令和 3 年 2 月献立表
日
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火

３

水

４

木

５

金

６

土

朝
食
ひすい餃子 ｶﾚｰ風味ｿﾃｰ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
玉子焼き 筑前煮
味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ 板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ
ﾎﾟﾃﾄﾓﾁ ｶﾞﾘﾊﾞﾀ鶏ｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
ﾁｷﾝのｵｰﾌﾞﾝ焼き かぼちゃのそぼろ煮
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｴﾋﾞ団子 ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
練乳ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 辛口ｿｰｾｰｼﾞﾊﾟﾝ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ

昼

食

ｿｰｽｶﾂ丼
中華ﾎﾟﾃﾄ すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
おばけそば（半ﾗｲｽ）
つくね 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ｼﾞﾝｼﾞｬｰｿｰｽ）
ｸﾞﾗﾀﾝ 生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
白身魚の春雨あんかけ
中華和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾚｰﾗｲｽ
ｻﾗﾐｻﾗﾀﾞ ｱﾛｴﾖｰｸﾞﾙﾄ
鶏の唐揚げ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

日本航空学園
食

夕
ﾎﾟｰｸﾁｬｯﾌﾟ
ひじきｻﾗﾀﾞ 味噌汁
鮭のﾚﾓﾝ焼き つぼ漬け
ﾊﾑｶﾂ 生野菜 味噌汁
ﾁｬｰﾊﾝ
ｲｶﾏﾖ 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（わかめごはん）
ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 生野菜 ｷｬﾍﾞﾂｽｰﾌﾟ
鶏のねぎ味噌焼き 生野菜
大根とごぼう巻きの煮物 すまし汁
二色丼
たこ焼き 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

🌸3 年生はお楽しみメニュー🌸
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すき焼き風煮 厚焼玉子
日 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｳｲﾝﾅｰ 五目ひじき煮
月 味噌汁 牛乳
はちみつﾊﾟﾝ ｼﾞｬｶﾞﾊﾞﾀｺｰﾝﾊﾟﾝ
火 ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰めﾌﾗｲ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 紅茶
肉団子 野菜炒め
水 味噌汁
ﾊﾑﾋﾟｶﾀ 豚肉とこんにゃくの炒め煮
木 味噌汁 牛乳
ﾂﾅﾊﾟﾝ ｼﾞｬﾑﾊﾟﾝ
金 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 海藻ｻﾗﾀﾞ ｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ふんわり天 いんげんのｿﾃｰ
土 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｽﾍﾟｲﾝ風ｵﾑﾚﾂ 青菜の煮浸し
日 味噌汁 牛乳
ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ巻き しらたきの金平
月 味噌汁
ｸﾘｰﾑﾒﾛﾝﾊﾟﾝ ｺｰﾝﾊﾟﾝ
火 ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ﾏｲﾙﾄﾞｽﾃｰｷ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
ﾁｰｽﾞちくわ 厚揚げの味噌炒め
水 味噌汁 牛乳
京風たまご 鶏肉と里芋の煮物
木 味噌汁 牛乳
香り揚げ 胡麻和え
金 味噌汁 牛乳
くりあんぱん ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ
土 ｷｯｼｭ 野菜ｿﾃｰ ｶﾚｰｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ﾚﾝｺﾝはさみ揚げ ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ
日 味噌汁 ｼﾞｮｱ
厚焼玉子 肉野菜炒め
月 すまし汁
ﾏｶﾛﾝﾃﾞﾆｯｼｭ ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ
火 ｵﾑﾚﾂ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
ﾍﾟｯﾊﾟｰﾎﾞﾛﾆｱ 五目巾着煮
水 味噌汁
厚焼き卵ｳｲﾝﾅｰ じゃが芋の甘辛煮
木 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｸﾛﾜｯｻﾝ ﾁｮｺｺﾛﾈ
金 肉団子 生野菜 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
ﾁｮﾘｿｰ きんぴらごぼう
土 味噌汁 ｼﾞｮｱ
海鮮華包み もやしと搾菜の和え物
日 味噌汁

焼きうどん（半ﾗｲｽ）
ｴﾋﾞｶﾂ 枝豆ｻﾗﾀﾞ ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾛｺﾓｺ風丼
ﾂﾅと水菜の和え物 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀﾝﾒﾝ（半ﾗｲｽ）
餃子 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉豆腐
ｲｶﾘﾝｸﾞﾌﾗｲ 生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
あんかけﾁｬｰﾊﾝ
中華まん 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
山菜肉うどん（ゆかりごはん）
ごま手羽 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
青椒肉絲
網目春巻 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｴﾋﾞﾋﾟﾗﾌ
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
担々麵（半ﾗｲｽ）
白玉餃子 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾚｲの粕漬け しそ昆布
鶏竜田 生野菜 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（若菜ごはん）
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉丼
たたききゅうり 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾌﾟﾙｺｷﾞ
ｴﾋﾞｻﾗﾀﾞ わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾘｶﾘﾁｷﾝ 生野菜
ｸﾞﾗﾀﾝ 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾔｼﾗｲｽ
ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ
さばの塩焼き
つくね 生野菜 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾞﾊﾟｵﾗｲｽ
ﾀｺの唐揚げ 生野菜 ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛ﾛｰｽ焼肉 生野菜
はんぺんﾌﾗｲ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ねぎとろ丼
おろし和え 豚汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
味噌煮込みうどん（ゆかりごはん）
竹輪の磯辺揚げ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
すき焼き
ささみﾌﾘｯﾀｰ 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚ｷﾑﾁ炒め
ﾂﾅｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ 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事があります

給食課

十和田のﾊﾞﾗ焼き
ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ ｱｽﾊﾟﾗｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ﾋﾚｶﾂ 生野菜
ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ 鶏野菜汁
鶏肉の胡麻照り焼き 生野菜
ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ほっけ西京焼き 炊き込みご飯
ﾋﾟｰﾅﾂ和え すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の南蛮漬け 生野菜
ﾎﾟﾊﾟｲｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ｶｼﾞｷﾏｸﾞﾛの味噌漬け しば漬け
肉じゃが すまし汁 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
ﾍﾟﾝﾈﾊﾞｼﾞﾙｿﾃｰ 味噌汁
ねぎ塩豚ｶﾙﾋﾞ
たこのｷﾑﾁ和え わかめｽｰﾌﾟ
ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ
ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚肉の生姜焼き 生野菜
信田煮 味噌汁
ﾁｷﾝｶﾂ 生野菜
中華くらげ和え 味噌汁
酢豚
蒸し鶏ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ）
ﾎﾟﾃﾄ 生野菜 味噌汁
塩やきそば（ゆかりごはん）
ﾐﾆねぎ焼き 生野菜 味噌汁
回鍋肉
焼売 生野菜 玉子ｽｰﾌﾟ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 生野菜
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ちゃーめん（わかめごはん）
韮饅頭
小籠包 生野菜
ｷｰﾏｶﾚｰ
ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ 杏仁豆腐
豚と大根の煮物
あぶり焼きﾁｷﾝ 生野菜 味噌汁
ｵﾑﾗｲｽ
ｴﾋﾞﾌﾗｲ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（薬味ｿｰｽ）生野菜
ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ ほうれん草のｽｰﾌﾟ
ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ
ﾒﾝﾁｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

