
献 立 紹 介

「若竹汁」
1人分材料 作り方
豆腐………………… 35ｇ（さいの目切り）
かまぼこ…………… 20ｇ（いちょう切り）
たまねぎ…………… 25ｇ（うす切り）
たけのこ水煮（新物）… 20ｇ（いちょう切り）
えのきたけ………… 5ｇ（いしづきをとり、1/2に切る）
乾燥わかめ…………0.5ｇ（水でもどす）
みつば……………… 1ｇ（２㎝に切る）

削り節……………3.5ｇ
酒………………… 2ml（小さじ1/2）
うすくちしょうゆ… 5ml（小さじ１）
塩………………… 少々
水…………… 約100ml
（蒸発量が多い時は、適量を足す）

①削り節でだしをとる。
②①にたまねぎ、たけのこ、えのき
　たけ、豆腐とａを入れる。
③かまぼこ、わかめを入れ、煮る。
　味をみて、塩を追加する。
④みつばを入れ、仕上げる。

２８品目のアレルゲンを含む商品の情報は裏面に表示しています。２８品目以外のアレルゲンを含む食品の情報が
必要な場合は、担当給食センターか保健給食課にてご確認ください。

※この面は、すべての食品が表示されているわけではありません。（加工品で配合割合が少ない食品は表示されていません。）
※この面は、すべての調味料が表示されているわけではありません。

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○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。

直

今年とれた新鮮なたけのこを使った汁ものです。たけのこについて
いる白い粉は、チロシンという体をつくるたんぱく質のもととなる
アミノ酸の一種です。
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毎月１９日は『食育の日～おうちでごはんの日』です

献立表HP

保健給食課公式Youtube

５月に使用するミニトマト、大葉は
豊橋産です。
豊橋市は全国でも有数のミニトマト、
大葉の産地です。

とよはし産学校給食の日とよはし産学校給食の日

日曜日
配
膳
例

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 ）

2 月
ごはん　　　　　　　牛乳 ゆかりふりかけ 

（中）角チーズ
牛乳

（中）角チーズ ゆかりふりかけ ごはん 607
788 打ち豆汁：福井県の郷土料理ちくわの米粉カレーいそべ揚げ（２こ） ちくわ 青のり 米粉 米油

打ち豆汁 打ち豆、生揚げ、白みそ にんじん、葉ねぎ だいこん、ごぼう、根深ねぎ 長いも

6 金

ごはん　　　　　　　牛乳 小魚 牛乳、小魚 ごはん

590
784

ひじき入りぎょうざ 
（小２こ・中３こ） Ｐしょうゆ とり肉 ひじき キャベツ、たまねぎ 小麦粉 米油

ゆでやさい もやし
中華コーンスープ 豚肉 にんじん、葉ねぎ たまねぎ、コーン、しいたけ でん粉

9 月
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

655
824

ぶりのみりん焼き ぶり
大葉のサラダ Ｐ和風ドレッシング 青じそ キャベツ、もやし、きゅうり 和風ドレッシング
がんもどきとやさいの煮つけ 豚肉、がんもどき にんじん、さやいんげん こんにゃく、たけのこ、しいたけ 砂糖 米油

10 火
麦ごはん　　　　　　牛乳 スティックチーズ 牛乳

スティックチーズ 麦ごはん 599
755

ピリ辛ひじき丼：具をごはん
の上にのせるピリ辛ひじき丼 豚肉、赤みそ ひじき 赤ピーマン たまねぎ、しょうが 砂糖 米油

やさいスープ ウインナー にんじん、パセリ キャベツ、えだまめ じゃがいも 米油

11 水
ごはん　　　　　　　牛乳 お抹茶大豆 お抹茶大豆 牛乳 ごはん

650
809

あじフライ Ｐソース あじ パン粉 米油
ゆでやさい にんじん キャベツ
若竹汁 かまぼこ、豆腐 わかめ みつば たけのこ、たまねぎ、えのきたけ

12 木

皿 ソフトめん　　　　　牛乳 牛乳 ソフトめん

671
799

ソフトめん：小麦粉の一部は
愛知県産

オムレツ 卵
やさいソテー キャベツ、コーン 米油

ミートソース 豚肉 にんじん、トマト たまねぎ、マッシュルーム
グリンピース 砂糖 米油

13 金
ごはん　　　　　　　牛乳 ひじきふりかけ 牛乳、ひじきふりかけ ごはん

583
756

ごぼう入りつくね（小２こ・中３こ） とり肉 たまねぎ、ごぼう
コーンソテー コーン、キャベツ 米油
中華スープ煮 豚肉、豆腐 にんじん、チンゲンサイ たまねぎ、しいたけ、しょうが はるさめ ごま油、米油

16 月
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

605
769

かんぴょうの卵とじ汁：栃木
県の郷土料理

とりの竜田揚げ とり肉 米油
やさいいため にんじん キャベツ、もやし 米油
かんぴょうの卵とじ汁 豆腐、卵 にんじん、葉ねぎ かんぴょう、だいこん でん粉

17 火
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

619
780

ドライカレー 豚ひき肉、大豆 パプリカ、ピーマン たまねぎ、しょうが、にんにく 米油
やさいのスープ煮 ウインナー にんじん、パセリ キャベツ、コーン じゃがいも 米油
一口アセロラゼリー アセロラ 砂糖

18 水

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

575
746

めひかりフライ：めひかりは
愛知県産

めひかりの甘酢あんかけ
（小２こ、中３こ） めひかり 砂糖、でん粉 米油

茎わかめのきんぴら 揚げはんぺん 茎わかめ にんじん こんにゃく、れんこん ごま油、米油

白みそ汁 油揚げ、豆腐、白みそ 葉ねぎ たまねぎ、だいこん
ぶなしめじ、根深ねぎ じゃがいも

19 木

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

619
778

さばのみそ煮 さば、赤みそ 砂糖
そえやさい ロースハム キャベツ、もやし 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 こんにゃく、たまねぎ
ぶなしめじ、たけのこ じゃがいも、砂糖

20 金
皿 ロールパン　　　　　牛乳 牛乳 ロールパン　 668

844
ロールパン：小麦粉の一部は
愛知県産ジャーマンポテト ベーコン パセリ コーン じゃがいも

ポークビーンズ 豚肉、大豆 にんじん、トマト たまねぎ 米油

23 月
ごはん　　　　　　　牛乳 しそこんぶの佃煮 牛乳、しそこんぶの佃煮 ごはん 593

750たけのこの土佐煮 ちくわ、油揚げ、削節 さやえんどう こんにゃく、たけのこ 砂糖
いり豆腐 とり肉、豆腐、卵 にんじん、葉ねぎ たまねぎ 砂糖 米油

24 火
皿 スライスパン　　　　牛乳 大豆チョコスプレッド 牛乳 スライスパン 大豆チョコスプレッド

701
841

スライスパン：小麦粉の一部
は愛知県産

ミニトマト（小１こ、中２こ） ミニトマト
ウインナーソテー ウインナー パセリ キャベツ、コーン 米油

マカロニのクリーム煮 とり肉、白いんげん豆 チーズ、生クリーム
調理用牛乳、脱脂粉乳 にんじん、グリーンアスパラ たまねぎ マカロニ

コーンスターチ バター、米油

25 水

ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

654
799

中華あえ Ｐ塩ドレッシング わかめ きゅうり、だいこん、もやし、コーン 塩ドレッシング

とり肉と生揚げの黒酢いため とり肉、生揚げ にんじん、さやいんげん たまねぎ、れんこん
たけのこ、ぶなしめじ 砂糖、でん粉 米油

みかんクレープ 大豆 みかん 砂糖、米粉 ヤシ油、なたね油

26 木
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

595
740

エリンギのオイスターソースいため チンゲンサイ、にんじん もやし、エリンギ はるさめ 米油

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

27 金
麦ごはん　　　　　　牛乳 牛乳 麦ごはん

622
781アスパラサラダ Ｐコーンクリーミー

ドレッシング グリーンアスパラ きゅうり、コーン、キャベツ コーンクリーミー
ドレッシング

カレーライス 豚肉、豆乳 にんじん たまねぎ、グリンピース じゃがいも 米油

30 月
麦ごはん　　　　　　牛乳 牛乳 麦ごはん

702
876

コロッケ 豚肉、牛肉 たまねぎ じゃがいも 米油
そえやさい ベーコン キャベツ 米油
豚汁 豚肉、豆腐、赤みそ にんじん、葉ねぎ ごぼう、切干しだいこん

31 火
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳 ごはん

674
855

さんまのみぞれ煮 さんま だいこん 砂糖
そえやさい キャベツ、もやし 米油
肉だんごとやさいのうま煮 肉だんご、うずら卵 にんじん、さやえんどう たまねぎ、しいたけ じゃがいも、砂糖

豊橋市曙学校給食センター令和４年５月分学校給食献立表

※給食についてのご意見、ご質問は曙給食センター電話 21−6071または保健給食課電話 51−2835 へお問合せください。


