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はじめに 

 

 狛江市立中学校給食センター（以下「給食センター」という。）は、市内４校の中学校に

給食を提供することを目的に施設整備し、調理・配送業務は民間事業者に委託し、平成 27

年７月から給食の提供を開始しました。 

 給食センターは、狛江市立小学校給食と同様に、狛江の特色を活かし、生徒、保護者、

学校関係者から信頼される学校給食にしなければならないと考えています。 

 今回のアンケート調査は、生徒においては学校給食に対する食味・量・好き嫌いなど、

教職員においては学校での食育の考え方など、多くの意見を幅広く集約し、これらの結果

を基に、調理業務の改善等に資するために行ったものです。 

 

アンケートの目的 

 ○生徒へのアンケート 

  １ 給食に対する味覚の感じ方を把握し、今後の調理方法や味付けに反映させるため。 

  ２ 給食の量に対する感じ方を把握し、今後の献立に反映させるため。 

  ３ 給食に出る料理の好き嫌いと残菜の相関について把握するため。 

  ４ 保温食缶を導入したことにより、各クラスで給食が温かい状態で提供できている 

    か確認するため。 

  ５ 給食全般について、広く生徒から意見等を聴取し、今後の献立に反映させるため。 

 

 ○教職員へのアンケート 

  １ 味付けに対して幅広く意見を聴取し、今後の献立作成等に反映させるため。 

  ２ 各学校において給食の提供が問題なくできているか否かを把握し、配送時間等の 

    改善を図るため。 

  ３ 各学校各クラスにおいて、給食時間に教職員が指導していることを把握するため。 

 

調査対象者 

 ○狛江市立中学校（４校）全生徒   

 ○狛江市立中学校教職員       

 

調査期間 

  平成 27年 11月 24日から平成 27年 12月４日まで 

 

回収率 

 【生徒分】  配付 1,330枚  回収 1,251枚  回収率 94％ 

 【教職員分】 配付   110枚  回収  88枚  回収率 80％ 
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【生徒アンケート】 

設問２ 給食はおいしいですか。 

（全体） 

 

 

（その他回答・68 件） 

 ・「普通」（27 件）・「どちらともいえない」（12 件）・「おいしいものとおいしくないものがある・おいしい時とおいし

くない時がある・日による・ものによる・メニューによる」（15 件）・「食べていない」（２件）・「個人的に嫌いなもの

が多く出てくるのでおいしくない」・「副菜がおいしくないことが多い」・「小学校のときよりおいしくない。おいしい

ときもある」・「主食はおいしいけど、その他のものはおいしくない」・「好きな物があまり出ない」・「変なメニュー以

外おいしい」・「おかずが少ないときがあって、部活動がある人はもたないんじゃないかなと思います」・「メインの食

べ物はおいしい。でもサラダがまずいときがある」・「おいしいけどニガテなものが多い」・「とてもおいしくない」・「魚

が多い」・「あっせんよりはおいしいがコンビニ弁当程度のおいしさ」（各１件） 

 

≪考 察≫ 

 「おいしい」、「おいしいことが多い」の回答が 72％という結果になっていることから、

給食の味付けについてはおおむね好評を得ていると考えられる。ただし設問８・「給食に対

する感想や希望についてお聞かせください。」の回答欄を見ると、メニューによっては味の

濃淡についての記述が多く見られ、賛否両論あることが把握できる。個々人の好みやその

日の体調によって味が濃く感じたり、薄く感じたりすることも考えられるが、学校給食摂
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取基準では塩分摂取量は月平均３％未満となっている。献立全体をみて、濃い味にしたり

薄味にしたり、料理によってメリハリをつけ、全体的にうまく塩分バランスが取れるよう

に考えていく必要がある。 

 

 

設問３ 給食の量はどうですか。 

（全体） 

 

  （男子生徒）             （女子生徒） 

     

 

（その他回答・26 件） 

・多いときもあれば少ないときもある（８件）・少ない（４件）・普通（２件）・未回答（２件）・しらない（２件）・たま

に少ない。だから１食に３つ以上ほしい・みんなが食べたいものは少なく、みんなが食べないようなものは多い・栄

養はいいけれど、ときにメインがないときがあり、へん・給食当番の人によって大きくかわるので多い、少ないと言
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えない・給食の量のバランスをもう少し工夫して欲しい・肉が少ない。魚多すぎ・わからない・食べてない（各１件） 

 

≪考 察≫ 

 全体を見ると、「多い」が５％、「時々多い」が 22％、「適量」の回答が 38％で、計 65％

と半数を上回る結果となっているが、男子生徒全体では、「多い」・「時々多い」・「適量」の

合計は 51％と半数をわずかに超える結果となった。一方、女子生徒全体では「多い」・「時々

多い」・「適量」の合計は 80％である。 

 給食の量は、学校給食摂取基準に基づいており、全国的に平均された量となっているが、

同基準では個々の体格や状態によって弾力的な運用も可能となっていることから、各学

校・クラス等での配膳時に個々に応じた注ぎ分けをするなどの工夫が必要と考えられる。 

 

 

設問４ 給食は残さずに食べていますか。 

（全体） 

 

 

（その他回答・18 件） 

・未記入（２件）・たまに残す（２件）・きのこがでてればのこす・いかのチリソース、一味やきが出た時だけ半分食べ

て残す・まずい・牛乳だけ残す・まずいから全部食えるわけがない・おいしくないから残す・食べることが多い・残

す・食べてない・いいんかいなどがあって、時間がないと、たまにのこす・個人個人は食べれているが、時間がない
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ため食缶に余っている・１回だけ残したことがある・魚の皮は残す・へらすことがある（各１件） 

 

 

設問５ 給食を残すときの理由はなんですか。 

（全体） 

 

 

（その他回答・６件） 

・キノコをやめてほしいです・食欲がない・食べると体がかゆくなるから・まずい・たべてない・未回答（各１件） 

 

≪設問４・設問５の考察≫ 

 設問４の回答は「全部食べる」が 65.1％でその他の回答を大幅に上回っている。このこ

とが残菜の少ない理由のひとつとして考えられ、家庭や小学校での指導の成果であると推

測される。 

 設問５の理由として、「嫌いなものがある」が 27.9％で１位となっているが、中学生とい

う成長期には、これまで以上に栄養に関する食育を充実し、「嫌いなもの」でも身体の成長

に必要なものは少しでもよいので頑張って食べる姿勢と習慣づけが望まれる。理由の５位

「お腹がすかない」との回答が 9.5％となっており、生活のリズムを整え、１日３食をきち

んと食べる習慣づけが必要と思われる。また、２位の「時間がない」の回答が 27.4％とな

っているが、12 月１日より各クラス分の配膳車を全校で導入したことにより、喫食時間を

確保できていると思われる。４位「量が多い」が 17.9％となっているが、各学校・クラス
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等での配膳時に個々に応じた盛り付けをするなどの工夫が必要と考えられる。 

 

 

設問６ 給食に嫌い・苦手な食べ物や料理が出た場合、どうしますか。 

（全体） 

 

 

（その他回答・82 件） 

・減らす（19 件）・もらわない（15 件）・友達に食べてもらう（13 件）・嫌いな物はない（13 件）・食べない（３件）・

残す、少し残す（８件）・ものによる、気分による（３件）・卵以外は全て食べる・全部食べる・キノコ以外は食べる・

牛乳で流し込む・うずらの卵だけは無理・無理やり口につっこむ・食べてない・未記入（各１件） 

 

≪考 察≫ 

「嫌い・苦手な食べ物はない」・「嫌い・苦手な食べ物が出ても全部食べる」・「ほとんど食

べる」の合計が 78.5％となり、このことが中学校全体として残菜が比較的に少ない理由と

して考えられる。また、家庭教育や学校での指導が多くの生徒に定着しているものと推測

される。 
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設問７ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で出ていますか。 

（全体） 

 

 

（その他回答・72 件） 

・「出ていることが多い」（22 件）・「出てくる時とそうでない時がある・どちらでもない」（７件）・「分からない」（９件）・

「普通」（４件）・「熱すぎる」（３件）・「ぬるい」（６件）・「微妙」（３件）・「未記入」（２件）・「出てこない」（４件）・

「冷たい料理が冷たくない」（２件）・「温かい料理が冷めていることがある」（３件）・「温かい料理は冷たく、冷たい

料理は温かい」・「たまに出てくることがある」・「食べてない」・「メン類が固まっていることがある」・「つめたいめん

に温かいスープをかけている」・「出ていることが多い気がするが、実際どちらでもよい」「たぶん」（各１件） 

 

≪考 察≫ 

 「出ている」と答えた生徒が 84.3％であり、保温食缶の導入により全校の各クラスで「温

かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態」で提供できていることが確認できる。「出て

いないことが多い」という回答については、４時間目の教室移動の都合等により配膳に時

間がかかり、盛り付けてから喫食までの時間で冷めてしまうことが考えられるが、12 月１

日より各クラス分の配膳車を全校に導入したことにより、現在は配膳に要する時間の短縮

が図られ、この点については改善が図られていると思われる。 
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設問８ 給食に対する感想や希望についてお聞かせください。（※回答原文のまま記載） 

（狛江第一中学校） 

（１年生） 

・もう少し、味を薄めてもらえると幸いです。白いご飯もでて嬉しいです。栄養バランス

も整っていると感じます。僕は嫌いな食材が出ても食べています。いつもありがとうござ

います。これからもご活躍願います。 

・魚の料理なんですけど、さいきん魚の料理がいろいろ出るんですが、自分の苦手な味な

ものばかりなので、味つけを変えたりしてください。それか、たれなど、みそ、マヨネー

ズなどの物はいっさいのせなくても大丈夫です。その他の料理はすごくおいしいものばか

りです。これからもがんばって、中学校の給食を作ってください。 

・たまに給食の量が少なく配ぜんが大変なときがあるので直してくれたら嬉しいです。 

・スプーンやフォークなどにシミ？みたいな物が時々あるので気をつけてほしい。 

・量を増やしてほしい。 

・めんがもちみたい 

・おいしいです！！ 

・ラーメンがたべたいです。 

・いつも美味しい給食をありがとうございます。１つ希望で、めんがおもち状になってい

る時があるので、そこを改善お願いします。 

・めんが固っている。野菜のレパートリーが少ない。牛乳をなくして給食の量を増やして

ほしい。 

・料理のうすいもの、こいものの差が大きい。料理の量にも差がある。もっとサラダの味

つけをしっかりしてほしい。 

・味がこいです。 

・給食の量を減らしてほしい。 

・肉ものをふやしてほしい。ごぼうチップスがふにゃふにゃすぎる。 

・もっとレパートリーをふやしてほしい。正直、和風のメニューや同じようなメニューば

っかなのでもっと洋風や中華料理など種類を増やしてほしい。 

・めん類が少しのみこみにくい。→固い。時々味の濃い物がある。 

・豆の入った物をへらしていただきたい。 

・パスタがちぢりめんみたいになっているのでお皿に盛りつけるときに、やりにくい。 

・これからも良い給食を提供してください。後、美味しい給食をありがとうございます。 

・スパゲティのめんがおもちみたいで食べにくいです。 

・給食になり、ありがたいですが、具体的にはわかりませんが工夫をしてほしいです。 

・パスタがかたまっているのでなおしてほしいです。 

・牛乳の量を減らしてほしい。 

・前に出た魚のみそ焼きみたいなものが少し塩辛かったので、もう少しだけうす味にして
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ほしいです。給食を全部食べれるように頑張ります！ 

・もっとおいしくしてほしい 

・給食は嬉しいけどもう少し量を減らしてもらいたい。量が多くて食べきれない。 

・いつもすっごくおいしい。栄養とか食材も考えられていてうれしい。でも、もっとアイ

スとかデザートがほしい。あと、毎日おかわりしているよ！ 

・パンが出るときは、もう少し量を減らしてほしいです。 

・野菜の油が多いことがある⇒少なくしてほしい。 

・フレンチサラダが、わさびみたいな味でおいしくない。 

・もりつけがたまに変。 

・さけにマヨネーズをかけるとか、サラダにからしをまぜることを止めると良いと思う。

当番のくばる量が少なくて、あまってしまって、それでだれもおかわりしないと、残ると

思うからそこを改ぜんしたい。 

・もう少し洋食を増やしてください。 

・ジャンボぎょうざが中身の具が冷たくてあまり美味しいとは言えなかった。たまに、パ

ン、グラタン、スープなどで、量が多くて大変だったことがある。ほとんどおいしい。 

・わさびサラダ？みたいなのは本当にニガテなんでなくしてほしいです（笑）。ジャンボギ

ョーザみたいなのはかわがかたいし中身しか味がついていない。どういうつぎ方をすれば

いいかわかりにくい（どの皿？みたいな。）。ラーメンとかだしてほしいな・・・ｗ。リク

エスト給食を作ってほしい（月に１回ほど）←アンケートとって食べたい人が多いものを

出す。皆に人気のありそうなメニューを出してほしい←なるだけ 

・おいしいのは、そうなんですが、時々味つけの合わない時や味つけしないほうがとか、

よけいおいしくなくなるというメニューがあるので、もう少し味つけなどを工夫してほし

いなと思います。 

・ワゴンを用意してほしい。 

・ジャンボぎょうざがでるときは「タレ」をもう少し多めにしてほしい。 

・かんぺきです。 

・デザートにおかしがほしい。給食の量を全体的にふやしてほしい。 

・おいしいからいいんじゃない？ 

・もうおいしいけれどもう少しおいしかったらもっといいです。 

・おいしい 

・ときどき味のうすいのがある。 

・同じような物しか出ない気がするから他の物もたべたい（時にサラダ） 

・ビーフストロガノフを出してほしい。 

・えびや中国風のりょうりをださないでほしい。 

・もう少し主食の量を増やして欲しい。また、主菜の量を増やして欲しい。 

・おいしいのでこのままでいいです。 
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・いつもぼくにはちょうどいい量で味もおいしいものが多く、毎日、給食の時間が楽しみ

です。 

・給食が辛くて食べれない。量も少し減らしてほしいです。 

・油がとても多いときがあると思う。味が少し濃いと思います。 

・もう少し、給食の時間が長ければ良いな、と思います。しかし、給食はおいしいです。 

・汁ものはおかわりするけど、あとのものはあまりおかわりしたことがない。 

・牛乳と白米が合わない。 

・いつも、給食がおいしくて、満足しています。今度、カルボナーラパスタ、けんちんう

どん、もち（きなこ）、あげパン（いろいろなパンもふくめる）。これを給食に出してくだ

さい。 

・魚が連続で出る日があるから少し変えてほしい 

・給食の量をふやしてもいいと思います。 

・もつのカレーライスも出したほうがいい 

・うまい。もっとうまいものをたべたいです。 

・いつもおいしい給食をつくっていただきありがとうございます。 

・小学校の方がおいしかった。 

・最初よりいろいろおいしくなっていますがおなじような物が何日もつづいてだされてい

る日があるような気がします。 

・ほぼ全部おいしいけどキノコはやめてください。 

・ご飯。みそ汁が多く、あきる 

・バナナを出さないでください。 

・果物を出してください。 

・分けるもの（スープ、野菜、米等）の量に対して、個数もの（ハンバーグ、焼魚など）

の量が少ない。 

・容器は大きいのに入っている量が少ない（野菜） 

・汁が容器からこぼれる。 

・魚が多い。もう少し色んな種類の食べ物が食べたい。温かい料理がおいしい。温かすぎ

て手が熱い。 

・人によって食べれる、食べれないのちがう、辛い料理はあまり出さない方が良いと思う。 

・時々、魚が多いことがある。 

・魚が多いのでお肉を出してほしい。和食が多いので洋食も出してほしい。 

・苦手な食べ物がでたらがんばって食べようと思いました。 

・給食の、みそ汁などを入れている容器の持ち手を付けてほしい。（下を持つと熱いから。） 

・おいしい時はおいしいが、苦手な食べ物（チーズ等）等が出ると、そんなに食べられな

い。 

・たまにサラダの味がうすくておいしくないことがあるから、もうちょっと味つけをして
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ほしい。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。これからもおいしい給食をよろしくおね

がいします。 

・もう少しメニューの種類を増やして欲しいです。 

・小学校の時の給食が食べたいです（１小です。）。魚が多い。 

・毎回特に問題はないのですが、めん類がすごく固いことがあるので、その点を直してほ

しいです。 

 

（２年生） 

・時より辛くて食べられないものがでるので皆が食べれる辛さにして欲しいです。めんが

かたすぎてめんとして成り立っていないです。もう少しほぐしてほしいです。 

・とてもおいしいです。 

・おいしいです。いつもありがとうございます。 

・時間をふやしてほしい 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・お弁とうだとさめてしまっていたけど給食になって温かいものを食べられるようになっ

たのはいいと思います。私は小食なので、量がちょっと多いです。 

・食器がよごれている。 

・カレーなど温かくて良い 

・もうすこし味をうすめてほしいです。 

・おいしい 

・栄養基準などを考慮しての味つけだと思うのですが、少し味が薄い気がします。 

・うまい。食べる時間が少ない 

・いつもおいしく食べてます。これからもがんばってください。 

・いつも、おいしい給食をありがとうございます。 

・デザート系を多く出してください 

・とってもおいしい 

・時間が足りないことはないけどもう少し欲しい 

・汁と主の割合が合ってないときが多いです。 

・フルーツを多くしてください。 

・品数が少ない。しっそ。 

・ごはんが水っぽい。めん類が固まっていて配ることにとても時間がかかる。栄養バラン

スが良いとは思えない。 

・美味です。 

・給食の量と種類を多くして欲しい 

・フレンチサラダまずいです。辛いものをいれないでほしい。（わさび、からし）。野菜の
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ゆかりあえもまずいです。 

・野菜の味を普通に安いドレッシングでいいから変えてほしいです。紙に入っている食べ

物（ドリアみたいなもの）が少し固いです。スープ、みそ汁がうすいです 

・もっとシンプルなメニューにしてほしい。（例・からしあえのサラダ→ふつうのサラダ）

など・・・ 

・サラダのレパートリーが少ない 

・おいしい。時間もっとください 

・めんがくっつきすぎ。あと、サラダの味を変えてほしい 

・もう少しふつうのメニューにしてください（からしあえ、とかじゃなくて。）。 

・肉をもっとふやしてください。魚はあまり多くない方がいい。野菜を全部ゆでるのをや

めて。あげものをくいたい。カレーが甘い。トンカツ食べたい。トリよりブタが食べたい。

牛乳よりも上手いのみものがいい。オレンジジュース。味付けがうすい時がある。 

・基本、今のままで良いです。けれど、まわりから、前菜（サラダ）について、「おいしく

ない。」や「残す。」という声があがっています。 

・フレンチサラダが少しにがて。できれば、ドレッシングにしてほしい。メニューを増や

してください。ラーメンとか。 

・設問４について・・・食べる量が問題ではなくもしかしたら盛る量が問題なのではない

かと思いました。食パンに甘い味のものは量的にも味的にもあれは良くないかと思います。 

・いつもおいしく食べさせてもらっています。 

・辛いサラダは少し苦手です。すみません 

・味がうすいときは味がよくわからなくて、こいときは、こすぎてしょっぱかったりする

のでちょうどよくしてください。 

・おいしくもない。まずくもない。やさいにからしはおかしいと思う。スプーンがきたな

いときがあってこまった。 

・バランスがとれていて良いと思います。 

・めん類のめんが短い 

・味付けがたまに変です。 

・おかずのタレが時々少ないことがあり、うすい。みそしるがうすい。野菜のからしがす

こし辛い。なので少し考えてくださるとうれしいです。 

・サラダのパターンをもっと増やしてほしい。あと、ドレッシングにしてほしいです。魚

を増やして欲しい。 

・フレンチサラダ？変な味がします。できればドレッシングがいいです。おいしいです。 

・クラスなどで話し合ってリクエストした給食を出すなどがあったら面白いと思う。 

・めん類のめんが短い。 

・からしのサラダはやめてほしい 

・めんがちぎれまっくているときがあった。肉類の量をふやしてほしい。なぜサラダにカ
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ラシ？ 

・パンを多くしてほしいです・・・ 

・鮭のアレンジみたいなパン粉がかかっているのがまずい。やめてほしい。普通の焼魚で

いい。マスタードのやつとかハニーサラダやめてほしい。 

・おいしくしてください。ハニーサラダは不ひょう判です。メニューのアンケートをとっ

たほうがいいと 

・もう少しおいしくしてほしい 

・サラダの種類が少ない 

・味がうすかったり、こかったりするけれど、あたたかくておいしいです。 

・おいしい 

・少しだけ量が多い。 

・基本的においしいです。少しめん類のときにめんが切れていることが気になります。 

・めんがかたまっている（パスタ）。うまくない。量を増やしてほしい。 

・グリンピースをなくせ 

・美味しいです。 

・パターンが同じだからバリエーションを多く。 

・このままおいしくお願いします。 

・いつもおいしい給食がでてうれしいです。 

・いつもありがとうございます。毎日、おいしくいただいています。これからも、よろし

くお願いいたします。 

・からしサラダはつーんとして食べれません。 

・もうちょっとおいしくしてほしい。好みを考えてほしい。 

・前に一度食べた枝豆アイスが食べたいです。 

・おいしいと思います。 

・たまに、ものすごく量が少なかったり多かったりするのに給食の人に「適量です」と言

われることが多い。無くしてほしい。 

・もっと量をふやしてほしい。 

 

（３年生） 

・魚と乳製品を合わせた料理は苦手な味だった。 

・もっとおいしくしてほしい！ 

・サトイモの量が多い。めんが短い。同じメニューは出さないでほしい。皿の大きさがた

まに謎。郷土料理に対する興味がわかない。⇒食に親しみのわくような給食を目指してほ

しい。 

・めん類の時、めんがちぎれていることが多い。 

・魚の上に変なものがかかっている時の味が良いとはお世辞にも言えない。サラダのドレ
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ッシングがマスタードのとき、人気がなさすぎる。肉をもっとだしてほしい。 

・ピーマン入れないでください。 

・とうもろこしをもう少し減らしてほしい。せめて連続で出すのはあまりしないでほしい。

アレルギーではないです。 

・おいしくない。 

・もうすこしおいしい給食になってほしい 

・どうしても苦手な給食が出てしまうと、食べられないことがあります。マスタード味の

サラダを無くしていただけると嬉しいです。 

・マヨネーズがたくさんかかっているのと、マスタードの入った野菜などは、あんまり出

さないでほしいです。果物の出る日を増やしてもらえたらうれしいです。 

・魚の紅葉焼きで、魚の上にマヨネーズをのっけるのはやめてほしい。ラーメンやスパゲ

ッティなどのめん類のときのめんが短すぎるので工夫してほしい。サラダの味付けで、マ

スタード風味にするのは食べづらい。 

・おいしい 

・ビーフシチューを出してほしい 

・もう少し量を増やしてほしい。 

・給食は好き嫌いがあると思うけど、基本的にどれも美味しいと感じます。ただ、麺など

の主食が多くて副菜がとても少ないときがあるので、そのときは主食に飽きたと感じてし

まうことがあります。 

・メニューを見ると、魚がメインの日が多く、メインにかたよりがあると思います。また、

メン類がメインのとき、メンが短すぎて食べにくいという意見が多くのクラスであがって

いました。ラーメンをこの給食で見たおぼえがないのですが、ラーメン類はださないので

すか。 

・コーンが毎日のように一食入っている時があったので、毎日はやめてほしいです。 

・マスタードやはち密野菜はやめてほしい。魚率が多い 

・ラーメン 

・ジャンボぎょうざをもっと出してください。焼肉を出してください。 

・いつもありがとうございます！ 

・あっさりなものにしてほしい。こってりがあんまり好きではないから。 

・毎日おいしい給食です。もっと色々なメニューがあると嬉しいです。 

・子供好きそうで栄養のあるものをもっと増やす。行事（クリスマス・お正月）の日は給

食も行事用にする。デザートを増やす。新しいパターンの野菜を増やす。肉料理を増やす。 

・コーヒパンが食べにくい 

・いつも、おいしい給食をありがとうございます。今度から残さず食べるようにしたいで

す。 

・ラーメンが多いとうれしいです 
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・どれも、とてもおいしいです！ 

・少し味つけがこいことがある 

・とうもろこしを少なくしてほしい。 

・毎日温かい料理を食べれて嬉しいです。 

・いつもありがとうございます。 

・ラーメンなどのめんをもう少し長くしてほしい。 

・ジョアの回数を増やしてほしい。 

・もうちょっと量を増やしてほしい。 

・スイーツいっぱい出してください！ 

・いつも楽しみにしています 

・３年生最初で最後の給食ですので、嬉しい気持ちもあります。 

・昼はできるだけ米が食べたい。 

・変な味付けのときがある。 

・めんがちぎれるのが食べにくくていやだ。 

・めん類多い方がいい 

・温かく保たれていない 

・ジャンボぎょうざにタレがほしい。 

・いつも一生懸命給食を作っていただき、ありがとうございます。 

・めん類がもっとほしい。うどんがほぐれていない 

・もう少しおいしくしてください。 

・けっこういい。 

・いいと思う 

・米が毎回やわらかかったり、米つぶどうしがくっついてはしでとりにくかったりします。 

・量をもっと増やしてほしい。男子の量が少ない⇒３年の男子。 

・麺が盛り付けにくい。 

・おいしいです。 

 

（１組） 

・カレーライスおいしかったです。 

・かまめしとかたべたいです。 

・ずっとおいしくたべたいです。おいしいパンを食べたいです。 

・いつもおいしい給食を作ってくれてありがとうございます。 

・ジャンボぎょうざがおいしいです。 

・フルーツポンチを出してください。いつもおいしい給食なので、おかわりをしています。

最高です。 

・とても給食おいしいです。 
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・ぼくはもち米がきらいです。クリームシチューの時には、もち米を出すのは止められな

いですか？ 

・おいしい。カレーたべたい。ミートソースパスタたべたい。シューマイ 

・給食はとてもおいしいです。ちゃんぽんがすきなので毎月おねがいします。 

・ラーメンのしるとめんを分けてください。あと、11月 24日のさけのグラタン？がとても

おいしかったです。 

・いつもいろいろなものをくれてありがとうございます。 

・いつも温かい給食美味しい給食ありがとうございます。これからもおねがいします。 

・いろんな食べ物作ってありがとうございます。 

・給食は大好きです！！！ 

 

（狛江第二中学校） 

（１年生） 

・くじらのたつたあげやからあげを食べたい。 

・いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

・とてもおいしい給食で、温かい冷たいが区別できて、とてもおいしいです。 

・カニがたべたい。 

・時々、きみょうな組み合わせがあるので、なんとかしてほしいです。 

・つけものとか、苦手なので、できれば、ドレッシングとかで、味付けをしてほしいです

（やさい）。肉と魚は、とてもおいしいです。 

・もっとおいしくしてください。 

・牛乳がたまにぬるくなっていることがあるので、給食の時間まで冷たい状態で出してほ

しいです。 

・肉料理を多く 

・野菜などの食感がない。 

・学校に給食センターを作ってほしい。 

・いつも美味しい給食、ありがとうございます。アレルギーへの対応もしっかりしていた

だいて、安心して食べられています。これからもよろしくお願いいたします。 

・油が多いと思う。 

・時々おいしくないことがあるので献立をもっと工夫してほしい。 

・おいしいのでこれからもよろしくお願いします。 

・実を言うと、母校の方がおいしいと感じることがある。ジャンボぎょうざとかももっと

大きくしてほしい。小さいです。サラダのパターンが少ない。ごはんがねちょっとしてい

るのが・・・。だけでない、かたいものが・・・。 

・サラダのパターンが少ない。 

・牛乳をもっと冷たい方がいい。 
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・もう少しおいしくしていただきたい。魚ばかりではなくて、肉をふやしてほしい。 

・野菜がからいのがイヤ。 

・おいしいのでこのままがんばってください。 

・とてもおいしいです。でも、小学校で食べていた給食の方がおいしいと感じる時もあり

ます。あと味つけが同じだな、と思う時もあります。 

・おいしいです。 

・サラダにわさび？からし？味がする。マズイ 

・たまに、ビミョーな給食があるけどカレーなどの人気な物は多くしてほしい。 

・温かい料理がたくさんでていておいしいです。でも給食の時間にあまりいい思い出がな

いので、いやになる時があります。 

・いかのあげ物やみそ汁などのごはんがとてもおいしい。前にでたラーメンもおいしかっ

たような・・・。 

・もっとおいしくしてください。野菜のだす量を減らせば良いとおもう 

・たかいやつ 

・たまにスープがあつすぎる時があるので、そこをもう少しちょうせいしてほしい。 

・デザートが同じものつづきが多いから色々出してほしい 

・めんがぼそぼそ 

・嫌い・苦手な物以外は全て時間内に食べきっています。 

・ラーメンふやして 

・サラダが、すごく油っぽいのでもう少し油をぬいてください。洋食をたくさん食べたい

です。 

・ごはん系が多いから、パンも食べたい。あげパン食べたい。とてもおいしい。 

・デザートの量がみんな少ししかなくて困ってる。 

・給食たまにおいしいです。 

・めんがぼろぼろで食べづらい。 

・もう少し生徒の好きな給食を出してほしい 

・少ない少ない少ない。量増やして量増やして 

・もっと量を多くしてほしい 

・おいしいものを多くしてくれ。バランスがおかしいときがある気がする。おいしいとき

はとにかくおいしい。まずいときはとことんまずい・・・ 

・少し量が少ない。 

・皆が食べやすいようにしてください。 

・あげパンが食べたいです。 

・スイーツ食べたい。やさいをやくと、「こうそ」が死んでしまうから生やさいがたべたい。 

・もっと量を多くしてほしい。 

・もっと給食をおいしくしてほしい。 
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・１人１個のものは、欠席者がいないとおかわりができない。少ない。野菜がまずい。 

・フルーツの種類を増やしてほしい。野菜 

・もっと量を少なくしてほしいです。 

・少ない。毎日ジョア希望。ジョアはプレーン希望。たまにいちご味がいい。 

・ごはんは、おいしいのですがやさいが多いので、少なめにしてほしいです。 

・もうすこしおいしいものを食べたい。 

・温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で、全部出してほしい。 

・小学校の方がおいしかった 

・小学校の方がおいしかったです。 

・小学校の時の給食の方がおいしかった。たまぁに何かのルーがかたまった物がついてい

るので、それをなくしてください。毎日つくってくださり、ありがとうございます。 

・一小の給食の方がおいしかった。なんでだろうな。 

・美味しいと思います。たまに、少ないことがあります。 

・いつも、おいしい給食をつくっていただきありがとうございます。一つだけ希望があり

ます。それは、魚料理が１日あけてなど、続くのをやめてほしいです。 

・授業中のワゴンの移動うるさいです。 

・野菜に合わないドレッシングとかはやめてほしい。 

・おいしくしてほしい。 

・おいしい！ 

・皿が入っているロックがむだだと思う。もうちょっととりやすくてもいいと思う。とき

どき野菜とかが入っているのがなかの量とあわないぐらい大きい。 

・味が変なときがある。 

・もうちょい温かくしてほしいです。 

・これから寒くなるので温かいものを増やしてほしいです。 

・このまま、続けてください。お願いします。 

・今のままで大丈夫です。 

・いつも給食をつくってくれて、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしま

す。 

・時々出る紙の入れ物を少なくしてほしい。 

・ラーメンが好きなので、たくさん出してください。 

・ラーメンがたべたい。うどんが食べたい。牛にゅうをやめてほしい。ごはんがだめだめ 

・これからもおいしい給食を作ってください。 

・温かい給食が温かい状態ででているのが良いです。 

・自分の好きな食べ物もよく出てくるのでうれしい。 

・適量でメッチャうまいです。 

・毎日おいしい給食ありがとうございます！これからもおいしい給食まってます！ 
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・もっとりょうをいっぱいに 

・小学校のころと違ってその場でつくられないので小学校のころに比べると味が落ちた。

しかしとてもおいしい。 

・フルーツポンチかフルーツヨーグルトのような物が少ない。もっと多くしてください。

フルーツかあげパンなどの個数の食べ物は「おまけ」をつけた方がよろこんでくれると思

う。自分えびがアレルギーで除去食だけれどもフルーツ系の物が少ない。このあいだのフ

ルーツポンチの量がすごくすくないから多くしてほしい。 

・おいしくない。小学校の時の方がおいしかった。まずい。 

・おいしいときとおいしくないときの差が激しい・・・。 

・おいしいです。 

・おいしくて量のある給食にしてください。 

・量が多く、変な組み合わせが多い。 

・小学校の時と比べ、かなり劣っている。 

・希望はないです！！いつもおいしい給食です！！ 

・デザートを多くしてほしいです！！ 

・いつもおいしいです。温かいのはとてもうれしいです。 

・果物系のデザートが食べたいです。 

・おいしくない。少ない。時間がない。おいしいデザートがほしい。 

・毎日おいしい給食をありがとうございます。 

・量をふやしてほしい。 

・野菜が少ない。 

・もっとおいしく肉肉しいものがほしい 

・量が多い。あまり時間がなくて全部食べられない。 

 

（２年生） 

・給食がでてくれるのはうれしいがあまりバリエーションが少なかったりなどまだいろい

ろな問題があると思いますが、とても給食はおいしいものが多いと思います。がんばって

ください。 

・このままでいいと思います。いつもありがとうございます。 

・おいしいです！ 

・おいしいです！ 

・たまに、皿と主菜や副菜などの盛り付けがへんになっています。 

・めん類の入れ物を縦長ではなく、横長にしたほうが良いと思う。 

・あっせん弁当と比較すると、保温、保冷ができていておいしいです。 

・とてもおいしくて一日の楽しみになっているが時々量が少ないのは気になっています。 

・とてもおいしいです。 
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・残すことは、もったいないと思うので、できるだけのこさないようにしていきたいです。 

・量が多く、食べきれないので、もっと少なめにしてほしいです。 

・じゃがいもが多すぎであきます。みそ汁にじゃがいもを入れないでください。 

・もっといろいろなおかずが食べたい。 

・給食によけいなものを入れないでほしい（ハンバーグの中に豆とかのことです）。 

・もう少し給食の量が少ないと良いなと思いました。 

・くじらと野沢菜とラーメンライスがでたら良いです。 

・温かい物が食べられるのはうれしいです。ありがとうございます。 

・玉ねぎはきらいです。 

・いつもとてもおいしいです。 

・野菜の味をどうにかしてほしい 

・量より質で・・・ 

・給食をがんばってつくってください。 

・おいしい 

・意味不明な食べ物がでる。サラダをおいしくしてほしい。 

・変な組み合わせの野菜などを出すのをやめてください。 

・からしを野菜にまぜないでください 

・これからもよろしくお願いします。 

・量が少し多いような気がします。 

・量が多いし、あまりおいしくないから残すことが多いです。 

・牛乳の量が多い 

・給食はとても美味しく、感謝です。 

・ときどき少なすぎて、うまくはいぶんできません。もっとふやしてください。 

・給食はとてもおいしく量もおかわりができ、温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく

でてくるので、とても良い給食だと思います。 

・おいしいですが、けっこう量が少ないから、すぐお腹がすいてしまう。もう少し種類で

はなく、量を増やしてたくさん食べれるようにしてほしい。 

・いつもおいしく食べられている。 

・毎日おいしい給食ありがとうございます。 

・コーンが出る割合が多すぎる 

・ときどき味がうすいときがあります。 

・もう少し量を増やしてほしいです。 

・たまに量が少なく、食べたい人が多いので、すぐになくなってしまうことがあるので、

もう少し量を増やした方が良いと思います。 

・ときどき食べ物がすっぱい時があるのでもうすこしおさえて欲しいです。どれもおいし

いので給食が楽しみになります。 
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・いつもありがとうございます。希望は特にないです。 

・給食はとてもおいしいです。もう少し量があってもいいと思います。 

・給食はとてもおいしいです。強いて言うならば、もう少しデザートを出してほしいです。 

・毎日給食おいしいです。 

・味がうすすぎたりこすぎたりする。牛乳よりお茶の方が給食の時飲みやすい。 

・給食はおいしいのですが、少し量が多いです。セレクト給食があるとうれしいです。い

つも給食ありがとうございます。 

・味が濃い日と薄い日や油ぽすぎることがあるので同じようにしてください。けれど、ジ

ョアなども時々出るので良いと思う。 

・温度はとてもいいです。でも魚が少し多いかなと思います。なので少し魚を減らしてく

ださるとうれしいです。 

・時々、変なにおいがする 

・給食のメニューでパンが１枚だと部活までもたないので、もう少し量を増やしていただ

くとうれしい 

・時々、油の量が多いなと思うことがある。バターライスがでた時ににおいが少し気にな

った（少し気持ち悪くなった）。 

・海山物とか魚が多い。１か月間ずっと人参がでていた 

・もうすこし魚じゃなくて肉が食べたいです。 

・肉料理を増やしてほしい 

・普通でいいと思います 

・ちょっとケチってませんか？りんごジュースほしい 

・めん類をもう少し増やしてほしい 

・いらない物をまぜないでほしい。ジャケ＋マヨネーズ 

・大皿のところにみかんやぶどうを入れるのはどういうことでしょうか。 

・冬は温かい食べものをたくさん出してほしい。牛乳以外にも、もっと出してほしい 

・冬の間は寒いのであたたかいスープは良いです。 

・ジョアをもっとたくさん 

・パスタ類のときにめんが短かったりきれていたのでちゃんとしてください。 

・野菜入れないで！！！ 

・バランスがかたよってもいいからおいしいものが食べたい（たくさん） 

・うどんやそば、めん類がとどくとぐちゃぐちゃで、あまりおいしくない。だから、なん

とかしてほしい。 

・くだものを大皿に入れるのはどうかと・・・ 

・めんの量とか増やしてほしい 

・魚が苦手なので、工夫した魚料理にしてほしいです。 

・量も適量でいいと思います。 
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・スパゲッティなどの麺類がボソボソにちぎれて食べづらい 

・おいしいけれど、時々続けて同じ料理が出る時がある。 

・もうちょっと給食の種類を増やしてほしいです。たとえば冬にはシチューとパンとかな

ど。 

 

（３年生） 

・味見してください。麺類はおいしいです。 

・味見してください。麺が固いです。 

・見た目で食欲を失うものがあった。 

・いつも、おいしいごはんありがとうございます。毎日、給食を楽しみにしているので、

これからも、おいしいごはん作ってください。 

・小学校の頃の給食の方が断然おいしかったです。温かい料理がさめてることもあります。

これからもよろしくお願いします。 

・とてもおいしいと思う。 

・おいしくいつもいただいております。 

・麺の種類が変わった気がする。今のほうがいいです。 

・いつもおいしい給食を作ってくださりありがとうございます。これからもよろしくおね

がいします！！ 

・いつもおいしい給食です。 

・いつもおいしいです。 

・ジュースをふやしてほしい 

・麺類で同じ麺が使われている（茶色の麺）のでそれを改善をしてほしい。肉が小さい時

がある。 

・セレクト給食をしてほしい。 

・おいしいです。 

・いつもおいしいです。 

・いつもおいしい給食を作ってくださってありがとうございます。私も家でご飯をつくる

ときがしばしばあるので、献立の参考としてもお世話になっております。これからもおい

しい給食をつくってください。 

・Ａｌｗａｙｓ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ 

・とてもおいしかったです。フレイル 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

・おいしいですぅ 

・時々お米が水っぽいです。でも魚など主菜は美味しいです。おみそ汁も温かいので嬉し

いです。 

・牛乳がいらないと思う。 
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・毎日牛乳は飽きてしまいます。飲み物の種類を増やしてほしいです。 

・もうちょっと見た目に気をつかってほしいです。 

・デザートや果物をもっと増やして欲しい。野菜のレパートリーを増やして欲しい。→味

をもう少し濃くして欲しい。いつもおいしい給食をありがとうございます！！ 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。これからもよろしくお願いします。デザ

ートがもっと欲しいです。 

・牛乳とみかんは一緒に出さないでください（気持ち悪くなります）。 

・給食おいしいです。牛乳がごはんにあまり合いません。 

・牛乳があまりいらない 

・いつもおいしいです。 

・普通の食べ物をだしてほしい。おいしいもの。 

・ジュースを増やしてください。 

・いつも温かい給食をありがとうございます。 

・いつもおいしい給食をつくってくださってありがとうございます。毎日、給食の時間が

楽しみです。私は中３で、あと少しで卒業ですが、これからもよろしくおねがいします。 

・器と内容物が不釣り合いな時がある。 

・配ぜんの時に分けやすいようにして全員に均等になるようにしてほしい 

・食べやすい状態なので、しっかり全部食べることができています。これからも、美味し

い給食をよろしくお願いします。 

・いつもおいしい料理を作ってくれてありがとうございます。いつもとてもおいしいです。

がんばってください。 

・キノコ減らしてください 

・きのこ類をだすのを控えめにしてください。 

・キノコとイカをひかえめにしてください。 

・きのこ出さないでください。 

・いつも温かいものは温かく、冷たい物は冷たく出してくれていつもありがとうございま

す。 

・とてもおいしいので、これからもがんばってください。 

・コーンが多すぎる。 

・コーンのでる回数が多い。 

・みかんあったかい 

・あたたかい給食なので、さむい日もうれしいです。 

・おいしい給食が暖かい（状況によっては冷たい）まま出てくるので、とても喜んで食べ

ています。お弁当を洗わなくていいので楽です。 

・できたてなのでとてもおいしく残さず食べれています。これからも給食作りをがんばっ

てください。 
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・温かいどころか熱いです。味濃い 

・特別な日は特別感のあるメニューが食べたいです（例：学期末最後の日にアイスなど） 

・量を等しく出してほしい 

・毎日おいしくいただいてます。 

・魚が多い。肉が欲しい。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・学校給食はおいしいので、そのまま出してください 

・クラス 38名分の牛乳がありますが、いつも６～10本程あまってしまいます。希望調査を

行ってくださるとありがたいです。 

・いいと思います。 

・これからもよろしくお願いします。 

・これからも頑張ってください。 

・豆の料理を減らせ。魚の料理が多い飽きた。塩が濃い 

・野菜の味つけがよく分からない 

・魚が多い 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

・おいしいです。 

・おいしいです。 

・おいしい給食をありがとうござくぃます。 

・まぜご飯に魚の骨が入っているのは恐いので、入らないようにしてほしいです。 

・魚が多い（出るのが）。味が濃いときがある。 

・少し前に出たジャンボぎょうざのひだ部分が固かったので、あんやタレをかけたりする

と食べやすくなると思います。色々なバリエーションがあって良いと思います。 

・おいしいです。 

 

（狛江第三中学校） 

・年末にはケーキなどちょっとした特別デザートが欲しい。 

・エネルギーを考えて作ってくれて良かった。 

・おいしい 

・キノコをなるべく入れないでほしい（なるべく）。カレーとかどんぶりとかのメニューの

ときは多めにしてほしい。 

・ごはんやおみそ汁が温かくておいしかった。果実とかもっと出してほしい。 

・いろいろな種類のメニューがでていいと思います。みんなおなじくらいの量でたべれる

ようにしてほしい。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・冬に牛乳が冷たすぎるので常温がいい。 
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・給食は栄養バランスが良く、量もちょうどいいので、このままでいいと僕は思いますが、

食べない子は食べないので、その部分を考えるといいと思います。 

・人気な物は多く入れてほしい。（おかわりできるように） 

・給食の野菜の量が少なすぎて、みんなものすごく野菜の量がすくなくなってしまって、

配膳に時間がかかるので、野菜の量を多くしてほしいです。 

・給食はとてもおいしいし、温かさもちょうどよくて、たのしく給食を食べれています。 

・給食の量をもう少し増やしてほしい。 

・もう少し量を多くし、たくさんの人がおなかいっぱいになるようにしてほしい。 

・野菜のあじつけが薄いことが多い。一時、カレーあじの物が多い。くだもののバリエー

ションが少ない。くだものの出る日が少ない。きのこ類のときの料理では、きのこが多い。

まぜごはんが少ない。 

・小学校のときのようにくだものやのむヨーグルトがでてほしいと思います。でもとても

おいしいです。 

・もう少し量をふやしてほしいけど、おいしい。 

・同じ給食のメニューがでることがあるから、とくに野菜のメニューを増やしてほしい。 

・デザート（果実ではないもの）を増やしてほしい。 

・これからも学生の味方である給食をつづけてほしい。 

・これからもがんばってください。 

・味が濃かったりうすいことがある。きなこあげパンおいしかったです。 

・少し味が濃いです。 

・ワンタンスープ、おじや、からあげなど食べたいです！すごく味付けもちょうどよく、

すごくおいしいです！ 

・とても美味いので、これからもよろしくお願いします。 

・たまに味付けがうすいです。 

・見本の写真と量がちがう。 

・くだものをたくさん出してほしい。 

・汁ものが少ないときが多くて少ない。 

・チョコ系、ココア系を出さないでほしい。また、リクエスト給食をしてほしい。 

・おいしい給食を毎日ありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。 

・いつもおいしいです。水曜日パンのことがあるがその日のおかずをふやしてほしいと思

った。（部活のタメ） 

・サラダなどに油が多いので減らしてほしいです（油っこい） 

・もう少しパンをふやしてください。 

・量を増やしてください。 

・ぎょうざの皮が堅かったり、じゃがいもの大きさが少し大きかったりするので、もう少

し、細かいところで、「食べやすさ」を重視した方が良いと思った。 
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・たまに量がすくない時があるので適度な量に毎回してほしいです。 

・ごはんがやわらかすぎる。 

・もう少し色々なものを出してほしいです。 

・カレーライスや丼ぶり、うどんなどの主食はとってもおいしいのですが、野菜、サラダ

の味がおいしくないときがある。 

・家ではあまり食べないものも、出てくるので、毎日楽しみです。 

・味噌汁おいしくない 

・給食はおいしく、学校の楽しみでもある。これを続けてほしい。 

・おいしいと思います。 

・もっと給食の量を増やしてほしい。特に主食！ 

・温かくておいしい。もっと量を増やしてほしい。 

・給食はおいしいのでこれからもがんばってください。 

・毎日おいしく食べることができている。 

・いつもおいしいです。僕はもっと油っこいものとか、がっつり食べたい。 

・おいしい 

・量をもっと多くしてほしい。 

・いつも温かい状態で給食を食べていて栄養バランスがすごくいいです。給食はのこした

ことがないので、これからもこのさずおかわりをしていきたいです。 

・おいしい 

・ラーメン系が出ないからたまには出してほしい。フルーツ系をふやしてほしい。 

・量を増やしてほしい 

・ご飯の量を減らしてほしいです。あと麺が出る日を増やしてほしいです。 

・きのこが多い。リンゴの時が多い 

・量が少ないです。 

・きゅうりとキノコを増やして 

・量がすくないっす。きのこを何でもかんでも入れすぎっす。 

・部活の時、お腹がすくので、もっと量を多くして下さい。 

・いつも給食をつくってくれてありがとうございます。どれもおいしいです。 

・ごはんとかが、しめりすぎているというか、水が多いなーと思うときがあります。 

・いつもおいしく食べてます。 

・いつもありがとうございます。 

・おいしいけど、たまに足りない。 

・一人あたりのりょうが少ないです。 

・りんごの日が多い。野菜と調味料のミスマッチ。ジョアなどは１か月に１回ほしい。 

・もっと給食の量を増やしてほしい。 

・いつも栄養バランスを考えて、美味しいものをつくってくれてありがとうございます。 
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・表でもいったように量を 

・量が少ない 

・お茶がいい 

・もっと量を増やしてほしい。 

・苦手な食べ物でも積極的に食べれるし、少し多いくらいがちょうどいいのでいまのまま

でいいと思う。 

・量が少ないです。もっとたくさん食べたいです。苦手なものもあるけどほとんどがおい

しくて嬉しいです。 

・おいしい時とまずい時の差がはげしい。 

・適量な給食をいつもありがとうございます。 

・温かい給食をいつも出してくださってありがとうございます。 

・時々、給食が少ない時があるので、多くしてほしい。 

・とてもおいしい 

・めちゃうま 

・同じものがたくさんでる 

・同じようなメニューが多い 

・いつもありがとうございます 

・個数が決まっているパンやおかずの量を増やし、できるだけ多くの人がおかわりできる

ようにしてほしいです。 

・おいしい給食をいつもありがとうございます。 

・数物を二・三個多くしてほしい 

・温かくておいしいことが多いのでこれからもこの状態を維持していってほしい 

・もっと多くしてください。５・６時間目おなかがとてもすきます。 

・主食にデザート系のパンを出すのをやめてほしい 

・ケーキが食べたい 

・いつも私たちのために作ってくれてありがとうございます。 

・食べる時間が少ない。 

・栄養的にはバランスが良いと思いますが少し量が多いです。 

・魚多すぎ。肉多くして 

・温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態になっているのでいつも美味しく頂いて

います。バランスよくこんだてが組まれているので良いなと思いました。 

・おいしい 

・これからもよろしくお願いします。 

・もっと種類ふやしてほしい 

・量としては適量で、種類も豊富でなので、これからもこの調子でがんばってください。 

・ｇｏｏｄ 
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・あげパンをもっとふやせ 

・肉を多く出してほしい 

・とてもおいしいです。いつもありがとうございます 

・量がちょうど良くて、おいしいです。 

・甘いものが食べたい。いつも運んでくれてありがとうございます。 

・おいしい 

 

（狛江第四中学校） 

（１年生） 

・栄養がありそうだけどおいしくない。週一で美味しい給食がでるけど、味がうすかった

り、ジャンボジョウザにタレがなかったり。。。五小の頃の給食が食べたくなる。牛乳以外

の飲み物がでるのはすごくいいです！！デザートが物足りない。アイスもだしてほしい。 

・肉が小さい。うどんにこしがない。量が少ない。スペシャルメニューを出してほしい。

最後の３年生の給食はスペシャルメニューをいれるべし。 

・うどんにこしがない。味がうすいときがある。肉が小さくて、少ない。ごはんがぐちゃ

ぐちゃ。ラーメンにチャーシューがない。からあげが少ない。めんが短い。 

・ラーメンもスパゲティのめんがこしがなくておいしくない。どんものがでたときの、ご

はんと具の量が少なすぎてすぐなくなってしまう。たまにごはんが水の量がおおすぎてぐ

ちゃぐちゃになっており。あげパンが食べたい。スパゲティのめんが短いので、フォーク

でまくことができない。 

・給食の量が少ないから多くしてほしい。魚のでる量が多いから、もっと肉を欲やしてほ

しい。めんをもっとふやしてほしい。デザートのだす回数を欲やしてほしいです。 

・魚はもっとほしい。できればやき魚、無理でもたことかイカは多くしてほしい。油こい

ものもたまには欲しい。やきとりもほしい。タレをえらべるせいとかしおとかたれとかシ

ューマイとかぎょうざとか中華もほしい。甘いものもデザートもめんやスープはありきた

いでおいしくない。スープはズンドゥフとかコーンスープとかクリスマスとかはとりにく

がほしい。ヤーシーモほしい。カレーはグリーンカレーとか辛めのもの、リクエストきゅ

うしょくとかもほしい、エビとかカニとかがほしい、てかカニはほしい、ウニもほしい、

なまじゃなくていいからキャラ介とかもほしい、肉と魚介類をください 

・量がかなり少ないものが１つあることなどがあるので、量を一定にして欲しいです。 

・いつもあたたかい給食ありがとうございます 

・（揚げパン行事の日で食べることが３回もできませんでした）揚げパン食べたい。えだ豆

アイスも 

・めん系のものがめんが短くすぐ切れるのでそこをかいぜんしてほしい。ご飯のねちゃね

ちゃを直してほしい。あげパンがほしい。めん類の味をこくしてほしい。こってりしょう

ゆラーメンがでてほしい。 
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・個数ものがすくないから増やしてほしい。 

・肉が小さい。大きくしてほしい。丼ぶり系の量が少ない。多くしてほしい。ジャンボぎ

ょうざはたれをかけてほしい。 

・なんとなく油っこい気がする。味の濃いときがある。ジャンボぎょうざにタレをかけて

ほしい。デザートが少ない。めんが短い 

・ミートソースはおいしいのですが、制服につくおそれがあるため、いつも、しんちょう

に食べていて、あまり味わえません。あまずあんかけがついているジャンボギョウザをも

っと何回も食べたいです。あげパンが食いたい。アイスをひんぱんに出した方がいい。デ

ザートの種類をもっと増やしてほしい。パスタのめんが短くてまけない。（フォークで） 

・揚げパン食べたいです。もっとアイスを増やしてほしいです。時間が少ないので食べき

れないときがあります。 

・もっとめんを多くしてほしい。めんをおいしくして（スパゲティなど）。主食が少ない。

たまにごはんがねちゃねちゃしていて少しやだ。 

・量をもっともっとおおくしてください！！！！！！！ 

・少し小学校のときよりまずいし量が少なく悪い。もう少し量をおおくしておいしい物を

作ってください。あと魚はあまり出さないようにしてください。スペシャルメニュー出し

てほしい。肉出して 

・味がうすいとき、こいときがある。油が多い。デザートをふやしてほしい。ジャンボぎ

ょうざの具を増やして、あんかけをかけてほしい。 

・ウニ以外きらいな食べ物はありません。年に 1 度バイキングにしてほしいです。スパゲ

ティのめんが短いです。 

・バランスの良い食事で、とてもおいしいです。この調子でこれからもよろしくお願いし

ます。量が異常に少ない時があります。改善してくれると嬉しいです。あげパンが食べた

いです。 

・めんがかたい・めんがみじかい。野菜のあじつけがちょっとおいしくない。（こすぎると

きもあり、うすいときもある）。ぎょうざの皮みたいなのがかたい。ジャンボギョウザに

タレをかけてほしい。量が少ない。小学校の時よりマズイ。デザートを多くしてほしい。 

・ラーメンなどにめんが固いやつがある。ラーメンなどにすごく短いやつがある。ワカメ

がやわらかい。デザートを多く出してほしい（量も回数も）。野菜の味つけがうすい（こ

すぎる時もある）。ジャンボギョウザに「あまずあんかけ」のようなたれをかけてほしい。

おいしいものは、すごくおいしいです！！！ 

・果物を増やしてほしい。 

・スパゲティのめんが短すぎてフォークにまけません。デザートや果物が出る回数を増や

してほしいです。サラダの味がうすい時とこい時とばらつきが多いので統一してほしいで

す。料理の温度はちょうどいい感じです。もっと料理に季節感を出してほしいです。 

・給食一品、一品の量にばらつきがある。祭日に給食がある日はその日に見合った給食を
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出してほしい（ハロウィン、クリスマスなど） 

・油が浮いていることが多いと思います。金曜日と月曜日の果物のメニューが同じときが

あると思います。エネルギーを満たすために油でエネルギー量をかせぐのはやめてほしい

です。 

・ラーメンのめんをかえてほしい。すきなりょうりがでたときに量が少ないからふやして

ほしい。ねだまめアイスを出してほしい。ジャンボギョウザに甘酢あんかけをかけてほし

い。ラーメンにチャーシューをのっけてほしい（やきぶた）。あげぱんをだしてほしい。。

肉が小さい。バイキング給食をつくってほしい。スパゲティのめんがみじかくてフォーク

でまけない。 

・パリパリサラダや油ものがでるときに器に油がのこるほど油が多い。へらしてほしいで

す。 

・おいしくないです（すべて）。野菜の味つけがまずいです。魚の味つけがまずいです。お

弁当にしたいです。 

・給食をおいしくしてください。人気な物の量をふやしてください。たまにジュースを出

してください。果物を多く出してください。 

・野菜チップス、あげパン、うどん、デザートなど、おいしいものを増やしてください。 

・もっと皆が好きなものを沢山出してほしい。ジャンボギョウザとか、みんなが好きなも

のを出してほしいです。野菜チップス、ジャンボギョウザ、ラーメン、あげパンなど、人

気のものが少ないと思います。デザートも増やしてほしいと思います。でも普段の給食は

おいしいです。 

・弁当がいい。 

・五小の給食をまねてください。デザートっぽいものをふやしてください。あげパン、ジ

ャンボぎょうざ、野菜チップス、ラーメン、うどん、わかめごはんが食べたいです。 

・緑野小みたいなおいしい給食を作ってください。ジャンボギョウザと野菜チップスをも

う少したくさん出してください。ジュースをもう少したくさん出してください。 

・毎日、一生懸命給食を作ってくれてありがとうございます。五小の給食みたいなおいし

い給食を作ってください。ラーメン、あげパン、わかめご飯、ジャンボギョウザを多く出

してください。野菜チップスを出してください。ジュースとデザートをいっぱい出してく

ださい。 

・めん類は、いつも同じめんでいつも同じ味なのでそこは、ほかのも使ってほしい。 

・じゃんぼぎょうざが食べたいです。五小の給食をまねしてください。こまどんは出さな

いでください。野菜チップス、あげパン、わかめごはんなどなど・・・。でも一生懸命つ

くってくれてありがとうございます。 

・前一回野菜がたくさんご飯にのっているりょうりがあまりにもすっぱすぎておいしくな

かったです。そういうのをやめてもらいたいです。温かくてあまり好きじゃないクリーム

シチューもおいしく食べることができました。もっと嫌いな食べ物をこくふくしたいです。 
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・一回につげる量を多くしてほしい 

・時々量が足らないことがあるが、量はちょうど良いと思います。丼ものの時は特に平等

でよいと思う。 

・カレーがおいしい。カレーの量をふやしてください。 

・もっと味を安定さしてほしいです。 

・給食はお弁当よりも全然おいしくて、いつもおかわりしています。しかしサラダなどの

種類が少なく、同じものが短い期間にたくさん出ている気がします。あと、めん類・パン

が少ないのでもっとふやしてください。魚もいいですが、肉を多めにおねがいします。ま

た季節に合った給食は、とてもテンションが上がるので、これからもよろしくお願いしま

す。あと、あげパンが食べたいです。ハヤシライスも。たくさん書いてしまってすみませ

ん。これからもおいしい給食をよろしくおねがいします。あげパンはきたいしています。 

・デザートをもっとごうかに。わかめは入れない方がいいです。 

・もっとおいしい食べものが食べたい。ロールキャベツが食べたい。パフェとかを食べた

い。 

・メニューは小学校のがいい 

・食事時間を増やしてほしい。野菜をもっとおいしくしてほしい。残す量がおおくても、

ずっと同じ量を入れててほしい。⇒人気な食べ物の時に量が少なくなっているから。ロー

ルキャベツを入れてほしい。 

・食べる時間を増やしてほしい。→５分くらい 

・野菜が冷たすぎる 

・デザートを増やしてほしい 

・おいしいご飯が食べたい。デザートが毎日出てこないので、毎日たべたい。そうすれば、

デザートは最後にたべるものだから、がんばってたべれる。 

・給食を入れるＢＯＸに対して量がおかしい。量が少ない。増やしてください。 

・小学校とは少し味が違って、変わった味だなぁ～と思うことはあるけれどそれも面白い

なと思う（それをおいしくないという人が多い）。量は、小学校より多くてちょうど良い。

果物はもっといろいろな種類を出してほしい。チョコがのったぱんおいしかったです。こ

れからもよろしくお願いします！ 

・お米が水っぽいのでもう少し、水の量を少なくしてほしい。 

・デザートを毎日付けてほしい。 

・変んな名前ばっかりの給食で食べるとあまりおいしくなかった。もうちょい定番のがい

い。 

・嫌いな食べ物があっても食べて、おいしく食べてます！ 

・緑野小の給食をまねしてください。 

・いつも栄養のあるごはんを作っていただいているのでのこさず、おかわりをしています。

これからもよろしくおねがいします。 
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・主菜がないことがあって、たりませんでした。主菜をきちんと出してください。いもが

とってもすくなかったり、野菜がへんに多かったりします。一定の量でかたよらせないで

ください。 

・もうちょっとおいしい物を出してほしい。魚になにかをかけた系が多いのでそうゆうの

をなくしてほしい。 

・ごはんがべちょべちょのことがあるのでもうちょっとへちょへちょにならないようにし

てほしい 

・スイートポテト、すごくおいしかったです！！また食べたいです！！ 

・味がうすいときがあるから、もう少しこくしてほしいです。 

・しょっぱいのはすごくしょっぱくて、味が薄い物はとことん味がしないから、味の加減

を考えてほしい。油が多すぎる。もう少しスイーツを出してほしい。イベントの時は（ク

リスマスやハロウィンなど）そのイベントってすぐ分かる料理を出してほしい。 

・味がうすいときがある。 

・野菜のあじつけがおいしく、家ではのこすことがあるけど、小学校の時からのこしたこ

とがない！もっとデザートをふやしてほしい！ 

・あぶらっぽかったり、しょっぱかったりうすかったりする時があって、人によってちが

います。 

・毎日、カレーやラーメンや焼きそばにしてほしい。 

・たまに、このメニューは本当に栄養（エネルギー）があるのかなと思うメニューがあり

ます。例）ごはん、野菜、みそ汁、魚 

・うどんがおかゆみたいになっているときがあった。味が濃い物と薄い物の差が激しい。 

・今のまま何も変えずに行えばいいと思う。 

・べんとうにかえてください。 

・ゆずは変な味がする。 

・おいしい。 

・小学校では、みんなにとって量が少なくて、配膳の段階で足りなくなることもあったけ

れど、中学では、量が結構増えたので、１人１人がおかわりもして、出されたものをおな

かいっぱい食べても、余ってしまう食べ物が毎回あって、少しもったいないなと思う。 

 

（２年生） 

・料理名が「カリカリ○○」なのにカリカリじゃない気が・・・。牛乳おいしいです。食

器が安全でいいです。片付けがめんどくさいです。 

・お玉が浅いから深くしてほしい。ほぼ毎日デザートを出してほしい。 

・デザートを良く出してほしい。おたまを深くしてスープがすくいやすい物にしてほしい。 

・乳牛じゃなくて、お茶がいいです。おたまがうすくてスープがすくいにくいです。 

・おたまがうすい 
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・おたまがうすくて取りづらい。食器を入れるかごがじゃまになる。食器をとりづらい。 

・おたまがうすいので厚くしてもらえるとすくうのが楽になると思う。 

・スープなどをよそうおたまをもう少し深くしてください。 

・スープや汁をすくうおたまがうすく、すくうのに時間がかかってしまうので大きくして

ほしい。牛乳でないものを飲みたい。（水やお茶やジョアなど・・・） 

・おたまを深くしてほしい。 

・牛乳はいらないきがする 

・おたまがうすい。 

・スープなどに使うおたまがうすくてすくいにくいので、もう少し深くしてほしいです。 

・おたまは深みのあるほうが良い。牛乳じゃなくてお茶なども欲しい。 

・おたまが薄い 

・くぼみが深いおたまにしてほしい。揚げパン！フルーツ多め！肉多め！ 

・くぼみがふかいおたまにしてほしい 

・おたまがすくいずらいです。牛乳をあまりのまないので、のこす人が多いので牛乳をや

めた方がいいと思います。 

・おたまが薄くて汁がすくいにくいので深くしてください。皿が割れにくくていいと思う。

牛乳は希望者制でいいと思う。もったいない。10 本くらいあまっています。 

・スープをすくうお玉がうすい。揚げ物が硬くて食べられないです。 

・おたまがうすいためふかくしてほしい。 

・スープのおたまがあさく、すくいずらい。 

・魚が多過ぎじゃないでしょうか？（１か月で）月に出る給食のレパートリーが同じすぎ

では？でもおいしいのでこれからもがんばってください。 

・汁をすくうおたまがあさいからもっとふかいおたまにしてほしい 

・もっと深いおたまにしてほしいです。 

・スープとかをすくうおたまがうすい 

・とてもおいしくいただいております。お手数ですがもう少し量を多くしていただきたい

です。 

・温度はいい感じ。 

・おいしい給食をありがとうございます！ 

・おかわりが残るようにもっと量を増やした方が良いと思う。 

・カレーの日とかには、もう１品欲しいと思う時があります。いつもつくっていただきあ

りがとうございました。おいしいです。 

・給食の量で、多いものはかなり多いのに、野菜などがとても少なく、最後方にはなくな

ってしまう。パイの皮が、とてもかたくて、食べ終わるのが昼休みに入ってからになる人

がいる。冷たい料理がひえているのは良いが、たまに冷えすぎていて、あまり味わって食

べることができない。 
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・おいしいときはおいしいけど、おいしくないときはおいしくない 

・お皿の大きさと料理の量があっていない。 

・季節の食材が出るのはすごくうれしいです。 

・おいしいです。 

・数がある物をもっと多くしてほしい。 

・デザート（フルーツ等）をもと出してほしいです。 

・めんのときに（ラーメンなど）汁と分けられておらず、汁がなくなってしまうことがあ

ったので、わけてほしいです。もう少し量をふやしてもらいたいです。 

・おいしいです。いつもありがとうございます。 

・ぼくは好きな食べ物よりきらいな食べ物の方が多いのできらいなものがでることがとて

も多いです。 

・味がうすかったりするので気をつけてほしい。 

・時々少ないなぁと感じることがあるので必ずデザートなどは入れた方が満足できると思

う。主食が暖かい料理なのに冷たいことが多い。 

・めんとかでおかわりのジャンケンをするなら、もう少し量をふやした方がいいと思う。 

・いつも美味しいです！ 

・給食が皿に対して少ないときがあります。一人あたりの量が少ないおかずは、皿も小さ

くして下さると助かります。 

・野菜が少ない 

・リクエスト給食を出してほしい 

・もう少しカロリーを低くしてください。お皿のわりふりを、たまにまちがえてしまうこ

とがあります。→お皿に食品の名前が書いてある紙をはったりしたほうが、わかりやすい

と思います。 

・いつもとてもおいしいです。いつもとてもおいしい給食ありがとうございます。リクエ

スト給食があるとうれしいです。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます！これからも頑張ってください！ 

・おいしいです 

・デザートの出る日をふやしてほしい。肉が少ない 

・いつも美味しく頂いています。 

・私は苦手なものがあって、時々残してしまうのですが、給食は美味しく食べさせていた

だいております。 

・もっと量を増やしてほしい。 

・あぶらこかったり、味がこかったり、うすかったりする。たき込みごはんのとき等、主

菜のものがなく、さびしい。 

・いつもおいしいです。けどマヨネーズはだしてほしくないです。 

・とにかく量を多くしてください。あと、たまに主食と主菜と副菜の組み合わせが悪い時
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があります。栄養のこともいいのですが、それよりも食べやすさを考えていただけるとう

れしいです。 

・クリスマスなどの日は特別にだしてほしい。 

・ほとんどおいしいですが、たまにおいしくないときがあります！←味が濃かったりなど。

いつもありがとうございます！！ 

・もう少し料理を増やしてほしい 

・白いご飯の時はお肉を出したり白いご飯じゃない時に魚とかを出してほしい。 

・給食の量を増やしてほしい！スペシャル給食を増やしてほしい！ 

・野菜をもっと増やしてほしい。 

・美味しい時もありますが、時々、美味しくないものがある。からしあえとか、セロリと

かしいたけなど、あんまり中学生が食べない、嫌いそうなやつも、あんまださないでほし

い。魚が最近多すぎ。 

・メニューの数がバラバラ。例（ごはん、みそしる、サラダ、みかん）、（パン、グラタン、

サラダ、スープ、デザート、ジョア）たくさんある日もあれば、ぜんぜんないときもある

ので、一定にしてほしい。 

・とてもおいしい。温かくてしっかり味がついている。デザートが少し少ない。食べたい

給食や要望をアンケートとしてとってほしい。 

・とってもおいしいです！いつもありがとうございます！毎日給食を楽しみにしています。

これからもよろしくお願いします。 

・少し量が少ないときがあります。 

・同じ野菜がでるのでふやしてほしいです。あとおかずの肉をもっと大きくしてください

（タンドリーチキンなど） 

・とてもおいしくて、温度もちょうどよく、とてもいいと思います！ 

・パスタがパサパサしているのでそこを改善してください。 

・ジャンボぎょうざをもっと大きくしてほしい。わかめご飯に塩味をつけてほしい。主食

をもう少しあったかくしてほしい。味がうすいものがあるからしっかり味をつけてほしい。

カレーをもう少し辛くしてほしい。最初の方は野菜やスープが薄かったけれど、最近は味

がついてておいしいです。がんばってください。 

・カロリーをもう少し落としてほしい。主食をもっと温かくしてください！サラダとかの

ドレッシングを多くしすぎないでほしいです（食べおわったときにそれだけたくさんのこ

ってる）。いつもありがとうございます。 

・主菜がない日があったのでちゃんと一汁三菜を意識したほうが良い。心をこめてつくっ

ている感じがない。色があざやかではない。油が多いときがある。 

 

（３年生） 

・緑野小学校で行われていたリクエスト給食を行ってほしいです。 
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・いつもおいしいです。これからもお願いします。 

・組み合わせがとても悪く、見た目もあまり食欲が進まないものが多いから、ちゃんと考

えてほしい。味をもっとおいしくしてほしい。 

・おいしいです。 

・毎日おいしく食べさせていただいています。いつもありがとうございます。 

・ごはんが水っぽかったり、給食全部に油が浮いていることがあった。油っぽすぎるのは、

食欲をなくすのでやめてほしい、基本的に、味がうすいことが多い。スパゲッティーの麺

が短く、とても食べずらい。色どりが悪いので、鮮やかにしてほしい。同じようなメニュ

ーばかり。魚料理もいいけど、たまには肉料理（ハンバーグ）も食べたい。 

・味が濃い時と薄い時があるので気を付けてほしい。 

・うどんをしるのなかに入れて運ぶとのびてしまうので別々にしてほしい。 

・にんじんがなぜいつも入っているんですか？ 

・もう少し家庭的な料理を作ってほしい。 

・毎日おいしい給食をつくってくださってありがとうございます。デザートがもう少し多

くでてくるといいです（ケーキやヨーグルトなど）。 

・めんがみじかい 

・給食になることで、温かい食べ物を食べることができてうれしいです。もう少し、全体

的に量を減らしてほしいです。 

・少々、油っこいメニューが多いと思うので、揚げ物類を減らして頂けると幸いです。い

つもおいしく頂いています。給食の配膳をしてくれる方々の笑顔がとても素敵です。 

・おいしくないのでバランスより味を重視してほしい。また、同じようなメニューばかり

なので種類を増やしてほしい。おいしくないです！ 

・おいしいときが多いがおいしくないときもある。 

・もっとおいしいメニューを増やしてほしい！！ 

・もう少し素材の味を生かした料理に仕上げていただきたいと思います。味つけや調理方

法がやや画一的なためせっかくの素材の味が消されてしまっているような気がしました。 

・いつもおいしく、楽しく食べています。もう少し、おひたしやサラダなどの野菜類を増

やしてもらえるとうれしいです。いつもありがとうございます。 

・お弁当の時と違って、温かいので、おいしいです。おかずが少なく、野菜だけの時など

もあって、一日もたないので、そこは配慮していただけると、ありがたいです。毎日、給

食を楽しみにしています。 

・うどんが、ぎしょくれない状態―ドロドロがあったので、どうにか、してください。 

・カレーライスをぜひつくってほしい。 

・おいしいです。 

・イカの単品メニューをやめてほしい（何かに混ざっていれば良いですが）。 

・油量を抑えてほしい。 
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・食器を片付ける時、皿を横にして大きなワゴン（？）に入れるので水がかかる。（汁がこ

ぼれる）。大皿に２つのおかずを乗せる時、片方のおかずが汁っぽいともう片方のおかず

が（汁がかかって）おいしくなくなる。→汁気のあるものは分けてほしい。 

・鮭にマヨネーズをかけたものが出た事があるのですが、マヨネーズの味しかせず、とて

もまずかったです。何かもう少しマシなものをかけてほしかったです。 

・とてもおいしいです。いつもありがとうございます！これからもおいしい給食をおねが

いします☆ 

・出来ればマヨネーズは入れないでほしいです。 

・アレルギーの時に出される、ごはんの量が多い。 

・からし味のサラダはちょっと苦手です。 

・おいしいけれどときどき量が多かったり少なかったりしているので適量にしてほしい。 

・小学校で食べていた給食はおいしいとはっきり言えたけど中学校は時々はっきり言えな

いことがあります。 

・からし味のサラダが少し苦手です。 

・味がうすいです。 

・時々野菜がすごくすっぱいときがあるのでもう少しすっぱくなくしてほしいです。普段

の給食は美味しいです。栄養がきちんとあってとても助かります。 

・パイなどの皮が固い時がある。マスタードソースのサラダが辛いです。ヘルシーでも、

お腹がいっぱいになるものが良いです。めんが切れ切れで固まっている。スープ系は温か

くていいです。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・毎日とてもおいしいです。 

・麺類が好きです。 

・お肉がもっと食べたい。 

・お肉をもっと出してほしいです。 

・麺類の料理がおいしいので増やしてほしい。 

・もう少し見ばえを良くしてほしい。 

・給食が始まった日から毎日毎日お昼の給食が僕の楽しみになりました。皆様方のお陰で

すごく給食が美味しくて、毎日のようにお代わりをしています。本当にありがとうござい

ます。 

・おいしい 

・もうすこし味付けをこくしてほしい、無味のものが多いと感じている。しかし味がこい

ときもある。ごはんがべちゃべちゃ。ぬるい時もある。 

・野さいのしんが多いのでつらとてほしい。サラダをおいしくしてください。無味なこと

が時々ありますよ。 

・毎日僕たちのために給食を作ってくださりありがとうございます。 
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・人参が毎日出ているのが気になります。 

・野菜にからしなど入れないでほしいです。正直おいしくないです。 

・果物を増やしてほしい。 

・全体的に油ぽい気がします・・・。それと野菜に味がない（ドレッシングの味しかしな

い） 

・いつもありがとうございます。 

・給食の量が多く残していることが多い 

・おいしいです。いつもありがとうございます 
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【教職員アンケート】 

設問１ 給食の味付けについて、どのように感じますか。 

 

 

（その他回答・５件） 

 ・食べていないので分からないです。 

 ・濃い時がある。 

 ・１、２回濃い時がありましたが、あとは適当だったと思います。 

 ・サラダの味付けがいつも同じように感じる。まったく味付けがされていないのでは、と思う時があった（サラダで）。 

 ・油っぽい 

 

≪考 察≫ 

 「適当である」が 54.5％、「全体的に薄味に感じている」6.8％、「全体的に濃い味に感じ

ている」8.0％、「薄い時と濃い時の差がある」が 26.1％という結果になった。 

 サラダ等は盛り付け前に一度混ぜる必要があることを周知徹底する必要がある。また、

個々人の好みやその日の体調によって味が濃く感じたり、薄く感じたりすることも考えら

れるが、学校給食摂取基準では塩分摂取量は月平均３％未満となっている。献立全体をみ

て、濃い味にしたり薄味にしたり、料理によってメリハリをつけ、全体的にうまく塩分バ

ランスが取れるように考えていく必要がある。 
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設問２ 給食の提供は問題なくできていますか。（時間内・安全面など） 

 

 

（その他回答・２件） 

 ・配膳時、お玉何個分などと目安をはっきりさせてくれるとありがたい。 

 ・数（個数）が足りない時がある。 

 

≪考 察≫ 

 「できている」43.2％、「ほとんどできている」45.5％で、生徒の盛り付け作業面、学校

での時間面・安全面における給食の提供は問題がないと判断される。「あまりできていない」

の回答が 9.1％あるが、12 月から全クラス分の配膳車を導入したことにより、時間面・安

全面ともに改善が図られていると思われる。 
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設問３ 日頃、生徒に対し給食時間において気を付けて指導していることがあれば回答し 

    てください。 

 

 

（その他回答・３件） 

 ・時間 

 ・あいさつ 

 ・事務なので指導はしていません。 

 

≪考 察≫ 

「特にない」の回答は 2.5％であり、ほとんどの教室で食事のマナーやみんなでする作業、

一緒に食べることについて等の内容を主とした指導をしていることが確認できる。 
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設問４ その他、給食について質問や意見はありますか。自由に書いてください。 

（狛江第一中学校） 

 ・容器の大きさと中身の量とがまったくあっていないときがあり、配る際は本当にこの

量でよいのか不安になる。また容器が熱くなりすぎており、生徒がフタをあけられない

事もしばしばある。牛乳は辞退者がいるが乳製品が得意でない生徒もいるのでカロリー

を考えて安易にマヨネーズやチーズの物ばかりださないでほしい。 

 ・丼物が毎回足りなくて困っている。 

 ・設問２配膳準備（ワゴンの準備、子供達が１つ１つ運ぶ食缶トレーなど結構重くて大

変）に時間がかかってしまい、食べる時間が５～８分位になってしまうこともあります。

熱い食缶は配膳員の方が運んで下さり助かりますが移動してそのまま配膳できるワゴン

が欲しいです。 

 ・やはり、クラスごとのワゴンが欲しいです。ろうかを何度も往復する危険性と時間的

ロスがなくなると、よりスムーズだと思います。※昼休みにできる活動が限られてしま

っているのが現状です。 

 ・メニューによって、非常に熱く重いものがあり、移動用ワゴンは必需品だが・・・。

生徒がケガしたり、やけどをしてからでは遅い！！ 

 ・男子と女子とで食事にかかる時間が異なります。何か上手い手はないか考えておりま

す。 

 ・いつも美味しい給食をありがとうございます。これからも、楽しみにしています！ 

 ・いつもとてもあたたかい汁ものなどとてもありがたいです。野菜のつけあわせの量が、

当番が少なく配ってしまって多く残ってしまうことがあります。申しわけない！ 

 ・おいしい給食ありがとうございます。 

 ・野菜の味付がマスタードだと不人気 

 ・麺類の時、くっついたり、ふやけるなど→ソフト麺（袋のもの）考えてほしい。 

 ・熱く、重いナベ・バットを（長い距離、大勢の生徒が混雑したろうかを）生徒がひと

りひとり持って運ぶことに疑問を感じる。なぜ、配膳ワゴンを買わないのか？ 

 ・日によって食器の数が違うことで生徒が混乱してしまう時がありますが、毎日見本の

写真があるおかげで指示がしやすくとても助かっています。 

 ・毎日おいしくいただいています。有難うございます。 

 ・麺類のとき、食缶全体でかたまりになり、とり分けられないことがある。 

 

（狛江第二中学校） 

 ・工夫されたメニューほど残ってしまう。カレー、丼の時のごはんの量が少ない。 

 ・ワゴンありがとうございました。 

 ・量が多いとき、少ないときの差が大きい。 

 ・いつもお世話になっております。クラスワゴンが入る事になり、ホッとしています。
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量的なことですが、かなりギリギリに入っている様に思います。計算をしているのでし

ょうが・・・。給食を何校か経験している上で、一品位少なく感じます。 

 ・いつもおいしい給食をありがとうございます。 

 ・職員の給食のおかずが少なく、ご飯、麺が多く、バランスが悪い。 

 ・いつもありがとうございます。 

 ・食器はかごに入れる形だともっとはやく準備ができる。スープなのかごはんなのか、

中身が何かが外からわかるとよい。 

 ・盛り付けの量が判断しづらい（たくさん余ったり、足りなくなったり・・・）。 

 ・牛乳を希望制にしたらどうでしょうか？ 

 ・食品数が一品少ない。副菜に工夫が欲しい。同じような内容が多すぎる。 

 ・おいしくいただいています。 

 

（狛江第三中学校） 

 ・おいしくいただいています。 

 ・カレー、丼ぶりなど、人気メニュー時での”ごはん”と”具”の量としてバランスを

整えて欲しい。ご飯が多いが具が少なかったり、具は多いがご飯が少ないというときが

あったので。 

 ・副菜（おひたし、サラダ）が野菜中心の時の一人分の量が少なく感じます。 

 ・主食、おかず、汁物の完全給食と聞いたように思いますが、主菜と思われるものが無

いメニューが少なくないです。メニューの検討をお願いしたいです。 

 ・量にばらつきがあり、少なめの時があるように感じます。おたまの角度、深さがすく

いやすくなるとうれしいです。 

 ・いつもありがとうございます。美味しくいただいております。たまに”もう一品欲し

いな”そう思うことはあります。また、低予算の中、仕方ないなとは思いますが、たん

ぱく質のものがもう少しあれば、と思いました。 

 ・配膳用のおたまなどをもう１つ増やしていただけると、２年など人数の多い学級では

よりスムーズに配膳できると思う。 

 ・配膳台を専用のふきんでふいていますが、消毒液のようなものできちんと除菌した方

がよいのではないか、と思います。 

 ・配膳用具の充実、そして、おかずをもう一品・・・ 

 ・しゃもじ、おたま等を複数個ほしい 

 ・メニューについて、肉や魚の量が少ない気がします。中学生にとってボリュームが足

りないと感じます。味はおいしいです。 

 ・もやしが多いような・・・ 

 ・給食になりとてもよかったです。毎日、御苦労様です。ありがとうございます。 

 ・配膳の器具を改善してほしい（おたまの形、器具を各クラスに２つなど）。人数に比例
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した量がきちんと入っているのか疑問（人数が 10 人違うクラスでも食缶の中身が同じ位

の量に見える）。 

 

（狛江第四中学校） 

 ・スープ用のお玉が使用しづらい。 

 ・ごはんの量が足りない。おいしいのでよく食べます。部活をやっている生徒には、や

はり量が少なく感じます。 

 ・スープ類をよそう、おたまがもっと深いタイプのものでないとよそいにくい。量が多

い時と少ない時がある。 

 ・食器・食缶等ひとつひとつ運ぶ（大変重い！しかも毎日個数が届くまで不明）のため

配膳に時間がかかる。生徒の昼休みを確保するためにも効率的な給食を考えてほしい。

→調理場の都合のみで考えられているようなのか気になる。学校、生徒のことは軽視か

な？献立において同じ具材が続く。サケのごはん→翌日サケの焼き物。予算や衛生管理

の都合もあるだろうが、食育上も同じ色、同じ具材の献立というのはいかがか？他の市

区の献立もぜひ参考にしてほしい。栄養士の方はもう少し「食事」であるということを

意識してほしい。ぜひ他の自治体の給食を研究してください。☆これだけアレルギーの

生徒が多くなっている中この形態の給食は無理があると思う。（クラスで１人だけ弁当と

いうのはどう思いますか？） 

 ・特に２Ｃはよく食べ、残さないので量（ごはんやめんは特に）を増やしてほしい。 

 ・量も多い時と少ない時の差がある。 

 ・保温食缶とありますが、冷めている時が多い。もう少し角度のあるおたまに変えられ

ますか。扱いにくいです。センター以外からの料理は、どこから、どのように運ばれて

くるのですか。 

 ・残る日もあるのですが、最初の盛り付けを少なくしてやっています。量を増やしてい

ただければと思います。特に人気メニューは。 

 ・野菜のドレッシング量が多く感じます。もう少し控えめにしていただけると助かりま

す。魚を使った料理ですが、塩焼きなどシンプルなものもあってもいいのかなと思いま

す。ジュース類はジョア以外の物に変更できますか（コーヒー牛乳、アップル、オレン

ジジュースなど）。ジョアだと飲み物の量が足りないようです。フルーツはみかん、りん

ご以外に梨、カキなど他にもバリエーションがあると良いと思います。 

 ・味付けが適当でおいしいです。副菜の量が増えると生徒が満足すると思います。 
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おわりに 

 

 このたびのアンケート結果により、【生徒アンケート】・設問２（３ページ）の回答結果

と、【生徒アンケート】・設問７（８ページ）の回答結果から、「おいしい給食」を、「温か

い料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態」で、おおむね提供できていることが確認でき

ました。 

 給食センター方式による中学校給食から数か月しか経過しておらず、まだ試行錯誤が続

いている状況ですが、【生徒アンケート】・設問８（９ページ～39 ページ）のとおり、今回

のアンケートで生徒の生の感想を聴取できたことから、これらの意見を参考に、改善でき

るものから改善していき、「おいしい給食を、温かいものは温かく、冷たい料理は冷たい状

態」で提供する学校給食を維持するとともに、より安心で安全な給食を提供することによ

り、生徒、保護者、学校関係者から信頼される学校給食の提供に努めていきたいと考えま

す。 


