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食
大根とうずらの甘辛煮
味噌汁 牛乳
ﾆﾗの卵とじ 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾒﾛﾝﾊﾟﾝ ﾊﾑﾏﾖﾊﾟﾝ
ﾂﾅｵﾑﾚﾂ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ごま手羽 生野菜
味噌汁 ｼﾞｮｱ
五目ひじき煮 厚焼き卵
味噌汁 牛乳
きなこﾊﾟﾝ ﾂﾅﾊﾟﾝ
ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜 南瓜ｽｰﾌﾟ 紅茶
鶏のすき焼き風煮
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｽﾀﾐﾅ焼き
味噌汁 牛乳
炒り豆腐 ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ
味噌汁 牛乳
粒あんﾊﾟﾝ ｺｰﾝﾊﾟﾝ
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
さばの塩焼き つぼ漬け
味噌汁 牛乳
豚肉のこんにゃく炒め おつまみｺﾛｯｹ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
蓮根のピリ辛煮 鶏のｵｰﾌﾞﾝ焼き
味噌汁 牛乳
ｺﾛｯｹﾊﾟﾝ ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ
ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
豆腐のそぼろあん ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
もやしと搾菜のｿﾃｰ 華いか焼売
味噌汁 牛乳
肉と野菜の塩炒め
味噌汁 牛乳
板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ
ｷｯｼｭ 生野菜 ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ごぼうの加哩醤炒め
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ほうれん草とﾊﾑのｿﾃｰ 炭火鶏ﾈｷﾞ塩だれ
味噌汁 牛乳
ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ さつまいもあんぱん
ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ巻き 生野菜 ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
がんもどきの煮物 蓮根挟み揚げ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め ねぎたま
味噌汁 牛乳
ｳｲﾝﾅｰﾊﾟﾝ ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾛﾜｯｻﾝ
ｵﾑﾚﾂ 生野菜 ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
芋の甘辛煮 ﾏﾖ玉ｶﾂ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
鰆の西京焼き 辛子昆布
味噌汁 牛乳
ﾁｰｽﾞﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾆﾗｸｯｷｰ
かぼちゃ包み揚げ 生野菜 ｽｰﾌﾟ 紅茶
すき焼き風煮
味噌汁 ｼﾞｮｱ
筍と豚肉の辛味炒め
味噌汁 牛乳
青椒肉絲
味噌汁 牛乳
ぶどうﾊﾟﾝ ﾒﾝﾁｶﾂﾛｰﾙ
ﾁｰｽﾞ春巻き 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ

昼
食
牛肉の野菜のあんかけ丼
菜種和え すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾚﾓﾝｿｰｽ） ﾂﾅと水菜の和え物
生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ） ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ
中華くらげ和え 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷やしたぬきうどん（わかめごはん）
のり和え ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝ南蛮 生野菜
青菜のﾋﾟｰﾅﾂ和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀｺﾗｲｽ
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾛｰﾍﾞﾙｿｰｽ） 山芋の梅しそ巻き
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの辛子ﾏﾖ たまごｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
麻婆春雨
焼売 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛肉の XO 醤炒め えびｸﾞﾗﾀﾝ
お浸し すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚肉の葱ｿｰｽ ｼｬｷｼｬｷ昆布和え
炭火焼つくね ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
お弁当
しらす丼
わさび和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
夏野菜のｷｰﾏｶﾚｰ
ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ジャージャー麵（半ﾗｲｽ）
ｲｶ竜田 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚の生姜焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ
ごま酢和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｼﾞｬｰｸﾁｷﾝ ﾋﾞｰﾌﾝｻﾗﾀﾞ
五目包子 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
台湾ﾗｰﾒﾝ（塩昆布ごはん）
餃子 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｼｼﾘｱﾝﾗｲｽ お好み焼き
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ほっけの麹焼き 中華山ｸﾗｹﾞ
生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷やしﾀﾝﾒﾝ（若菜ごはん）
焼売 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｵﾑﾗｲｽ
ﾐｯｸｽｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏肉のｺﾁｭｼﾞｬﾝ焼き
ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
十和田バラ焼き 生野菜
冷奴 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉うどん（ゆかりごはん）
手羽中から揚げ たたきｷｭｳﾘ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀｯｶﾙﾋﾞ丼
蒸し餃子 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
和風きのこﾊﾟｽﾀ（若菜ごはん）
ｴﾋﾞﾏﾖｺﾛｯｹ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
親子丼 韮饅頭
春雨ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷やし中華（塩昆布ごはん）
海苔巻串 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｼｬﾘｱﾋﾟﾝｿｰｽ）生野菜
棒棒鶏 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝﾊﾟﾙﾒｼﾞｬｰﾅ ｲｶﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟﾊﾟｲｻﾗﾀﾞ 具沢山ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ丼 温泉卵
ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ 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。
※今月は千歳校プロデュースの献立です。
※都合により変更することがあります。

日本航空学園 給食課
夕
食
ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ ねぎ塩ﾁｷﾝ 生野菜
ねばねばｻﾗﾀﾞ きのこ汁
回鍋肉
ﾁﾁﾞﾐ 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
白身魚の薬味ｿｰｽ 生野菜
ﾎｯﾄﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 味噌汁
豚肉の柚子胡椒炒め ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ
枝豆ｻﾗﾀﾞ 味噌汁
まだらの西京焼き 金時豆
焼きそば すまし汁
ﾌﾟﾙｺｷﾞ 春巻き
ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾜﾝﾀﾝｽｰﾌﾟ
ちゃーめん（半ﾗｲｽ）
ニラ饅頭
生野菜 ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
ｼﾞｬｰｸﾁｷﾝ ひすい餃子
お浸し けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
とんかつ 生野菜
ｷﾑﾁ和え 味噌汁
ﾁｬｰﾊﾝ
春巻 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
豚の旨しお焼き
いかｶﾂ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ 鶏竜田
れんこんｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ﾎﾟｰｸの香味焼き 生野菜
ｹﾁｬｯﾌﾟ肉団子 味噌汁
ぶりの照焼き 高菜油炒め
韓国風冷奴 生野菜 すまし汁
ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ
かにかまｻﾗﾀﾞ 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
酢豚 ねぎ間串
生野菜 味噌汁
鮭のﾑﾆｴﾙ 厚焼き卵
ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ 沢煮椀 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ ひじきのｻﾗﾀﾞ
ﾋﾟｰﾏﾝの肉詰めﾌﾗｲ 野菜ｽｰﾌﾟ
肉じゃが 小籠包
塩昆布和え 味噌汁
ｴﾋﾞﾌﾗｲ 生野菜
麻婆茄子 味噌汁
鮭のﾁｰｽﾞﾏﾖ焼き 生野菜
ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ 味噌汁
ねぎ塩豚ｶﾙﾋﾞ 海老ﾄｰｽﾄ揚げ
生野菜 味噌汁
ｱｼﾞﾌﾗｲ 帆立ﾌﾗｲ 生野菜
金平ごぼう 味噌汁
ｶﾚｰﾗｲｽ
和風ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の中華香味ﾀﾞﾚ 生野菜
卵と海老のﾁﾘｿｰｽ炒め ｽｰﾌﾟ
ｼﾞｬﾝﾊﾞﾗﾔ 串ｶﾂ
生野菜 ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ
豚ｷﾑﾁ炒め ﾎﾟﾃﾄもち
海草ｻﾗﾀﾞ 味噌汁
鶏のﾄﾏﾄ煮
ﾀｺ唐ｻﾗﾀﾞ ニラ玉ｽｰﾌﾟ
鱈の春雨あんかけ 生野菜
ｳｲﾝﾅｰと芋のﾏｽﾀｰﾄﾞ和え ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾔｼﾗｲｽ
ｴﾋﾞｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
韓国風肉豆腐
揚げ餃子 生野菜 味噌汁

