
酒　　　　  2㏄
しょうゆ　  2.5㏄
白しょうゆ　 2㏄
塩　　　  0.2ｇ
黒こしょう  少々
削節　　　 3ｇ

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

「沢煮わん」
1人分材料

献 立 紹 介

作り方

① 削節でだしをとり、豚肉、ごぼう、にんじん、だいこん、
　 たけのこを加えて煮る。
② えのきたけを加え、aで調味する。
③ 高野豆腐を加える。
④ 仕上げにみつばを加え、黒こしょうをふり入れる。

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。

豚肉　　　 15ｇ（細切り）
にんじん　　15ｇ（せん切り）
だいこん　　35ｇ（せん切り）
たけのこ　　10ｇ（せん切り）
ごぼう　　　15ｇ（せん切り、酢水につける）
酢　　　　 0.5cc
えのきたけ  　8ｇ（1/2切り）
みつば　　　3ｇ（2cm切り）
高野豆腐　　3ｇ（水でもどす、せん切り）

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・水産業者さん
を応援する献立です。
（県から無償提供）

節分は、一年の健康と幸せを願い、悪いもの（鬼）を追い出
す行事です。
鬼打ち豆として、炒った大豆を「福は内、鬼は外」のかけ声と
ともにまいたり、鬼の嫌いな
いわしの頭をヒイラギに刺し
て戸口に飾ったりする習慣が
あります。節分が2月3日で
はなく、2月2日となるのは
124年ぶりだそうです。

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。

沢煮わんとは、細く切った野菜や豚肉が入った汁も
のです。沢煮の「沢」とは、野菜が「沢山」入っている
ということや、せん切りの具が沢の水の流れに見え
るという意味があります。野菜のうま味が汁に溶け
出しているので、栄養もあり、体も温まります。

たくさん

節分 2月2
日

令和3年2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。

1 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
647 
817

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

コーンサラダ Pバンバンジー
ドレッシング にんじん キャベツ、コーン、きゅうり バンバンジー

ドレッシング

2 火

ミルクロール 飲用牛乳 ミルクロール
664 
824

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。

ハンバーグのワインソースかけ 
そえやさい 

豚肉、とり肉 たまねぎ 
コーン、えだまめ

砂糖、でん粉 米油 
米油

コンソメスープ ウインナー にんじん、パセリ たまねぎ、キャベツ、マッシュルーム じゃがいも 米油

3 水

ゆかりごはん（麦ごはん） ゆかり粉、節分豆 節分豆(大豆) 飲用牛乳 しそ 麦ごはん
604 
788

節分豆、五目汁：今年の節分は２月２
日です。節分にちなんだ献立です。
ゆかりごはん：ゆかり粉をごはんにま
ぜましょう。

つくねだんご(小３こ・中４こ) 
そえやさい

とり肉 たまねぎ 
キャベツ、コーン

 
米油

五目汁 油揚げ、高野豆腐 
おにかまぼこ にんじん、ねぎ はくさい、だいこん でん粉

4 木
ごはん 飲用牛乳 ごはん 627 

784
♥すき焼き：牛肉は愛知県産牛肉を
使用しています。すき焼き 牛肉、焼豆腐、白はんぺん はくさい、根深ねぎ、こんにゃく 砂糖、ふ 米油

ごぼうサラダ Pごまドレッシング にんじん ごぼう、コーン、きゅうり ごまドレッシング

5 金

麦ごはん 
カレーライス  
福神漬

(中)角チーズ 牛肉、豆乳 飲用牛乳 
(中)角チーズ 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 652 

871

♥カレーライス：牛肉は愛知県産牛肉
を使用しています。
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、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

8 月

ごはん ひじきふりかけ 飲用牛乳 
ひじきふりかけ ごはん

644 
806

チキンコーンフレークフライ 
ゆでやさい Ｐソース とり肉  

キャベツ
コーンフレーク 米油 

沢煮わん 豚肉、高野豆腐 にんじん、みつば だいこん、たけのこ、ごぼう 
えのきたけ

9 火

ごはん 
きざみたくあん 飲用牛乳 きざみたくあん ごはん

583 
736

いわしのカレー銀紙焼き いわし、赤みそ、白みそ
いなか汁 生揚げ ねぎ、にんじん だいこん、根深ねぎ 

ごぼう、えのきたけ

10 水
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 671 

849
なめし：なめしの素をごはんにまぜま
しょう。いか天ぷら P天つゆ いか 小麦粉 米油

ごまみそあえ 揚げはんぺん、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 さといも、砂糖 ごま

12 金

ごはん 
豚キムチ丼 豚肉 飲用牛乳 こまつな はくさいキムチ、根深ねぎ 

れんこん、にんにく、しょうが ごはん、砂糖 米油
593 
739

豚キムチ丼：具をごはんの上にのせま
しょう。中華スープ 豆腐、なると巻 寒天 にんじん、にら たまねぎ、たけのこ、もやし 

しいたけ、エリンギ 米油、ごま油

チョコプリン ◯直 砂糖 カカオ

15 月

ごはん 味付のり 
フィッシュアーモンド

飲用牛乳 
味付のり、小魚 ごはん アーモンド

580 
744

飛鳥汁：奈良県の郷土料理です。飛鳥汁 とり肉、生揚げ 
白みそ 牛乳 にんじん、ねぎ だいこん、ごぼう 

根深ねぎ、ぶなしめじ
切干しだいこんの煮付 油揚げ、ちくわ にんじん、さやいんげん 切干しだいこん 砂糖

16 火

サンドイッチバンズ 
フィッシュバーガー ケチャップソース たら 飲用牛乳 キャベツ サンドイッチバンズ 

パン粉 米油
708 
817

フィッシュバーガー：パンにたらフライ
とキャベツをはさみ、ケチャップソー
スをかけましょう。
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。

豆乳カレースープ ベーコン、豆乳 にんじん、パセリ たまねぎ、コーン じゃがいも

17 水

ごはん 
ニジマスの甘露煮 ココア糖 ニジマスの甘露煮 飲用牛乳 ごはん、ココア糖

687 
847

パン皿→ごはん・ニジマスの甘露煮
♥ニジマスの甘露煮：ニジマスは愛知
県産ニジマスを使用しています。
♥牛肉とだいこんのいため煮：牛肉
は愛知県産牛肉を使用しています。

牛肉とだいこんのいため煮 牛肉、生揚げ、うずら卵 にんじん、さやいんげん だいこん、しょうが、こんにゃく 砂糖 米油
ごま酢あえ わかめ、寒天 にんじん、こまつな はくさい 砂糖 ごま

18 木
ソフトめん 
肉みそかけ

豚肉、とりレバー 
赤みそ 飲用牛乳 にんじん、ねぎ たまねぎ、しょうが ソフトめん 

でん粉、砂糖 米油、ごま油 763 
912

ソフトめん：小麦粉の一部は愛知県産
を使用しています。かぼちゃコロッケ 

やさいソテー
かぼちゃ 
パセリ

 
キャベツ、コーン

パン粉 米油 
米油

19 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、えだまめ、しょうが 麦ごはん、砂糖 米油
620 
777

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。みそ汁 豆腐、油揚げ 

赤みそ、白みそ ねぎ だいこん さといも
はるみみかん はるみみかん

22 月

ごはん 飲用牛乳 ごはん
665 
856

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 米油

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 米油、ごま油

24 水

ごはん 　 飲用牛乳 ごはん
682 
855

青じそ春巻：愛知県産の青じそを使用
しています。

青じそ春巻 Ｐしょうゆ とり肉 青じそ 小麦粉 米油
中華いため煮 豚肉、うずら卵 

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、きくらげ でん粉 米油、ごま油

25 木

サンドイッチロール 
ピザドッグ スティックチーズ いか、ベーコン 飲用牛乳 

スティックチーズ ピーマン コーン、たまねぎ サンドイッチロール 
でん粉 679 

776

ピザドッグ：パンに具とスティック
チーズをはさみましょう。
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。

ポテトスープ とり肉 にんじん、チンゲンサイ キャベツ、たまねぎ、マッシュルーム じゃがいも 米油
いよかん いよかん

26 金

（小）ごはん　（中）赤飯 （中）ごま 飲用牛乳 （小）ごはん（中）赤飯 （中）ごま

670 
924

赤飯・お祝いいちごケーキ：卒業祝い
（中学校）

一口カツ(小1こ・中2こ) 
ゆでやさい Pソース 豚肉  

キャベツ、きゅうり
パン粉 米油 

すまし汁 豆腐、かまぼこ にんじん、ねぎ たまねぎ、たけのこ 
えのきたけ

（小）いちごゼリー ◯直  
（中）お祝いいちごケーキ ◯直 

 
豆乳

いちご 
いちご

砂糖 
砂糖、米粉




