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豚肉とこんにゃくの炒め煮
ふんわり天 ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾆﾗｸｯｷｰﾊﾟﾝ ｺｰﾝﾊﾟﾝ ｻﾗﾀﾞ
ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 紅茶
もやしと搾菜のｿﾃｰ 黒酢肉団子
ごま昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ
じゃが芋のそぼろ煮 ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ
なめたけ 味噌汁 牛乳
五目ひじき 厚焼玉子ｳｲﾝﾅｰ
しらす干し 牛乳
食ﾊﾟﾝ ﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾒﾛﾝﾊﾟﾝ ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
白菜と豚肉の炒め煮 ﾋﾞｯｸﾞｼｭｰﾏｲ
ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
焼き魚 五目金平
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
野菜炒め 鶏しそﾁｰｽﾞ
のり佃煮 味噌汁 ｼﾞｮｱ
青梗菜の中華炒め ねぎ塩ﾁｷﾝ
しらす干し 味噌汁 牛乳
ﾌﾗﾝｸﾛｰﾙ ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ 紅茶
アスパラソテー オムレツ
ごま昆布 味噌汁
焼き魚 長ねぎ入り炒り玉子
肉そぼろ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
鶏肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め
ごぼうｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳
ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ
つぼ漬け 味噌汁 牛乳
板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ ｼﾞｬｶﾞﾊﾞﾀｺｰﾝ
ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
筍と豚肉の辛味炒め
ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
白菜とうずらの炒め煮
肉そぼろ 味噌汁
厚揚げの味噌炒め 白玉餃子
ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳
ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ ｸﾛﾜｯｻﾝ ｵﾑﾚﾂ
ﾎｯﾄﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
鶏肉のすき焼き風煮
辛子昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ほうれん草ｿﾃｰ ｽﾍﾟｲﾝ風ｵﾑﾚﾂ
しらす干し 味噌汁 牛乳
焼き魚 大根のそぼろ煮
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
豚肉のさっぱり煮
塩昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾌﾞﾙﾍﾞｰﾘｰﾃﾞﾆｯｼｭ ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ
ﾐｰﾄｵﾑﾚﾂ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
白滝金平 チヂミ
ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
ﾎﾀﾃﾌﾗｲ 大根ｻﾗﾀﾞ
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
加哩醤炒め 里芋の唐揚げ
のり佃煮 味噌汁 ｼﾞｮｱ
もやしと豚肉のｿﾃｰ 肉団子
ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
竹輪のキムチ炒め
ごま昆布 味噌汁 牛乳
ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ 辛口ｿｰｾｰｼﾞﾊﾟﾝ
あらびきｳｲﾝﾅｰ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 紅茶

昼
食
ﾂﾅﾄﾏﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（わかめご飯）
ｺﾛｯｹ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の唐揚げ ｻﾗﾀﾞ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ちらし寿司 串カツ 生野菜
すまし汁 デザート
にんにくﾎﾟｰｸｿﾃｰ 野菜ｿﾃｰ
ﾎﾟﾃﾄ ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
チャーハン 揚げ餃子
生野菜 中華スープ デザート
カレーライス
シーザーサラダ みかんゼリー
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ）
ほうれん草ｿﾃｰ ﾎﾟﾃﾄ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
チキンステーキ丼
水菜とﾂﾅの和え物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｲﾀﾝﾘｱﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 野菜ｻﾗﾀﾞ
ﾎﾟﾃﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ 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
鮭の塩焼き 野沢菜漬け
唐揚げ ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ガパオライス
ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
カレーうどん（半ライス）
いかの唐揚げ 生野菜 デザート
ﾋﾞｰﾌｽﾄﾛｶﾞﾉﾌ
ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ
白身魚ﾌﾗｲ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ
生野菜 かき玉汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
チキンステーキ丼
イカの酢の物 味噌汁 デザート
ほっけの西京焼き 金時豆
肉じゃが 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
台湾丼 温泉卵 ポン酢和え
わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
しめじとﾍﾞｰｺﾝのﾋﾟﾗﾌ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 生野菜 ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
クリームシチュー
ﾏｲﾙﾄﾞｽﾃｰｷ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
白身魚の甘酢あんかけ
ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉野菜炒め
焼き餃子 生野菜 玉子ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
長崎ちゃんぽん（半ライス）
ｴﾋﾞﾁﾘ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ハヤシライス
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ
肉うどん（半ライス）
たこの磯辺揚げ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ねぎトロ丼
鶏竜田揚げ 生野菜 沢煮椀 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
オムライス
ﾍﾟｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｸ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
鶏肉のﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ煮
ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛肉の焼肉風 生野菜
くらげｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
天ぷらそば（ゆかりご飯）
焼鳥 ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
エスカロップ
白菜とﾂﾅのﾏﾖ和え 味噌汁 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
※今月は山梨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 給食課
夕
食
さばの照り煮 厚焼玉子
五目金平 のっぺい汁
焼きそば（半ﾗｲｽ）
ｴﾋﾞﾏﾖ 生野菜 わかめｽｰﾌﾟ
親子丼
竜田揚げ 生野菜 味噌汁
ｶﾘｶﾘﾁｷﾝ（ﾏﾖﾏｽﾀｰﾄﾞ）ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ
ﾗｻﾞｰﾆｬ ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
赤魚の粕漬け 炊き込みご飯
加賀揚げの煮物 豚汁
ちゃーめん（半ライス）
焼き鳥 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
スタミナ焼き
大根サラダ 玉子スープ
えびと豆腐の炒め煮
ﾒﾝﾁｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉ニラ炒め ごま団子
ﾎﾟﾃﾄもち 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
鶏の照焼き 生野菜
大根と牛蒡天の煮物 味噌汁
肉丼
なめ茸和え きんぴら汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
とんかつ 生野菜
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｸﾞﾘﾙｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ
ｸﾞﾗﾀﾝ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ
麻婆豆腐
ｲｶﾌﾘｯﾀｰ 生野菜 わかめｽｰﾌﾟ
肉絲飯
鶏ともやしのナムル 中華ｽｰﾌﾟ
メンチカツ 生野菜
上海風焼きそば 具沢山味噌汁
鶏肉ねぎソース 生野菜
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 味噌汁
チキンカレー
カラフルサラダ ナタデココ
ホイコーロー
焼売 生野菜 中華スープ
ハンバーグ ポテト
野菜ｿﾃｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｲｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ
ナポリタン（半ライス）
ミニチキンチキン 生野菜 スープ
エビフライ 肉団子 生野菜
中華和え 味噌汁
ポークチャップ
ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
さばの西京焼き 沢庵
高野豆腐の玉子とじ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
韓国風肉豆腐
春巻 生野菜 わかめｽｰﾌﾟ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ｻﾗﾀﾞ かぼちゃｸﾞﾗﾀﾝ
ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
野菜のｵｲｽﾀｰ炒め
焼売 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（柚子胡椒ｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ
野菜ｿﾃｰ ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ
マグロ竜田 生野菜
じゃが芋ｶﾆｶﾏｻﾗﾀﾞ 味噌汁
豚肉と大根の炒め煮
ｺﾛｯｹ 生野菜 味噌汁
ほうとう（わかめご飯）
ｲｶﾘﾝｸﾞ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

