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スクランブルエッグ 肉団子
サケフレーク 味噌汁
筍と鶏肉の辛味炒め
ナムルサラダ 味噌汁 牛乳
ｱｯﾌﾟﾙﾃﾞﾆｯｼｭ ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
野菜ｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ ｺｰﾋｰ
加賀揚げと野菜の煮物
しらす干し 味噌汁 ｼﾞｮｱ
肉野菜炒め
とろろ芋 味噌汁 牛乳
肉団子 ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ
ごま昆布 味噌汁 牛乳
じゃが芋の甘辛煮
高菜油炒め 味噌汁 ｼﾞｮｱ
もみじこ 小松菜のお浸し
のり佃煮 味噌汁 牛乳
豚肉のすき焼き風煮
なめたけ 味噌汁 ジョア
ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ ﾊﾞﾆﾗｸｯｷｰ ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 牛乳
五目巾着の煮物
ごぼうｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳
白身ﾌﾘｯﾀｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ
肉そぼろ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ほっけ西京焼き 辛子昆布
ｻﾞｰｻｲ 味噌汁 牛乳
豚キムチ炒め
のり佃煮 味噌汁 牛乳
筑前煮
しそ昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ
鶏の野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め
とろろ芋 味噌汁 牛乳
ﾊﾑﾃﾞﾆｯｼｭ ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 目玉焼き風ｵﾑﾚﾂ
ｳｲﾝﾅｰ ﾁｷﾝのｶﾚｰｽｰﾌﾟ 紅茶
あじみりん 沢庵
のり佃煮 味噌汁 ｼﾞｮｱ
焼売 もやしｿﾃｰ
ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
串揚げ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ
しらす干し 味噌汁 牛乳
鶏肉野菜炒め
ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
牛肉とひじきの煮物
キムチ 味噌汁 牛乳
ﾐﾆﾁｷﾝ ｱｽﾊﾟﾗ入りｻﾗﾀﾞ
のり佃煮 味噌汁 牛乳
ｸﾛﾜｯｻﾝ ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
竹輪の磯辺天 小松菜と揚げの和え物
サケフレーク 味噌汁 ｼﾞｮｱ
五目玉子とじ
肉そぼろ 味噌汁 牛乳

カレーライス
ツナサラダ ヨーグルト
メンチカツ 生野菜
すき焼き風煮 味噌汁 デザート
さばのｿﾃｰ（ﾚﾓﾝｿｰｽ）ﾏﾖﾀﾏｶﾂ
生野菜 ごま鍋風ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｶﾞﾘﾊﾞﾀｿｰｽ）生野菜
ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ和え ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
きつねもちうどん（わかめご飯）
焼鳥 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
焼鮭の南蛮漬け ﾍﾟｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｸ
生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ハムカツ 生野菜 焼きそば
具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ナポリタン（半ライス）
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜 ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ねぎとろ丼 唐揚げ 生野菜
沢煮椀 デザート
ﾋﾚｶﾂ 生野菜 ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ
鶏野菜汁 デザート
さばの塩麹焼き 野沢菜漬け
若鶏醤油香り揚げ かき玉汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ）生野菜
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏肉の中華香味だれ だし巻玉子
高菜油炒め 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ ｻﾗﾐの五色ｻﾗﾀﾞ
フルーツヨーグルト
ハンバーグ 生野菜
ﾀｺのｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚ和え ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ ﾊﾑｽﾃｰｷ 生野菜
切干大根の煮物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｬｰｼｭｰ麺（半ﾗｲｽ）
春巻 ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の照焼き 生野菜
なめ茸和え のっぺい汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸﾁｬｯﾌﾟ炒め 生野菜
牛蒡ｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
二色丼 ｳｲﾝﾅｰ
ﾋﾟｰﾅﾂ和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ビーフシチュー 肉団子
野菜サラダ デザート
カレーうどん（半ライス）
ｺﾛｯｹ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
麻婆豆腐 焼売 生野菜
中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚のうま塩焼き 生野菜
肉じゃが 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
味噌ラーメン（半ライス）
春巻 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
たらみりん つぼ漬け 唐揚げ
生野菜 豚汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

※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
※今月は石川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

日本航空学園
食

給食課

ほうれん草の胡麻和え
味噌汁 デザート
豚の生姜焼き 生野菜
ひじきの煮物 味噌汁 デザート
鶏肉のﾄﾅﾄｿｰｽ煮 ﾌｨｯｼｭﾌﾘｯﾀｰ
サラダ デザート
ｷﾑﾁﾁｬｰﾊﾝ 塩唐揚げ
海藻ｻﾗﾀﾞ ｶﾆｶﾏｽｰﾌﾟ
ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ（豚）ｴﾋﾞｶﾂ
彩りサラダ デザート
ﾁｷﾝｶﾂ 生野菜
蓮根ｶﾚｰﾏﾖｻﾗﾀﾞ 味噌汁
麻婆豆腐
焼き餃子 生野菜 味噌汁
牛肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め
焼売 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ 中華ﾎﾟﾃﾄ 生野菜
棒棒鶏ｻﾗﾀﾞ 味噌汁
酢豚 ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ 生野菜
豚肉と大根の中華風ｽｰﾌﾟ
豚肉のﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ煮 ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ
ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
青椒肉絲 牛肉ｺﾛｯｹ
生野菜 ｷﾑﾁｽｰﾌﾟ
海老天丼 小松菜のおろし和え
寄せ鍋風ｽｰﾌﾟ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾛﾍﾞｰﾙｿｰｽ）生野菜
ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝのｽｰﾌﾟ
ホイコーロー
ﾌﾗﾝｸ 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
玉子カツ丼
白菜の辛子和え 味噌汁
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾚﾓﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ風味）生野菜
ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ 豚肉のｽｰﾌﾟ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 生野菜
中華くらげ和え 玉子ｽｰﾌﾟ
ハヤシライス
イタリアンサラダ デザート
すき焼き
竜田揚げ 生野菜 味噌汁
豚肉の香味蒸し
ｲｶｶﾂ 生野菜 五目ｽｰﾌﾟ
鮭の塩焼き 大根おろし
ﾄﾝｶﾂ 生野菜 具沢山味噌汁
ﾍﾞｰｺﾝとしめじのﾋﾟﾗﾌ 串カツ
ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ほうとう（ゆかりご飯）
ﾏﾖﾀﾏｻﾗﾀﾞﾛｰﾙ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
さばの甘辛煮 辛子昆布
鶏ささみﾌﾘｯﾀｰ 生野菜 かき玉汁
鶏肉の味噌炒め 生野菜
大根とごぼう天のの煮物 味噌汁
ビーフストロガノフ
ﾂﾅｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

