
 

 

令和 2年 6月献立表 
                          

              

日本航空学園 給食課 

 

日 曜 朝        食 昼        食 夕        食 

 

１ 

 

月 

鮭の塩焼き 野菜炒め 

なめたけ 味噌汁 牛乳 

肉そぼろ丼 

おかか和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｴﾋﾞﾌﾗｲ ｺﾛｯｹ 

ｻﾗﾀﾞ 野菜ｽｰﾌﾟ 

 

２ 

 

火 

筍と鶏肉のピリ辛炒め ねぎたま 

しらす干し 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

カレーうどん（若菜ごはん） 

ﾊﾑｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

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 ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ 

 

３ 

 

水 

豚肉とこんにゃくの炒め煮 

ｷﾑﾁ 味噌汁 牛乳 

白身魚の甘酢あん 

胡麻和え 中華ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 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 

 

４ 

 

木 

ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ｺｰﾝﾊﾟﾝ いももち 

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶 

プルコギ 

切干大根のｻﾗﾀﾞ ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

タンドリーチキン 

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

５ 

 

金 

もやし搾菜ｿﾃｰ ﾁｼﾞﾐ 

ごぼうサラダ 味噌汁 牛乳 

中津風唐揚げ 線キャベツ 

ポン酢和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

やきそば（塩昆布ごはん） 

ｴﾋﾞﾏﾖ 生野菜 ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ 

 

６ 

 

土 

鶏のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 焼売 

ごま昆布 味噌汁 牛乳 

牛肉と野菜のあんかけ丼 

ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ 大根サラダ きんぴら汁 

チャーハン 

春雨ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

７ 

 

日 

小松菜のそぼろ煮 ﾁｮﾘｿｰ 

しらす干し 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

かりかりﾁｷﾝ ｻﾗﾀﾞ菜 

くらげ和え ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

豚の生姜焼き 生野菜 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 

のっぺい汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

８ 

 

月 

きな粉ﾊﾟﾝ 焼きｶﾚｰﾊﾟﾝ ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 

ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾎﾟﾃﾄ 

ほうれん草のｿﾃｰ 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

クラムチャウダー 

ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ 海藻ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

９ 

 

火 

ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 蓮根炒め煮 

しそ昆布 すまし汁 牛乳 

肉にら炒め 中華冷奴 

中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ（半ﾗｲｽ） 

ﾁｰｽﾞｶﾂ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 

 

１０ 

 

水 

厚揚げの味噌炒め 白玉餃子 

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ すまし汁 牛乳 

スタミナ焼肉 青菜のお浸し 

味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

親子丼 

ﾀｺのｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚ和え けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１１ 

 

木 

豚のすき焼き風煮 

辛子昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

天ぷらそば（ゆかりごはん） 

焼鳥 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

麻婆豆腐 点心 

ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ 卵ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１２ 

 

金 

ﾊﾑﾏﾖﾊﾟﾝ 板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ 

ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 紅茶 

ひれかつ 線ｷｬﾍﾞﾂ 

ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鮭のレモン焼き 金時豆 

筍土佐煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ごま鍋ｽｰﾌﾟ 

 

１３ 

 

土 

ぶりの照り焼き 金時豆 

筍土佐煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ごま鍋ｽｰﾌﾟ 

ビーフストロガノフ 

えびｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

酢鶏 

中華和え 五目ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１４ 

 

日 

煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｱｽﾊﾟﾗのｿﾃｰ 

ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳 

赤魚の粕漬け 厚焼き玉子 

金平ごぼう 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏のねぎ味噌焼き 海藻ｻﾗﾀﾞ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｳｲﾝﾅｰの炒め物 すまし汁 

 

１５ 

 

月 

鶏肉のさっぱり煮 

塩昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

タンメン（半ライス） 

海老餃子 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

韓国風肉豆腐 

ﾊﾑｶﾂ 枝豆ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１６ 

 

火 

練乳ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ﾁｰｽﾞﾎﾞｰﾙ ﾐｰﾄｵﾑﾚﾂ 

ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ 

牛肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 

ｲｶｶﾂ コーンサラダ 中華ｽｰﾌﾟ 

鶏のごま照焼 ｻﾗﾀﾞ 

ひじき煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１７ 

 

水 

肉団子 切干大根の煮物 

さつま金時 味噌汁 牛乳 

八宝菜 

春巻 ｱｼﾞｱﾝ風ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

チキンカレー 

ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｿﾌﾄみかんｾﾞﾘｰ 

 

１８ 

 

木 

たらの西京焼き ナムルサラダ 

なめたけ 味噌汁 牛乳 

かきあげ丼 

ほうれん草のお浸し すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

豚肉のﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ煮 

ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ ｻﾗﾐのｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

１９ 

 

金 

筑前煮 焼売 

沢庵 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

鯖の味噌煮 ｻﾗﾀﾞ 

小籠包 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

焼きビーフン（わかめごはん） 

メンチカツ 長いもｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ 

 

２０ 

 

土 

竹輪の甘辛煮 ｵﾑﾚﾂ 

鮭ﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳 

ﾎﾟｰｸｿﾃｰ 生野菜 

ｸﾞﾗﾀﾝ ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏の照焼き ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ 

高野豆腐の煮物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

２１ 

 

日 

加哩醤炒め 蓮根の金平 

中華山くらげ 味噌汁 牛乳 

鶏肉のﾄﾏﾄｿｰｽ煮           

ごまﾏﾖ和え ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

海老天丼 

小松菜のおろし和え けんちん汁 

 

２２ 

 

月 

ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾛﾜｯｻﾝ ｳｲﾝﾅｰﾊﾟﾝ ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ 

白身魚の油淋鶏ｿｰｽ ﾎﾟﾊﾟｲｻﾗﾀﾞ 

切干大根の煮物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ ｴﾋﾞｶﾂ 

彩りｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

２３ 

 

火 

串カツ 大根ｻﾗﾀﾞ 

高菜油炒め 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

冷やし中華（ゆかりごはん） 

肉まん ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾁｷﾝｸﾞﾘﾙｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ ｻﾗﾀﾞ 

かに焼売 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 

 

２４ 

 

水 

京風たまご 小松菜のお浸し 

搾菜 豚汁 牛乳 

ｼｽｺﾗｲｽ 

ｲｶの中華和え ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏の唐揚げ ｻﾗﾀﾞ 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ 寄せ鍋ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

２５ 

 

木 

ｱｽﾊﾟﾗ青椒肉絲 厚焼玉子 

ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳 

力うどん（わかなごはん） 

タコの磯辺揚げ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｲﾀﾘｱﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 

ﾎﾟﾃﾄ ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 

 

２６ 

 

金 

焼きｶﾚｰﾊﾟﾝ ｼﾞｬﾑﾊﾞﾀｰﾊﾟﾝ 

あらびきｳｲﾝﾅｰ ｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 紅茶 

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 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ほっけみりん  ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰め 

生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

２７ 

 

土 

白菜と豚肉の炒め煮 ビッグ焼売 

胡瓜漬け 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

ビーフカレー 

コーンサラダ フルーツポンチ 

ｶﾚｲの唐揚げ 大根おろし 

とり天磯辺 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

 

２８ 

 

日 

豚肉のすき焼き風煮 

しば漬け 味噌汁 牛乳 

鮭の南蛮漬け 線キャベツ 

じゃが芋のそぼろ煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 生野菜 

上海風焼きそば ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ 

 

２９ 

 

月 

鶏野菜炒め 

とろろ芋 味噌汁 ｼﾞｮｱ 

冷やし山菜そば（わかめごはん） 

ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ  ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾁｰｽﾞｶﾚｰ包み焼き ｸﾞﾗﾀﾝ  

ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 

 

３０ 

 

火 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｶﾚｰﾊﾟﾝ ｱｯﾌﾟﾙﾃﾞﾆｯｼｭ ﾊﾑｽﾃｰｷ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ 

大分風鶏天 生野菜 

辛子和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

豚肉の香味蒸し 

焼き餃子 ｲｶのﾏﾘﾈ 五目ｽｰﾌﾟ 

 

※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 


