
 

 

令和 元年 10 月献立表 
                                         

日本航空学園 給食課 

日 曜 朝        食 昼        食 夕        食 

 

１ 

 

火 

たらこ 小松菜のお浸し 

中華山くらげ 味噌汁 牛乳 

豚の生姜焼き 生野菜 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ和え 鶏野菜風汁 ｸﾘｰﾑﾌﾞｯｾ 

焼鮭の南蛮漬け 

竜田揚げ 生野菜 味噌汁 

 

２ 

 

水 

安パン ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

野菜ｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 紅茶 

ねぎトロ丼 お月見ﾒﾝﾁ 

生野菜 味噌汁 ｶｴﾃﾞの実 

白身魚のﾁﾘｿｰｽ 生野菜 

ﾊﾑｽﾃｰｷ ﾅﾑﾙｻﾗﾀﾞ 豆腐の中華ｽｰﾌﾟ 

 

３ 

 

木 

鶏肉野菜炒め 

高菜油炒め 味噌汁 牛乳 

肉そば(ゆかりご飯) 

ﾁｰｽﾞｿｰｾｰｼﾞ ｻﾗﾀﾞ ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 

ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾚﾓﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ）生野菜 

和風ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ和え 豚肉とｷｬﾍﾞﾂのｽｰﾌﾟ 

 

４ 

 

金 

つくねの甘辛煮 

塩昆布 味噌汁 ジョア 

ほっけみりん 野沢菜漬け 

串カツ 生野菜 寄せ鍋風ｽｰﾌﾟ 苺ﾀﾙﾄ 

青椒肉絲 

飲茶焼売 ｻﾗﾀﾞ ｷﾑﾁｽｰﾌﾟ 

 

５ 

 

土 

厚焼玉子ｳｲﾝﾅｰ 金平牛蒡 

鮭ﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

航空祭 

お弁当 

鶏肉のﾄﾏﾄｿｰｽ煮 ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 

ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ 

 

６ 

 

日 

豚肉と高野豆腐の玉子とじ 

ｻﾞｰｻｲ 味噌汁 牛乳 

航空祭 

ｶﾚｰﾗｲｽ ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

骨なしﾋﾞｯｸﾞﾁｷﾝ 生野菜 

上海焼きそば 具沢山味噌汁 

 

７ 

 

月 

鶏肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 

沢庵 味噌汁 ジョア 

味噌煮込みうどん（半ﾗｲｽ） 

肉団子 小松菜ﾋﾟｰﾅﾂ和え 苺ｼｭｰ 

鮭のﾚﾓﾝ焼き 高菜油炒め 

豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め 生野菜 味噌汁 

 

８ 

 

火 

焼鳥 彩ｻﾗﾀﾞ 

ﾅﾑﾙｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳 

とんかつ 生野菜 たこのｷﾑﾁ和え 

ごま鍋ｽｰﾌﾟ 原宿ﾄﾞｯｸﾞ 

ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｼﾞﾝｼﾞｬｰｿｰｽ）温野菜 

ﾏｶﾛﾆと玉子のｻﾗﾀﾞ 味噌汁 

 

９ 

 

水 

平ﾊﾟﾝ ﾌｨｯｼｭﾌﾘｯﾀｰ 

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ 

麻婆豆腐 えび焼売 水菜ｻﾗﾀﾞ 

ﾆﾗとｶﾆｶﾏのｽｰﾌﾟ 白大福 

豚肉の味噌焼き 生野菜 

もち巾着と野菜の煮物 さつま汁 

 

１０ 

 

木 

ハンバーグ コーンサラダ 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

ﾂﾅﾄﾏﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（半ﾗｲｽ）ﾊﾑｶﾂ 

生野菜 豚肉と大根のｽｰﾌﾟ ﾀﾙﾄ 

鶏の唐揚げ 生野菜 五色ﾅﾑﾙ 

ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのｽｰﾌﾟ 

 

１１ 

 

金 

さばみりん 中華山くらげ 

キムチ 味噌汁 牛乳 

ﾁｷﾝｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 

ﾒﾝﾁｶﾂ 野菜ｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 

牛丼 ｲｶﾌﾘｯﾀｰ 

白菜の胡麻和え 味噌汁 

 

１２ 

 

土 

塩味唐揚げ ﾚﾀｽとｷｬﾛｯﾄのｻﾗﾀﾞ 

しば漬け 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

豚の角煮 ねぎ焼き 生野菜 

味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

担々麺（半ﾗｲｽ） 

春巻 生野菜 ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ 

 

１３ 

 

日 

塩鮭 つぼ漬け 

辛子昆布 味噌汁 牛乳 

八宝菜 ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ 

生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾏﾛﾝﾜｯﾌﾙ 

ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 

ハムの五色ｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ 

 

１４ 

 

月 

肉野菜炒め 

高菜油炒め 味噌汁 牛乳 

おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜 

信田煮 味噌汁 ﾔｸﾙﾄ 

酢豚 大焼売 ﾅﾑﾙｻﾗﾀﾞ 

豆腐の中華ｽｰﾌﾟ 

 

１５ 

 

火 

ねぎ塩チキン ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ 

のり佃煮 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

玉子カツ丼 白菜の辛子和え 

豚肉と豆腐のｱｼﾞｱﾝ風ｽｰﾌﾟ ｺｺｱﾜｯﾌﾙ 

ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂとﾌﾗﾝｸの煮込み 

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ やわらかﾌﾟﾘﾝ 

 

１６ 

 

水 

安ﾊﾟﾝ ミニチキン 

ｺｰﾙﾛｰｻﾗﾀﾞ 玉子ｽｰﾌﾟ 紅茶 

赤魚の西京焼き ごま昆布 沢煮椀 

大きなﾋﾟｻﾞｿｰｽｶﾂ 生野菜 ﾀﾙﾄ 

鶏南蛮 

加賀揚げと野菜の煮物 味噌汁 

 

１７ 

 

木 

豚キムチ炒め 

とろろ芋 味噌汁 牛乳 

ｴﾋﾞﾌﾗｲ 肉団子 生野菜 ﾏﾌｨﾝ 

もやしとﾊﾑの中華和え 味噌汁 

ｶﾚｰﾋﾟﾗﾌ ﾊﾑｽﾃｰｷ ｱｽﾊﾟﾗｻﾗﾀﾞ 

ﾍﾞｰｺﾝとほうれん草のｽｰﾌﾟ 

 

１８ 

 

金 

ﾎﾀﾃ風ﾌﾗｲ 大根ｻﾗﾀﾞ 

肉そぼろ 味噌汁 ジョア 

赤味噌ラーメン（半ﾗｲｽ） 

揚げ餃子 生野菜 ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ 

ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ ﾌﾟﾁｸﾞﾗﾀﾝ 生野菜 

ごぼうｻﾗﾀﾞ 味噌汁 

 

１９ 

 

土 

醤油味唐揚げ サラダ 

のり佃煮 味噌汁 牛乳 

海老天丼 小松菜おろし和え 

けんちん汁 ｼﾞｭｰｽ 

ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾃﾞﾐｿｰｽ）温野菜 

ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ ﾍﾞｰｺﾝﾎﾟﾃﾄｽｰﾌﾟ 

 

２０ 

 

日 

鶏肉のすきやき風煮 

胡瓜漬け 味噌汁 牛乳 

牛肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 

かに焼売 生野菜 若芽ｽｰﾌﾟ 米粉ﾄﾞｯｸﾞ 

メンチカツ 生野菜 

塩焼きそば 具沢山味噌汁 

 

２１ 

 

月 

たらみりん 高菜油炒め 

のり佃煮 味噌汁 ジョア 

カレーうどん（半ライス） 

ｺｰﾝｺﾛｯｹ 生野菜 ｼｭｰｸﾘｰﾑ 

鶏肉の味噌焼き 生野菜 

大根とごぼう天の煮物 すまし汁 

 

２２ 

 

火 

オムレツ 海藻サラダ 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

ソースカツ丼 中華くらげ和え 

味噌汁 シフォンケーキ 

ﾎｲｺｰﾛｰ ｸﾘﾙﾁｷﾝ 生野菜 

豆腐のｷﾑﾁｽｰﾌﾟ 

 

２３ 

 

水 

平パン ｶｯﾌﾟｸﾞﾗﾀﾝ 

野菜炒め ｷｬﾍﾞﾂｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ 

ほっけの西京焼き 金時豆佃煮 

唐揚げ 生野菜 具沢山味噌汁 ﾏﾌｨﾝ 

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ ﾍﾟｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｸ 

ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾋﾟｰﾁｾﾞﾘｰ 

 

２４ 

 

木 

玉子巾着と野菜の煮物 

塩昆布 味噌汁 牛乳 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ）生野菜 

じゃが芋とｶﾆｶﾏｻﾗﾀﾞ和え ｼﾞｮｱ 

鶏もも肉の中華香味のだれ 

焼きﾋﾞｰﾌﾝ 寒天とﾊﾑのｽｰﾌﾟ 

 

２５ 

 

金 

ふんわり天 白菜と揚げの和え物 

ﾅﾑﾙｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳 

ﾎﾟｰｸﾁｬｯﾌﾟ炒め 生野菜 

ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ和え ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾀﾙﾄ 

味噌チキンカツ 生野菜 

肉じゃが すまし汁 

 

２６ 

 

土 

筍と鶏肉の辛味炒め 

ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

塩サバ 大根おろし 若鶏の香味揚げ 

生野菜 かき玉汁 ｺｺｱﾜｯﾌﾙ 

ハヤシライス 

カニカマサラダ ぶどうゼリー 

 

２７ 

 

日 

竹輪のｷﾑﾁ炒め 

ごま昆布 味噌汁 牛乳 

ヒレカツ 生野菜 たこのｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚ和え 

玉子ｽｰﾌﾟ ﾛｰﾙｹｰｷ苺 

豚肉の香味焼き 

たこ焼き 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ 

 

２８ 

 

月 

五目ひじき煮 

肉そぼろ 味噌汁 牛乳 

鶏肉の照焼き 生野菜 

ｷｬﾍﾞﾂと竹輪の辛子和え 豚汁 ｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ 

五目炒飯 エビカツ 生野菜 

白菜とﾍﾞｰｺﾝのｽｰﾌﾟ 

 

２９ 

 

火 

筑前煮 

ｻﾞｰｻｲ 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

豚骨醤油ﾗｰﾒﾝ（半ﾗｲｽ） 

春巻 生野菜 ﾔｸﾙﾄ 

すき焼き 

ﾁｰｽﾞｶﾂ 生野菜 味噌汁 

 

３０ 

 

水 

安パン  ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 紅茶 

コロッケカレー 

ｻﾗﾐの五色ｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 

ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜 

ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ ｷｬﾍﾞﾂとﾊﾑのｽｰﾌﾟ 

 

３１ 

 

木 

じゃが芋の甘辛煮 

ｷﾑﾁ 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

麻婆豆腐 ﾀｺの唐揚げ 生野菜 

五目ｽｰﾌﾟ ｴｸﾚｱ 

白身魚ﾌﾗｲ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ 

生野菜 蓮根ｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 

 
 
                       

※朝食時について 

朝食は、生卵、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 

 

※今月は輪島校プロデュースの献立です 

※都合により変更する事があります 


