
チキンブイヨン　　13㏄
しょうゆ　　　　 2.5㏄
白しょうゆ　　　　3㏄
塩麹　　　　　　1ｇ
サラダ油　　　　  2㏄

豊橋市学校給食　献立 検索

検索豊橋市学校給食協会

全国学校給食週間【期間】１月２４日～３０日

「ジンジャースープ」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

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。

ベーコン　　 10ｇ（たんざく切り）
にんじん　　 10ｇ（たんざく切り）
だいこん　　 30ｇ（たんざく切り）
はくさい　　 30ｇ（たんざく切り）
根深ねぎ　　 10ｇ（小口切り）
コーン　　　 10ｇ
しょうが　　 0.5ｇ（みじん切り）

a｛
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。

ジンジャーとは、英語でしょう
がのことです。しょうがの辛み
成分は、加熱することで、血行を
よくし、体をあたためる働きが
あります。かぜのひきはじめや
冷え症の改善に効果があります。

① サラダ油でベーコンをいためる。
② にんじん、だいこん、コーンを加え
　 いため、水を加える。
③ はくさいを入れ、材料がやわらかく
　 なったら、aで調味する。
④ 根深ねぎを入れ、仕上げにしょうが
　 を加える。

１月に使用するキャベツは
すべて豊橋産です。豊橋
市は全国でも有数のキャ
ベツの産地です。

学校給食は、明治２２年に山形県で初めて実施されてから、各地に広がっていき
ましたが、戦争のために中断されました。終戦後の昭和２１年１２月２４日、学校給
食が再開されたことを記念して学校給食感謝の日が定められましたが、この日は
冬休みになることから、１か月後の１月２４日から１月３０日までの１週間を「全国
学校給食週間」としています。食べることが困難だった時代から大きく変わり、現
在、学校給食は「生きた教材」として、地域の食材や食文化を伝え、栄養素のバラ
ンスの良い食事のお手本とされています。豊橋市では、学校給食週間中の特別
献立として、豊橋の郷土料理や、地元の食材を多く使った給食が登場します。

キャベツ

とよはし産
学校給食の日

♥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。
（県から無償提供）

令和3年1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。
※アレルゲンを含む食品の情報は裏面に表示しています。

8 金

ごはん フィッシュアーモンド 飲用牛乳、小魚 ごはん アーモンド
596 
743

とりのてり焼き 
そえやさい

とり肉  
にんじん

 
キャベツ、コーン

 
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

12 火

ごはん 飲用牛乳 ごはん
591 
743

小皿→だいこんサラダ・ミニトマトみそ煮込みうどん とり肉、赤みそ 
かまぼこ、油揚げ にんじん、ねぎ 根深ねぎ うどん、砂糖

だいこんサラダ 
ミニトマト（小１こ・中２こ） Pごまドレッシング  

ミニトマト
だいこん、きゅうり、コーン ごまドレッシング

13 水
スライスパン いちごジャム 飲用牛乳 スライスパン 

いちごジャム 776 
902

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。ポークビーンズ 大豆、豚肉 にんじん、トマト たまねぎ 砂糖 米油

米粉コロッケ Pソース じゃがいも、米粉 米油

14 木

ごはん 飲用牛乳 ごはん

687 
868

小皿→オムレツ・ドライカレー
オムレツ 卵 米油

ドライカレー 豚肉 にんじん たまねぎ、グリーンピース 
にんにく、しょうが 米油

コンソメスープ ベーコン パセリ キャベツ、コーン 
カリフラワー、たまねぎ じゃがいも 米油

15 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん

606 
762

やさいたっぷりチャプチェ 豚肉 にんじん、チンゲンサイ
青じそ キャベツ、しいたけ はるさめ、砂糖 米油、ごま油

ごま
ジンジャースープ ベーコン にんじん だいこん、はくさい、根深ねぎ 

コーン、しょうが 米油

みかん みかん

18 月

わかめごはん（麦ごはん） わかめごはんの素 
コーヒー糖

飲用牛乳 
わかめごはんの素

麦ごはん 
コーヒー糖 581 

740
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。ごまだれ肉だんご(小３こ・中４こ) とり肉 たまねぎ ごま

中華スープ煮 豚肉 にんじん、にら はくさい、たまねぎ 
たけのこ、しいたけ はるさめ 米油、ごま油

19 火

米粉パン（小麦入り） 飲用牛乳 米粉パン（小麦入り）
689 
864

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。
ホワイトシチュー：ホワイトルウを手作
りしています。

ホワイトシチュー 豚肉 牛乳、生クリーム 
チーズ、脱脂粉乳 にんじん、ブロッコリー たまねぎ じゃがいも、小麦粉 バター、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

20 水
ごはん 飲用牛乳 ごはん

708 
914

ツナぎょうざ（小２こ・中３こ） Pしょうゆ まぐろ キャベツ 小麦粉 米油
マーボー豆腐 豚肉、豆腐、赤みそ ねぎ たまねぎ、しょうが、にんにく でん粉、砂糖 米油、ごま油

21 木

ソフトめん 
カレーソース 豚肉、豆乳 飲用牛乳 にんじん たまねぎ、グリンピース ソフトめん 

じゃがいも 米油
676 
825

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。ハムとやさいのソテー ロースハム チンゲンサイ、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

22 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん
637 
801

にぎすフライ：愛知県産のにぎすを使
用しています。

にぎすフライ 
ゆでやさい Pソース にぎす  

キャベツ、きゅうり
パン粉、小麦粉 米油 

かんとう煮 うずら卵、揚げはんぺん こんぶ にんじん、さやいんげん だいこん、こんにゃく さといも

25 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん

642 
838

学校給食週間(２４日～３０日）
愛知を食べる学校給食の日
れんこんサンドフライ：愛知県産のれ
んこんを使用しています。
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。

豚汁 豚肉、豆腐、赤みそ にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう、根深ねぎ
れんこんサンドフライ 
そえやさい

とり肉 れんこん 
キャベツ、コーン

米油 
米油

一口蒲郡みかんゼリー みかん 砂糖

26 火
サンドイッチバンズ 
チーズバーガー スライスチーズ 豚肉、とり肉 飲用牛乳 

スライスチーズ たまねぎ、キャベツ サンドイッチバンズ 
砂糖 米油 706 

805

チーズバーガー：パンにハンバーグと
キャベツとチーズをはさみましょう。
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。青じそ入りポトフ ウインナー にんじん、青じそ たまねぎ、だいこん 

セロリー じゃがいも

27 水

ごはん 飲用牛乳 ごはん
663 
829

愛知を食べる学校給食の日
ささみ青じそフライ：愛知県産の梅肉
と豊橋産の青じそを使用しています。

ささみ青じそフライ 
ゆでやさい Pソース とり肉 青じそ 梅 

キャベツ
パン粉 米油 

生揚げとやさいの煮付 生揚げ、ちくわ にんじん、さやいんげん ごぼう、だいこん、こんにゃく 砂糖

28 木

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

678 
813

なめし、田楽：豊橋市の郷土料理です。
なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。
田楽：生揚げとこんにゃくにみそだれ
をかけましょう。
♥ふのすまし汁：とり肉は、名古屋
コーチンを使用しています。
お米のムース：愛知県産の米粉を使
用しています。

田楽（でんがく） Pみそだれ 生揚げ、みそだれ こんにゃく 米油

ふのすまし汁 とり肉、白はんぺん わかめ にんじん、みつば たまねぎ、だいこん 
えのきたけ ふ

お米のムース ◯直  生クリーム 米粉

29 金

ごはん 飲用牛乳 ごはん

655 
828

さばの有馬煮 さば
切干しだいこんの煮付 とり肉、油揚げ にんじん、さやいんげん 切干しだいこん 砂糖

かき玉汁 卵、豆腐 
かまぼこ（雪だるま） にんじん、ほうれんそう たまねぎ、えのきたけ でん粉


