
 

 

令和元年 6月献立表 
                                         

日本航空学園 給食課 

日 曜 朝        食 昼        食 夕        食 

 

１ 

 

土 

ｱｯﾌﾟﾙﾃﾞﾆｯｼｭ あんぱん 

ﾐﾆﾁｷﾝ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶 

肉豆腐 

ﾌﾘｯﾀｰ ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 

チキンカツ 線ｷｬﾍﾞﾂ 

スパゲティサラダ 味噌汁 

 

２ 

 

日 

焼き魚 野菜炒め 

なめたけ 味噌汁 牛乳 

肉じゃが 

しらす和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

中華丼 

焼売 サラダ菜 中華ｽｰﾌﾟ 

 

３ 

 

月 

厚揚げの味噌炒め ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ 

肉そぼろ すまし汁 ジョア 

カレーうどん（半ライス） 

タコ唐揚げ サラダ 

さばの塩焼き ほうれん草胡麻和え 

高野豆腐の卵とじ 味噌汁 

 

４ 

 

火 

五目金平 ふんわり天 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

ガパオライス 

春雨ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 

鶏の照焼き ｻﾗﾀﾞ 

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 具沢山味噌汁 

 

５ 

 

水 

ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ ｿｰｾｰｼﾞﾊﾟﾝ 

ｵﾑﾚﾂ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｺｰﾋｰ 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾎﾟﾃﾄ 

野菜ｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

白身魚の春雨あんかけ 

中華ポテト 玉子スープ 

 

６ 

 

木 

筍と鶏肉のﾋﾟﾘ辛炒め ねぎたま 

のり佃煮 味噌汁 ジョア 

塩ﾊﾞﾀｰﾗｰﾒﾝ（半ﾗｲｽ） 

揚げﾜﾝﾀﾝ ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

豚肉の生姜焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ 

ｶﾆｶﾏｻﾗﾀﾞ 味噌汁 

 

７ 

 

金 

ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ 二色ﾊﾟﾝ ｷｬﾗﾒﾙﾎﾟﾃﾄ 

ツナ入炒り卵 ﾊﾞﾅﾅ 紅茶 

ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（にんにくｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ 

いんげんｿﾃｰ ｺｰﾝ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 

チャーハン 

揚げ餃子 五目ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

８ 

 

土 

五目玉子とじ 里芋の唐揚げ 

ごま昆布 味噌汁 牛乳 

カリカリチキン サラダ 

グラタン ブイヨンスープ 

チャプチェ（半ライス） 

ﾌﾘｯﾀｰ ｻﾗﾀﾞ わかめｽｰﾌﾟ 

 

９ 

 

日 

もやし搾菜ｿﾃｰ お好み焼き 

ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ 牛乳 

鶏と豆腐の炒め煮 

メンチカツ サラダ デザート 

赤魚の粕漬け 厚焼玉子 

五目ひじき 味噌汁 

 

１０ 

 

月 

煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ほうれん草ｿﾃｰ 

なめたけ 味噌汁 ジョア 

牛丼 

たたききゅうり 味噌汁 

ﾂﾅﾄﾏﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（半ﾗｲｽ） 

ｴﾋﾞｶﾂ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 

 

１１ 

 

火 

ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ 食ﾊﾟﾝ ｺｰﾝとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ 

ｵﾑﾚﾂ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ 

鮭の塩焼き ねぎたま 

じゃが芋のそぼろ煮 味噌汁 

スタミナ焼き 

大根サラダ 味噌汁 

 

１２ 

 

水 

いんげんと豚肉のｿﾃｰ つくね 

しらす干し 味噌汁 牛乳 

オムライス 

ハムサラダ スープ ナタデココ 

炒り鶏 

ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ ｻﾗﾀﾞ きんぴら汁 

 

１３ 

 

木 

焼き魚 炒り卵 

肉そぼろ 味噌汁 ジョア 

肉ニラ炒め 

水餃子 ｻﾗﾀﾞ 中華風ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 

ビーフカレー 

コーンサラダ デザート 

 

１４ 

 

金 

板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ  

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 紅茶 

冷しとろろそば（半ライス） 

唐揚げ サラダ 

ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ 

いんげんｿﾃｰ ｺｰﾝ ｽｰﾌﾟ 

 

１５ 

 

土 

ｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 焼売 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ 

点心 ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ 

玉子丼 

つくね サラダ すまし汁 

 

１６ 

 

日 

加哩醤炒め いももち 

のり佃煮 味噌汁 牛乳 

什景飯 

中華和え スープ デザート 

さばの竜田揚げ ｻﾗﾀﾞ 

きんぴらごぼう 味噌汁 

 

１７ 

 

月 

小松菜のそぼろ煮 ﾁｮﾘｿｰ 

しらす干し 味噌汁 ジョア 

ﾁｷﾝｸﾞﾘﾙｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 水菜ｻﾗﾀﾞ 

ｸﾞﾗﾀﾝ 野菜ｽｰﾌﾟ 

キムチチャーハン 

揚げ餃子 ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ 

 

１８ 

 

火 

蓮根炒め煮 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 

しそ昆布 味噌汁 牛乳 

冷し中華（わかめごはん） 

イカ唐揚げ サラダ 中華ｽｰﾌﾟ 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｽﾃｰｷｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｺｰﾝ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 

 

１９ 

 

水 

ﾂﾅﾊﾟﾝ ｼﾞｬﾑﾊﾟﾝ ｽｺｯﾁｴｯｸﾞ 

ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ 

ポークチャップ 

ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 

肉そぼろ丼 

青菜のお浸し 味噌汁 

 

２０ 

 

木 

ちくわの甘辛煮 オムレツ 

なめたけ 味噌汁 牛乳 

野菜のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め 

点心 サラダ わかめｽｰﾌﾟ 

ｻｰﾓﾝｿﾃｰ（ﾏﾖﾏｽﾀｰﾄﾞ）ｻﾗﾀﾞ 

ｸﾞﾗﾀﾝ ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ 

 

２１ 

 

金 

もやし搾菜ｿﾃｰ チキン南蛮 

のり佃煮 味噌汁 ジョア 

ビビンバ 温泉卵 

中華スープ デザート 

エビフライ コロッケ 

サラダ 野菜スープ 

 

２２ 

 

土 

白滝の金平 豆腐のﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

チキンカレー 

ツナサラダ フルーツヨーグルト 

野菜炒め 

焼き餃子 五目スープ デザート 

 

２３ 

 

日 

長ねぎ入り炒り卵 ｳｲﾝﾅｰ 

しらす干し 味噌汁 牛乳 

八宝菜 

焼売 サラダ 中華スープ 

焼きそば（半ライス） 

エビマヨ ｻﾗﾀﾞ 中華スープ 

 

２４ 

 

月 

ﾊﾑﾃﾞﾆｯｼｭ ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ 

ｵﾑﾚﾂ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶 

ひれかつ 線ｷｬﾍﾞﾂ 

五目金平 味噌汁 

ハヤシライス 

グリーンサラダ デザート 

 

２５ 

 

火 

五目ひじき 肉団子 

さつま金時 味噌汁 ジョア 

麻婆豆腐 

点心 サラダ 玉子スープ 

カレイの唐揚げ コロッケ 

サラダ 切干大根の煮物 味噌汁 

 

２６ 

 

水 

豚肉のさっぱり煮 焼売 

なめたけ 味噌汁 牛乳 

ツナサラダうどん（わかめご飯） 

春巻 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏の唐揚げ 線キャベツ 

ポテトサラダ 味噌汁 

 

２７ 

 

木 

青梗菜の中華炒煮 ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ 

ﾊﾟｯﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ジョア 

マグロの味噌漬け 

イカチリ サラダ のっぺい汁 

ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ 

ｺｰﾝ ほうれん草ｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ 

 

２８ 

 

金 

ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ｸﾛﾜｯｻﾝ 

ｷｬﾍﾞﾂｿﾃｰ ｷｯｼｭ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｺｰﾋｰ 

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（半ﾗｲｽ） 

ﾊﾑｽﾃｰｷ ｻﾗﾀﾞ ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ 

キムチ焼肉丼 

小松菜煮浸し スープ 

 

２９ 

 

土 

ｱｽﾊﾟﾗﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ 厚焼玉子 

ごま昆布 味噌汁 牛乳 

カレーライス 

チーズサラダ フルーツポンチ 

白身魚の甘酢あん 

中華和え スープ 

 

３０ 

 

日 

野菜ｿﾃｰ はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ 

しらす干し 味噌汁 牛乳 

しめじとﾍﾞｰｺﾝのﾋﾟﾗﾌ 

ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 

韓国風肉豆腐 

胡瓜といかの酢の物 味噌汁 

 
※ 都合により変更する事があります。 

                       

○朝食時について○ 

朝食は、納豆・ふりかけ・味付けのり等を用意しており、

好みに応じて、自由に食べることが出来ます。 

 

○ お米の力はすごい！！ ○ 

 お米には、身体の中でエネルギーを作り出すでんぷん 

が多く含まれています。ごはんを食べると、そのエネルギー

によって私たちの身体や脳は活発に動きます。 

今スポーツ界では、ごはんなどの炭水化物を試合前に多く 

摂って体を作る食事法が主流となっています。 

暑さにも負けない身体作りのためにも、ごはんをたくさん 

食べましょう！ 

 


