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鶏すき煮
味噌汁 ｼﾞｮｱ
白菜とうずらの甘辛煮 焼売
味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ ﾊﾞﾅﾅﾁｮｺﾊﾟﾝ
ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ ｸﾞﾗﾀﾝ たまごｽｰﾌﾟ 紅茶
鱈のみりん漬け 沢庵
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾂﾅｵﾑﾚﾂ 野菜ｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
黒酢肉団子 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾒﾝﾁｶﾂﾛｰﾙ ﾒﾛﾝｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
もやしとちくわのｿﾃｰ れんこん磯辺
味噌汁 ｼﾞｮｱ
五目玉子とじ ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ巻き
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺｺﾙﾈ 辛口ｿｰｾｰｼﾞ
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
豚肉とこんにゃくの炒め煮
味噌汁 牛乳
ｺｰﾝとｷｬﾍﾞﾂのｿﾃｰ ﾎﾟﾃﾄﾓﾁ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
鶏と豆腐の炒め煮
味噌汁 牛乳
ﾐﾙｸｸﾙｸﾙﾊﾟﾝ くるみﾊﾟﾝ
まるｵﾑﾚﾂ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ｷｬﾍﾞﾂと豚肉のﾊﾞﾀｰ醤油ｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
なすと挽肉味噌炒め
すまし汁 ｼﾞｮｱ
あぶりﾁｷﾝ 野菜ｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
厚揚げと野菜の煮物 ねぎたま
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｼﾞｬﾑﾊﾟﾝ ﾊﾑﾃﾞﾆｯｼｭ
ﾏﾖﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜 ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
アジのみりん漬け しば漬け
味噌汁 牛乳
大根そぼろ煮 チーズ入りはんぺん
味噌汁 牛乳
加哩醤炒め
味噌汁 牛乳
ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰﾊﾟﾝ 二色ﾊﾟﾝ
ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ほっけの麹漬け きゅうり漬け
味噌汁 ｼﾞｮｱ
白菜と薩摩揚の煮物 はんぺんﾌﾗｲ
味噌汁 牛乳
ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ 練乳ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ
ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 野菜ｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
五目ひじき煮 ふんわり天
味噌汁 牛乳
蓮根ｿﾃｰ ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾟﾝ ｶﾚｰﾊﾟﾝ
ﾁｮﾘｿｰ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 野菜ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ
味噌汁 ｼﾞｮｱ

昼
食
麻婆丼 切干大根のｻﾗﾀﾞ
中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾌﾟﾙｺｷﾞ 生野菜 胡麻和え
酸辣湯 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ）生野菜
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｿﾃｰ ｶﾆｶﾏｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾗｰﾒﾝ（半ﾗｲｽ）
餃子 ｻﾗﾀﾞ菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾒﾝﾁｶﾂ ｺﾛｯｹ 生野菜
ﾅﾑﾙ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
しめじとﾍﾞｰｺﾝのﾋﾟﾗﾌ
ｲｶ焼売 生野菜 鶏野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
八宝菜 ねぎ塩ﾁｷﾝ
生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｿｰｽｶﾂ丼 おろし和え
味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
かれいの唐揚げ 生野菜
春雨ｻﾗﾀﾞ 肉団子ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉うどん（わかめごはん）
焼き餃子 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
台湾丼 温泉卵 中華くらげ和え
わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
十和田のﾊﾞﾗ焼き 生野菜
揚げ出し豆腐 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｲﾀﾘｱﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜
たこのｵﾘｰﾌﾞ和え 卵ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麵(半ﾗｲｽ)
つくね 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
さんまの塩焼き 大根おろし
しそチーズ揚げ

きんぴら汁

ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ねぎ塩豚ｶﾙﾋﾞ 生野菜
長芋ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷やしたぬきうどん（ゆかりごはん）
ｲｶﾏﾖ ｻﾗﾀﾞ菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｴｽｶﾛｯﾌﾟ
ﾂﾅｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚肉の生姜焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ
なめたけ和え 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
酢鶏
中華和え 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚ｷﾑﾁ炒め 挟み揚げ 生野菜
五目ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛丼
たたききゅうり 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷し担々麺（半ﾗｲｽ）
ﾊﾑｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）生野菜
ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾂﾅｻﾗﾀﾞうどん（若菜ご飯）
たこ唐揚げ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
とり天 生野菜
ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ すまし汁
肉ﾆﾗ炒め
中華冷奴 中華ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀﾝﾒﾝ（わかめごはん）
にんにく餃子 ﾊﾑｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
白身魚ﾌﾗｲ ｺﾛｯｹ 生野菜
味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉絲飯
きゅうりの酢の物 ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

○朝食時について○
毎食、納豆・梅干し・漬物・ふりかけ・味付けのりを用意し
ています。好みに応じて、自由に食べることが出来ます。
また、卵については、生卵・目玉焼き・炒り卵等を日替わり
で付けています。

日本航空学園 給食課
夕
食
さばの竜田揚げ 生野菜
上海風やきそば きんぴら汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
えび天丼
ｻﾗﾐｻﾗﾀﾞ 具だくさん味噌汁
ﾁｷﾝﾗｲｽ（ﾎﾜｲﾄｿｰｽ）
ﾂﾅと水菜の和え物 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 温野菜
ﾎﾟﾃﾄ ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ）ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ
春巻 ｷｬﾍﾞﾂｽｰﾌﾟ
肉野菜炒め
ｻﾞｰｻｲ和え 中華ｽｰﾌﾟ
ﾁｬﾌﾟﾁｪ（塩昆布ごはん）
ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ ﾊﾑｻﾗﾀﾞ 卵ｽｰﾌﾟ
筑前煮
ﾆﾗ饅頭 ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ すまし汁
ｽﾀﾐﾅ焼き
里芋から揚げ 水菜ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ｶﾘｶﾘﾁｷﾝ（ﾏﾖﾏｽﾀｰﾄﾞ）
ﾗｻﾞｰﾆｬ ｻﾗﾐｻﾗﾀﾞ ごま鍋風ｽｰﾌﾟ
ﾌﾞﾘ照焼 しそ昆布
わさび和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｽﾃｰｷ丼
枝豆ｻﾗﾀﾞ ｷﾑﾁｽｰﾌﾟ
回鍋肉
ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ 寄せ鍋風ｽｰﾌﾟ
鶏のごま照り焼き 生野菜
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ（若菜ごはん）
ｺﾛｯｹ 生野菜 ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ
ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ
ﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
赤魚の西京焼き つぼ漬け
金平ごぼう けんちん汁
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｽﾃｰｷｿｰｽ） 生野菜
ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ 野菜ｽｰﾌﾟ
ｴﾋﾞﾋﾟﾗﾌ
小籠包 ｱｽﾊﾟﾗｻﾗﾀﾞ ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ（わかめごはん）
肉団子 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
鮭の南蛮漬け 生野菜
切干大根の煮物 豚汁
ﾁｷﾝｶﾂ 生野菜
炒り豆腐 すまし汁
豚肉の味噌炒め
若鶏のしそ天ぷら 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
親子丼
れんこんｻﾗﾀﾞ すまし汁
牛肉のｵｲｽﾀｰ炒め
白玉餃子 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
焼きﾋﾞｰﾌﾝ（塩昆布ごはん）
肉巻き 生野菜 ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
鶏の唐揚げ 生野菜
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 味噌汁
さばの味噌煮
肉団子 生野菜 のっぺい汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
洋風焼肉 生野菜
ﾎﾟﾝｽﾞ和え わかめｽｰﾌﾟ
ﾁｷﾝｶﾚｰ
ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
※ 都合により変更する事があります。

