛知県産
を使用しています。米粉ぎょうざ(小２こ・中３こ） 

ゆでやさい Pしょうゆ 豚肉 キャベツ 
もやし

米粉 米油 

3 木

ごはん 
ごまひじきの佃煮

飲用牛乳 
ごまひじきの佃煮 ごはん

592 
747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

やさいのおひたし Pしょうゆ、削節 油揚げ、削節 ほうれんそう、にんじん はくさい、もやし

4 金

ゆかりごはん（麦ごはん） ゆかり粉 飲用牛乳 しそ 麦ごはん
652 
811

ゆかりごはん：ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。

ハンバーグのあんかけ 
やさいソテー

豚肉、とり肉 たまねぎ 
キャベツ、コーン

でん粉、砂糖 米油 
米油

つみれ汁 すりみボール、生揚げ にんじん、ねぎ だいこん

7 月

ひじきごはん（ごはん） ひじきごはんの素 飲用牛乳 
ひじきごはんの素 ごはん

668 
831

ひじきごはん：ひじきごはんの素をご
はんにまぜましょう。
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、コーン
パン粉 米油 

ふのすまし汁 豆腐、油揚げ
白はんぺん にんじん、ねぎ だいこん、はくさい 

しいたけ ふ

一口アセロラゼリー アセロラ 砂糖

8 火

麦ごはん 飲用牛乳 麦ごはん
631 
814

すりみ入りコーンしゅうまい 
（小２こ・中３こ） Pしょうゆ たら コーン、たまねぎ 

マーボー豆腐 豆腐、赤みそ、豚肉 ねぎ たまねぎ、にんにく、しょうが 砂糖、でん粉 ごま油、米油

9 水

ごはん 
うなまぶし うなぎ 飲用牛乳 ごはん

667 
836

♥うなまぶし：豊橋産のうなぎを使用
しています。
うなまぶし：うなぎをごはんの上にの
せましょう。

五目汁 高野豆腐、油揚げ 
かまぼこ にんじん、ねぎ ごぼう、だいこん 

根深ねぎ、こんにゃく さといも

みかん みかん

10 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん

621 
780

愛知を食べる学校給食の日
和風コロッケ：愛知県産のれんこんを
使用しています。
肉だんごと白菜のスープ：愛知県産
の青じそを使った肉だんごが入って
います。

肉だんごと白菜のスープ 青じそ入り肉だんご にんじん、ねぎ だいこん、はくさい 
たまねぎ、しいたけ 米油

和風コロッケ
Pソース

れんこん じゃがいも、パン粉 米油
ゆでやさい キャベツ

11 金

ごはん 
いわしの甘露煮 いわしの甘露煮 飲用牛乳 ごはん

617 
768親子煮 とり肉、卵 にんじん たまねぎ、グリンピース じゃがいも、砂糖

白みそ汁 白みそ、生揚げ わかめ ねぎ 根深ねぎ、だいこん

14 月

ごはん　 ココア糖 飲用牛乳 ごはん、ココア糖
689 
856

サーモンフライ Pソース さけ パン粉 米油

みそ煮 とり肉、とりレバー 
生揚げ、赤みそ にんじん、さやいんげん だいこん、れんこん 

こんにゃく 砂糖、さといも

15 火
ごはん 
ひじきとツナのそぼろ丼 角チーズ まぐろ 飲用牛乳、ひじき 

角チーズ にんじん コーン、えだまめ 
しょうが ごはん、砂糖 米油 634 

796
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。

根菜汁 豆腐、油揚げ にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう、れんこん さといも ごま油

16 水

麦ごはん 
パンプキンカレー  
福神漬

小魚 豚肉、豆乳 飲用牛乳、小魚 かぼちゃ、にんじん たまねぎ、グリンピース 
福神漬 麦ごはん 米油 641 

810
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 ブロッコリー キャベツ、コーン コーンクリーミー

ドレッシング

17 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん
667 
834

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

18 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん

668 
830

すき焼き 焼豆腐、豚肉 根深ねぎ、はくさい 
えのきたけ、こんにゃく ふ、砂糖 米油

れんこんのごまネーズいため ちくわ にんじん、さやいんげん れんこん 砂糖 マヨネーズソース 
米油、ごま

みかん みかん

21 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

681 
832

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。

豚肉のかき油いため 豚肉 チンゲンサイ たけのこ、エリンギ でん粉、砂糖 米油
うずら卵の中華スープ なると巻、うずら卵 にんじん、にら 根深ねぎ、たまねぎ、もやし はるさめ ごま油
チョコレートケーキ ◯直 豆乳 砂糖、米粉

22 火

ミルクロール 飲用牛乳 ミルクロール
683 
862

パン皿→ミルクロール・りんご
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。

フライドチキン とり肉 米油
ミネストローネ ウインナー にんじん、トマト たまねぎ、セロリー、にんにく じゃがいも、砂糖 オリーブ油
りんご(小１こ・中２こ) りんご


