
令和 ４年 9 月献立表 

日本航空学園 給食課 

日 曜 朝 食 昼 食 夕 食 

１ 木 

茄子と挽肉の味噌炒め 包み焼き 

すまし汁  

ﾂﾅｻﾗﾀﾞうどん（ゆかりご飯）

串ｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

洋風焼肉 

春雨ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

２ 金 

切干大根の煮物 ねぎ塩ﾁｷﾝ 

味噌汁 

ﾄﾝﾃｷ 生野菜

ごぼうとﾍﾞｰｺﾝの炒め煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ほっけのみりん漬け ごま昆布 

巾着の煮物 ごま鍋風ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

３ 土 

ﾊﾟﾝ

ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ巻 玉子ｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ

牛肉と野菜のｵｲｽﾀｰ炒め 

点心 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(きのこｿｰｽ) 野菜ｿﾃｰ ｸﾞﾗﾀﾝ

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

４ 日 

厚揚げと野菜の煮物 ｳｲﾝﾅｰ 

味噌汁 牛乳 

ｼﾞｬｰｸﾁｷﾝ 生野菜 ｵﾚﾝｼﾞ

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

肉丼 

辛子和え 具沢山味噌汁

５ 月 

ｷｬﾍﾞﾂと豚肉のﾊﾞﾀｰ醤油炒め ﾊﾝﾍﾟﾝﾌﾗｲ

味噌汁

ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麵（半ﾗｲｽ）

焼餃子 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ｵﾑﾗｲｽ

ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

６ 火 

もやしと竹輪の炒め煮 野菜ﾐﾝﾁ巻 

味噌汁 ｼﾞｮｱ 

ｶﾚｰﾗｲｽ

ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ ｱﾛｴﾖｰｸﾞﾙﾄ

ひれかつ 生野菜 ﾐﾆﾄﾏﾄ 

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 味噌汁

７ 水 

ﾊﾟﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ風ｵﾑﾚﾂ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶

ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ） 生野菜

蓮根ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

十和田ﾊﾞﾗ焼き 

ﾂﾅと水菜の和え物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

８ 木 

野菜ｿﾃｰ ｵｰﾌﾞﾝ焼き 

味噌汁  

冷したぬきうどん（塩昆布ご飯） 

つくね 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｷﾑﾁﾁｬｰﾊﾝ

中華まん 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

９ 金 

中華炒め 韮饅頭 

味噌汁 牛乳 

鮭の塩焼き 沢庵 

肉じゃが けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾁｷﾝ南蛮 生野菜

ごぼう天の煮物 肉団子ｽｰﾌﾟ

１０ 土 

白菜の炒め煮 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

味噌汁 牛乳 

月見焼き鳥丼 

大根ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（半ﾗｲｽ）

ｺﾛｯｹ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

１１ 日 

ﾊﾟﾝ

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾎﾞﾛﾆｱ ﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ

豚の生姜焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ 

ｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚ和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

しめじとﾍﾞｰｺﾝのﾋﾟﾗﾌ 

ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

１２ 月 

ｵﾑﾚﾂ ｳｲﾝﾅｰｿﾃｰ

味噌汁

ﾀﾝﾒﾝ(半ﾗｲｽ)

黒豚大焼売 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾏｸﾞﾛ竜田 生野菜

肉豆腐 豚汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

１３ 火 

小松菜と揚げのお浸し 照り焼きﾁｷﾝ 

味噌汁 

ｶﾞﾊﾟｵﾗｲｽ

ｴﾋﾞとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ ｱｼﾞｱﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ねぎ塩豚ｶﾙﾋﾞ 

棒棒鶏 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

１４ 水 

ｵｲｽﾀｰ炒め 黒酢肉団子

味噌汁

ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（柚子胡椒ｿｰｽ）生野菜

ごぼうｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

鶏のﾄﾏﾄｿｰｽ煮 

ﾊﾑｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

１５ 木 

ﾊﾟﾝ

ｸﾞﾗﾀﾝ ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ ｵﾚﾝｼﾞ 紅茶

しらす丼 

胡麻和え 鶏野菜汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

回鍋肉 

ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｰ 豆腐焼売 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ

１６ 金 

鶏と筍の辛味炒め 京風玉子 

味噌汁 

冷し肉そば(わかめご飯) 

磯部揚げ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

赤魚の粕漬け しば漬け 

豚の角煮 生野菜 きんぴら汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

１７ 土 

つくねの甘辛煮 彩しんじょ 

味噌汁 牛乳 

ﾊﾔｼﾗｲｽ

ﾊﾑｻﾗﾀﾞ 白玉入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

鶏の南蛮漬け 生野菜 

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 豚肉と大根のｽｰﾌﾟ

１８ 日 

白菜とさつま揚げの煮物 ﾎﾟﾃﾄﾁｷﾝﾛｰﾙ 

味噌汁 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｼｬﾘｱﾋﾟﾝｿｰｽ） 生野菜

ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

麻婆丼 

中華和え 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

１９ 月 

豚肉と蒟蒻の炒め煮 ささかま 

味噌汁 

煮ｶﾂ 

青菜のお浸し 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｼｰﾌｰﾄﾞﾋﾟﾗﾌ

あぶり焼きﾁｷﾝ 生野菜 ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

２０ 火 

もやしと搾菜のｿﾃｰ 袋入り大焼売 

味噌汁 

鶏肉のﾈｷﾞｿｰｽ 生野菜 

切り干し大根ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

焼肉炒め 

海藻ｻﾗﾀﾞ 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

２１ 水 

ﾊﾟﾝ

ﾁｮﾘｿｰ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ

ぶりの照り煮 だし巻き玉子 

五目金平 のっぺい汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ﾎﾟｰｸｿﾃｰ(ﾄﾏﾄｿｰｽ) 生野菜 ﾎﾟﾃﾄ

ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

２２ 木 

豚肉と野菜のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 

味噌汁 

つけめん(半ﾗｲｽ) 

ｴﾋﾞ海鮮餃子 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ

ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ みかんｾﾞﾘｰ

２３ 金 

加賀揚げの煮物 五目玉子焼き 

味噌汁 ｼﾞｮｱ 

肉野菜炒め 

中華冷奴 五目ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

鶏の唐揚げ 生野菜 りんご 

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁

２４ 土 

蓮根のｿﾃｰ 塩鮭 

味噌汁 

鶏肉の胡麻照焼き 生野菜 

ひじきの煮物 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

他人丼 

なめたけ和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

２５ 日 

じゃがいもの甘辛煮 ﾐﾆﾁｷﾝ 

味噌汁 

ﾔﾝｸﾞｺｰﾝの炒め物 ｴﾋﾞ焼きﾆﾗまん

海鮮華包み 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

和風ｷﾉｺｽﾊﾟｹﾞﾃｨ(若菜ご飯) 

ﾊﾑｽﾃｰｷ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

２６ 月 

豚肉のさっぱり煮 ふんわり天 

味噌汁 牛乳 

ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞﾁｷﾝ 生野菜 りんご

ﾏﾛﾆｰｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

すき焼き 

ﾎﾟﾝ酢和え 味噌汁

２７ 火 

ﾊﾟﾝ

煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ 紅茶 

さんまの塩焼き 大根おろし 

筑前煮 寄せ鍋風ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

ｽﾀﾐﾅ炒め

枝豆ｻﾗﾀﾞ わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

２８ 水 

鶏と豆腐の炒め煮 ねぎたま焼き 

味噌汁 牛乳 

きつねうどん（半ﾗｲｽ） 

肉団子 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

牛肉と野菜のあんかけ丼 

くらげ和え 味噌汁 

２９ 木 

加理醤炒め ﾁｰｽﾞ入り竹輪 

味噌汁  

ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰ

ﾒﾝﾁｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ 生野菜

ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

３０ 金 

ﾊﾟﾝ

ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ

ﾀｺﾗｲｽ

ﾏﾘﾈ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

豚ｷﾑﾁ炒め 

ｻﾞｰｻｲ和え 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


