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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。 

 給食センターで調理される中学校給食は、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、平成 27年度と同様に、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、献立内容等の改善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 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、改善すべき点 

    の有無を把握するため。 

  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 28年 11月４日から平成 28年 11月 18日まで 

 

回収率 

 【生徒分】  配付 1,349枚  回収 1,279枚  回収率 94.8％ 

 【教職員分】 配付    83枚  回収  79枚  回収率 95.1％ 
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【生徒アンケート】 

設問１ 学校・学年・性別をお願いします。 

（回答） 

 狛江第一中学校 347人（１年生 127・２年生 106・３年生 114・男 181・女 164・性別未回答２） 

 狛江第二中学校 419人（１年生 140・２年生 135・３年生 144・男 235・女 183・性別未回答１） 

 狛江第三中学校 235人（１年生 82・２年生 76・３年生 77・男 125・女子 109・性別未回答１） 

 狛江第四中学校 278人（１年生 102・２年生 82・３年生 94・男 139・女 137・性別未回答２） 

 

設問２ 給食はおいしいですか。 

（全体） 

 

≪考 察≫ 

 「おいしい」・「おいしいことが多い」の回答の計が約 78％となり、昨年度の「おいしい」・

「おいしいことが多い」の結果の合計（約 72％）に比べ６ポイント上昇した。このことか

ら給食の味付けについては昨年度と同様におおむね好評を得ていると考えられる。ただし、

設問７・「給食に対する感想や希望についてお聞かせください。」の回答を見ると、からし

やマスタードについての記述が数多く見られ、これらを使用した料理が「おいしくない」・

「おいしくないことが多い」の回答の要因となっていることが考えられる。残菜（食べ残

し）の低下や生徒に喜んでもらうことを目的に、生徒が好む味付けのみの給食を提供する

ことも重要ではある。しかし、生徒が成人になっていく過程において、様々な料理や味付

けに慣れることも学校給食を通じた食育一環であるといえる。今後は、からしやマスター
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ドで味付けをする料理については、それらの量や提供する回数を考慮しながら提供してい

きたい。 

 

 

設問３ 給食の量はどうですか。 

（全体） 

 

 

（男子生徒）                （女子生徒）

   

≪考 察≫ 

 給食の量は、学校給食摂取基準に基づいており、各栄養素や食品構成が定められている。

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運動量等によって弾力的

に適用することととなっている。設問３の全体の結果を見ると、「多い」が７％（27年度５％）、

「時々多い」が約 24％（27年度 22％）、「適量」の回答が約 41％（27年度約 38％）で、計
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約 72％（27年度計 65％）という結果になった。これに伴い「時々少ない」・「少ない」と答

えた生徒が昨年度に比べ減少したことになるが、その理由として各学校・クラス等での配

膳時に個々に応じた注ぎ分けをする等の改善がされた結果であると考えられる。 

 ただし、男子生徒全体では、「多い」・「時々多い」・「適量」の合計は約 59％（平成 27 年

度約 51％）、女子生徒全体では「多い」・「時々多い」・「適量」の合計は約 88％（平成 27年

度約 80％）といずれも昨年度よりポイントが上回っているが、男女別では大きな開きがあ

るため、今後も各学校・クラスで個々に応じて配膳量を調節できるよう、本人が申請した

り、給食当番が声掛けを行う等、一層の工夫が必要であると思われる。 

 

 

設問４ 給食は残さずに食べていますか。 

（全体） 

 

 

設問５ 給食を残すときの理由はなんですか。 

（全体） 
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（設問５ その他回答・29件） 

 ・５時間目に体育があるとき（２件）・体調不良（２件）・マスタードが苦手（２件）・味がこい（２件）・お腹いっぱ

い（２件）・本当に苦手もの、食べてみてから残す・わかめがメニューに入っているとき・少し薬のような味のするもの

がでるため、食べるのにていこうを感じる・たべづらい・人の髪やまつげが入っていた・きのことわさびが多い・果物

の皮など食べられないものがある・食欲がわかない・おかわりして残す・甘い 塩と砂糖の味が同時にする・小学校の

時とは違う味だから・次の授業でねむくなる・パンを食べるとおなかをこわすから・見た目がぐちゃぐちゃ・まずい・

やっつけられない・料理じゃない・給食の時間に腹痛になるから（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 60.0％で、平成 27年度（65.1％）と比較すると５ポイ

ント下がったが、平成 27年度と同様にその他の回答を大幅に上回っている。 

 設問５の理由として、「嫌いなものがある」が 26.1％で平成 27 年度（27.9％）より約２

ポイント下がったが１位となっている。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」との回答は 12.4％で平成 27 年度（9.5％）と

約３ポイント上昇した。引き続き、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」の回答は 24.8％と平成 27年度（27.4％）

から約２ポイント低下した。平成 27 年 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、喫食時間の確保に一定の効果があったものと思われる。給食センターに

おいて、盛り付けに時間がかかる「ご飯」については、２人で盛り付けができるよう、「し

ゃもじ」を各クラスに２本付ける等の改善に取り組んでいるが、各学校においても、喫食

時間の確保のために更なる工夫が必要であると思われる。また、４位「量が多い」が 18.9％

と平成 27年度（17.9％）比１ポイント上昇している。各学校・クラス等での配膳時に個々

に応じた盛り付けについての工夫が必要と考えられる。 

 

 

設問６ 今まで出た中学校給食のメニューであなたが好きなメニューは何ですか。（５つま

で） 

 （回答数 3,969件・上位 24位までを記載） 

  １位 カレー（「カレーライス」等類似回答含む）   436 

  ２位 ラーメン（「ラーメン類」等類似回答含む）   387 

  ３位 果物（「フルーツ」、「柿」等固有名称回答含む）  337 

  ４位 揚げパン（「ココア揚げパン」等類似回答含む） 229 

  ５位 枝豆アイス（「アイス」回答含む）        198 

  ６位 パン（「パン類」回答含む）           126 
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  ７位 ご飯（「白米」「米」回答含む）          108 

  ８位 味噌汁                     90 

  ９位 ハンバーグ                   76 

  10位 たまごスープ                 73 

  11位 ハヤシライス                  72 

  12位 牛乳                      68 

  12位 野菜チップス                  68 

  14位 フルーツポンチ                57 

  15位 汁物（「スープ」・「スープ類」回答含む）     55 

  16位 ジャンボぎょうざ（「ぎょうざ」回答含む）    51 

  17位 うどん（「けんちんうどん」回答含む）      50 

  18位 わかめごはん                 49 

  19位 サラダ                    44 

  20位 ガーリックトースト              43 

  20位 パンプキンケーキ（「かぼちゃケーキ」回答含む）43 

  20位 冷凍みかん                  43 

  23位 スパゲティ（「パスタ」回答含む）       42 

  24位 ジョア                    37 

  24位 麺・麺類                   37 

  24位 ゆかりご飯                  37 

 

≪設問６の考察≫ 

 設問６の回答は、１位（カレー）から５位（枝豆アイス）まではおおよそ想定どおりの

結果となったが、10 位以内に「味噌汁」（８位）、「たまごスープ」（10 位）が入っており、

それらの総称である「汁物」の回答も 15位という結果となった。このことは給食センター

において、汁物は、厚削りや出汁昆布、鶏ガラを使って毎朝丁寧に出汁を取って調理して

いる成果であると思われる。また、牛乳（12位）がジョア（24位）に比べ上位に入ってい

る。このことにより、設問７・「給食に対する感想や希望についてお聞かせください。」の

回答に散見されるように、牛乳はほぼ毎日のように提供され、残す生徒が多いとの否定的

な意見も見受けられるが、根強い人気を誇っていることが確認できる。 
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設問７ 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） 

・もう少しパン類を増やしてもいいかなと思います。めん類が最初すぐ切れやすく食べに

くかったけれど最近はそういったことがなく食べやすいです。 

・自分がからし物が苦手で、がんばって食べる時もあるけど、残してしまうこともあるか

らからい物が出る回数を減らしたり、してもらえると、うれしいです。 

・給食がたりなくておかわりする子が多いので給食の量をふやしてほしい。 

・残す人が多い。食べ足りない人もいると思うので、残菜はかなりもったいないと思う。

また、寿司・ステーキ・すき焼き・うなぎ・天ぷらなども出してほしい。高級なものが出

てこない。 

・給食を作ってくれることに対してはとてもありがたいのですがおいしい給食が少ないで

す。 

・おいしい給食をつくって下さい。 

・デザートがもうちょいほしい。（フルーツだけじゃなくて）○○ケーキとか。セレクト給

食、リクエスト給食がほしい。 

・ツナ料理を減らして下さい。ピザが食べたい。フライドポテトが食べたい 

・デザート系を出してほしい。セレクト給食をやってほしい。 

・おいしい。 

・スープ類などもあたたかくておいしい。 

・だいたいおいしい 

・サラダがおいしくない 

・野菜、おいしい！カレーがからい。 

・若どりの唐あげや、ラーメンを出してほしい。もっとイタリア料理を出してほしい。 

・お弁当がいいです。リクエスト給食がいい。ピザとか食べたいです。 

・もう少し時間がほしいのとからくないサラダがほしい。 

・毎日美味しい給食をありがとうございます。これからも残さず食べます。できたらもう

少し、その日に関連するものが増えるとうれしいです。 

・てんぷらやすしのような日本食を出してほしい。すこし時間がたって固くなる食べ物が

ある。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。量が同じくらいでおいしいです。 

・おいしい。 

・このままで良い。 

・ビビンバがすごくおいしかった。 

・クラス全体の給食の量が多い時があるので残ってしまう。 

・いつも給食をつくってもらって感謝しています。特に希望はありませんが、おいしい給
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食をつくってください。 

・もっと多く作ってほしい！！トマトが無いからうれしい！ 

・デザートを増やしてほしい 

・いつも、白米とフルーツが美味しいです。これからも、美味しい給食を作ってください。 

・給食おいしいですが、もう少し時間があるとうれしいです。 

・私はあまり給食よりべんとうの方が好きだが、みそ汁やスープは温かいので好きです。 

・とてもおいしい。 

・いつもおいしい給食をつくってくれてありがとうございます。 

・いつも、おいしい給食を作っていただきありがとうございます。 

・自分は魚がでる時は、魚を残すことが多いので、もっとおいしく作ってください。 

・セレクト給食とゆうものを作ったらどうですか、たとえば、30日や 31日とかにセレクト

給食をしたらいいと思います。セレクト給食とは、「牛乳 コーヒー牛乳 フルーツ牛乳

など、ほかにも、そうゆうのを作ってほしいです 

・いつもおいしいです！残すときもあるけど女子の日は大体おかわりします！これからも

よろしくお願いします 

・とくにないです。 

・いつもありがとうございます。うちのクラスは牛乳が人気です。 

・味がこい 

・この間、スープに虫が浮いていたから、そういうところを直してほしい。 

・いつもとてもおいしく、給食の時間が大好きです！！ 

・正直に書かせていただきます。小学校の方が給食がおいしいです。中学校のは、たべる

ときはだいたいつめたくておいしくないです。野菜は私からすると味がないか、こいドレ

ッシングがかかってると思っています。あとマスタードやき等は苦手な人が多いと思うの

で、だす回数をへらした方がいいと思います。学年ごとに味をかえる等一てま加えると、

残菜も少なくなるのではないかなと思います。長文失礼しました。 

・もっとおいしくして欲しい 

・パンをもう少し、増やしてほしいです。（回数） 

・牛乳は本当にいるのか？和食の時に牛乳を飲むのがつらいと思う。 

・サラダの味があまり良くない時がある。からしのような味はあまり良くない 

・アップルパイなどを作ってほしい。 

・もう少し量を多くしてほしいのと、たまにサラダの味がおいしくないときがあるので、

そこを改良してください。あとカレーめっちゃうまい。 

・特になし 

・マスタードみたいなあじのするやさいやそれをのっけた肉をださないでほしい 

・これからもよろしくお願いします。 

・なし 
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・特に無いです。いつもふつうにおいしい 

・ほとんどのものが、バランスのとれた食事ではあるが、中には、食べにくい味のするも

のがあり、残してしまうことが多い。（私の場合は、好き嫌いが激しいという点もある） 

・パンは、甘いのとかで、いいから、味をつけて欲しい。 

・おいしい給食を作っていただき、ありがとうございます。いつもちゃんと食べています。

給食で作ってほしいと思うのは小学校のときに出たジャンボぎょうざが作っていただけ

たらと思います。 

・給食をおかわりできる量が残っていることが多く、うれしい。比較的おいしい。 

・りょうをふやしてほしい。 

・特になし 

・毎日とてもおいしいです。これからもおいしい給食をお願いします。 

・いつもおいしくいただいています。 

・野菜にからしを入れないでほしい。からしが苦手なので、からし料理を少なくしてほし

い。 

・いつもおいしいです。作ってくださり、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願いします。 

・基本的には毎日おいしいと感じます。ただ、料理（特にサラダ）にマスタードが入って

いることが多いと思います。そこを改善していただけると嬉しいです。 

・ほとんどが、とてもおいしいです。でも、少し量が多いので減らしてほしいです。それ

と、秋はとくにキノコ類が多く出るので出す回数を減らしてほしいです。 

・私は、いつも給食がとてもおいしく、食べているのでそれを作ってくれる人や考えてく

れる人にとても感謝しています。ですが私、辛い物が苦手なのでもう少し辛い物をなくし

てほしいと私は、思います。 

・手が汚れないものがいい。食べずらいのはやめてほしい。 

・もう少し、デザート類を多くしてほしい。デザートがあると、テンションがあがる。給

食の量が多い。 

・いつも、おいしい給食をつくって下さって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。しいていえば「ジャンボぎょうざ」が食

べたいです。 

・とてもスープ類がおいしいです。ジャンボぎょうざを出して欲しいです。プラスチック

の皿で使いやすい。 

・個人的に、もうすこしパンの日をふやしてほしいです。いつもおいしい給食をありがと

うございます。 

・とてもおいしい給食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をありがとうございます。 

・給食の量はいつも適量で、おいしいです。 
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・給食はおいしいけれど時に嫌いなものがあってのこしてしまう。 

・いつもおいしく食べされております。だけど、自分が思うのは、量が少ないと自分は思

いました。もし良かったらもうちょっと量を多くしてもらえればなーと思います。 

・小学校の給食と比べるとあんまり美味しくないし、マスタードが入っている料理は個人

的には美味しくないし、嫌い。できれば残したいぐらいに。（いつもは牛乳とかで流し込

んでいる。 

・たまに、量が多い時や少ないと感じることがある。 

・小学校には“セレクト給食”という物がありました。これは、飲み物やパンなど“３つ”

ぐらいの中から自分たちで決めて、決められた日に選んだ物がでてきました。“セレクト

給食”できたら、やってほしいな！と思います！ 

・白い米がきらいだからお茶づけとか、わかめごはんとか味があるやつがいい。白米の時

はおかずが味がこくないとたべれない。マスタードのチキン？みたいなのが前でて、マス

タードが多すぎて、マスタードの味しかしない。 

・私が苦手な給食は、マスタードみたいな味がするサラダです。クラスのみんなも言って

いますので、かいぜんしてみては。メロンパンなどパンはとてもおいしいです 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。コーヒー牛乳とかってないのですか。 

・野菜や魚がからいことが多いのでもう少しだけからくないようにお願いします。 

・特になし 

・サイコロステーキがたべたいです。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。これからもおねがいします。 

・牛乳の量がすくないと思う。 

・まめとさつまいもの大学なんとかみたいなやつあまりおいしくなかったです。色もへん

でした。 

・スパゲッティーのめんがやわらかすぎて切れてしまい、食べにくいのでなおしてほしい

です。 

・特に無し 

・旬のものなどが良く出て、とてもおいしいです！これからもよろしくおねがいします！ 

・予算をあげてもいいから、もっとおいしくしてほしい。魚が多すぎる。同じようなメニ

ューが多い。 

・カレーが絶対にうまかった。 

・給食おいしいです。 

・わかめがたくさんはいっていてうれしい。 

・いつも、おいしい給食をありがとうございます。これからもえいようバランスを考えた、

おいしい給食を作ってください。 

・いつもありがとうございました。 
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・美味しいです！ 

・コーヒー牛乳を出してほしいです。 

・ふだんはあまり食べない食材があって良いです。 

・くだものやデザートを増やしてほしい。（枝豆アイスが食べたい） 

・もう少しご飯が温かいと嬉しい。寒い季節は冷たい物ではなく温かい物が良いです。 

・今もおいしいから、これからはおいしいものをつくってほしい。 

・小学校の時と違って良い所は、保温されていること。スープが冷めていたりしているけ

ど、中学校になって変わった。また皿が割れる心配がなくなったのもいいと思う。（以前

はプラスチックじゃなかったから） 

・小学校の時みたいな給食が食べたいです。果物をたくさん食べたいです。 

・小学校のころ出ていた枝豆アイスが食べたい！牛乳ばかりではあきるので、たまにはジ

ュースとか出たらうれしいです。 

・特にないです。 

 

（２年生） 

・時間を早めてほしい 

・ビーフストロガノフを出してほしい 

・少し量が多い。食べる時間が少ないので残してしまうと思う。 

・いつもありがとうございます。 

・もうちょっと量を減らしてください。 

・毎日、素晴らしいご飯をありがとうございます。 

・ぎょうざのタレをつけろ 

・おいしい給食がいつも食べれるのでうれしいです。 

・わしょくやだ！！ 

・もうちょっとおいしくしてほしい 

・時間がもっとあれば、もっとゆっくり食べれるし、もっと食べのこしもへると思う。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・超おいしいっです。これからもよろしくお願いします。もっとアイスとかふやしてくれ

たらもっと良いです。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます！ 

・時間をながくしてほしいです。 

・特になし。 

・甘いのが大好きです！！ 

・わさびサラダはきついからやめてほしい 

・さいきんの給食は見ためが悪い。あじもあまりおいしいといえません。 

・もう少し、おいしいものを作ってください。 
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・時間をもっと増やしてほしい（食べる時間） 

・僕が好きな食べ物をつくっていただきありがとうございます。 

・デザートをもっと増やしてほしい。 

・デザートを増やしてほしい。 

・フルーツを増やしてほしい 

・おいしいです。 

・丼は箸だけでなく、スプーンも出してほしい。（時間の関係上）個人的な意見だが、サラ

ダにわさびやからしは合わないと思う。私は茸が嫌いな訳ではないが、ほぼ毎日、出るた

め、だんだん茸が飽きてきた。そのため少しずつ茸を出す頻度を減らしてほしい。 

・ラーメンを週１でだしてほしい。わさびのサラダ（？）が「ツーン」としててちょと苦

手だからやめてほしい。いつもおいしい給食ありがとうございます！ 

・なし 

・きのこを少なめにしてください（マッシュルームやしいたけなど）おいしいです！いつ

もありがとうございます 

・特にないです。 

・野菜にわさびや、からしをまぜないでください。からいのが苦手です。 

・おいしいですが、あまりチヂミやわさびの入ったサラダは好きではありません。 

・とてもおいしいです。また豆類を出す頻度を少なくしてほしいです。 

・特にありません 

・野菜の味つけを変えてほしい。 

・特になし。 

・一中の給食不味いから栄養士変えて。金はらってるのに不味とかありえない。意味わか

んない。 

・上に記したメニューはとてもおいしく、何回もおかわりできる。 

・特に無し。 

・特になし。 

・同じものがでることが多い。牛乳はやめてほしい。カレーが辛いことがある。野さいに、

わさびが入ってるのが出ることがおおい。おいしい給食をありがとうございます。 

・辛いサラダ嫌い 

・メニューでの量が多い気がします。もう少し普段の作る量を減らしてもよいのではない

でしょうか。 

・特になし 

・油っぽいものを少なくしてほしいです。 

・おいしいです。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・とくにありません 
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・おいしいよ 

・もっとふやして 

・おいしい給食をお願いします。 

・小学校より量が多くて、食べきれずにいます。もう少し量を調整してください。 

・野菜がおいしくないことが多い。わさびの野菜おいしくない。 

・特になし。 

・からしの入ったメニューが苦手です。からしの入ったメニューの日は、残している人も

多い気がします・・・。 

・いつも、おいしい給食をありがとうございます。残さずに食べます。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。全部同じくらいおいしいので、好きなメ

ニューはないです！これからもよろしくお願いします。 

・野菜のからしあえのからしはなくていいと思います。魚のみそ焼きみたいなのの“みそ”

がからいです。（しおっからい） 

・いつも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。 

・以たような食べ物が多い 

・とてもおいしいです。 

・ないです。 

・おいしいです。 

・たまにアイスとかでる時がうれしいです。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。栄養のバランスも良く、嬉しいです。こ

れからもよろしくお願いします。 

・いつも、作ってくれてありがとうございます。 

・もう少し、おいしい物をつくってほしい。 

・からし入りの野菜をやめてほしい。中華料理をやめてほしい。 

・もっともっとおいしい料理がでたらステキ。 

・いつも美味しいです！ 

・ちゅうかりょうりがおおいから、やめてほしい。 

・いかはあまりおいしくない。 

・いつもおいしい結食をつくって下さり、ありがとうございます。 

・特になし 

・いつも、おいしい給食をありがとうございます。 

・もっとラーメンとか牛丼とか出してほしいです。からしサラダやゆずのいか等は味付け

が大人すぎて苦手です。ジュース出してほしいです。 

・野菜がまずい。からしの味がする、まずい。いつもそればかりであきる。同じメニュー

ばかりな気がする。食べずらい。それじゃ食べないだろ、と思うものがたまにある。手で
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食べたくない。 

 

（３年生） 

・辛いものはやめてほしいです。肉と魚を１：１くらいの割合で出てほしいです。 

・野菜のマスタードのやつやめてほしい 

・野菜のからし和えとか肉にコーンをまぜたりするアレンジ料理的なものやめて欲しい。

食えない。魚のマスタード焼きとか。 

・えだまめアイスを増やしてほしい。肉を増やしてほしい 

・全体的においしいですが、普通の味付けだとより良いです。 

・おいしいものが多く、嫌いなものが出ても残さずしっかり食べています！！あと、小学

校の頃にさつまいもとりんごのパイがでたことがあるのですが、あれすごく美味しいので

ぜひ作ってください！よろしくお願いします！！ 

・マスタード（からし）を野菜にまぜないでください。そして、はちみつをまぜるのもイ

ヤです。そのような、変な料理のおかげで残菜が増えるのではないかと思います。もっと

普通の料理が食べたいです。あれを出したら、残すのはあたり前でしょう。 

・からそうなのやめてほしい 

・からしやマスタードであえたりかかっているメニューは好きじゃないです。 

・おいしいのでいつも通り食べられたらそれでうれしいです。 

・とくにない。 

・マスタードとかからしとかそうゆう系が苦手な人はたくさんいると思うからやめてほし

い。 

・マスタードを使わないで下さい。野菜にからしを混ぜないで下さい。 

・野菜のからしあえ、わさびあえ、マスタード焼きがきらいです。フレンチサラダ、サラ

ダのドレッシング辛いのが多くてきらい。 

・からし、わさび、粒マスタード味の料理はやめてほしい．．．。 

・フレンチサラダやめて下さい。 

・からし（マスタード）を多用しないで下さい。同じ味しか食べてない気がします。わり

とマジで。おいしいものはおいしい。それでこわされている気がします。 

・魚介類の出現回数を下げてほしいです。パイナップルが食べたいです。 

・いつもおいしいので、これからもがんばって下さい。 

・特になし 

・ハニーサラダなどの変なアレンジはいらないと思う。メニューを考え直した方がいいと

思います。 

・フレンチサラダ？（マスタードのやつ）が好きじゃない 

・サラダの味つけをきちんとしてほしい。魚の骨をなくしてほしい。マスタードをやたら

に使いすぎ。基本的にはおいしいです！ 
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・みかんメロンかき以外のフルーツを多く出してほしい。 

・グリーンピースとコーンをもっと減らしてほしい 

・フレンチサラダ やだ もっと、レパートリーを増やしてほしい。かぶってる 

・フルーツ類を多くして下さい。グリーンピースとキノコの出る率が多いです。 

・辛いものの比率が高い感じがします。 

・量を増やしてほしい 

・４時間目を給食の時間にしてほしい 

・いつもおいしい給食です。 

・残ってしまうのがもったいない．．．とおもうことがたまにあるのですが、なかなか減ら

せません。自分は大体１日に３回くらいはおかわりをする人ですが、あまるとすごくもっ

たいないと思ってしまします。（給食のせいではないですが）もっとみんなが食べてくれ

るようにと思います。 

・給食は低コストの中でバランスが取れた美味しいものを作って頂けていると実感してい

ます。いつもありがとうございます。ただ、給食をどのくらい盛れば残さずに配ぜんが出

来るかまだコツがつかめていな人も多く、おかわりをする人も少ない為誰も手をつけない

食材が残ぱんとなってしまいます。写真以外に何か対策が必要だと思います。それとご飯

が多すぎてどうしても残ってしまいがちです。どうすれば良いのか私たちでも分かりませ

ん。すみません。 

・サラダでわさびやマスタードあえみたいなのが出た気がするのですが出来ればあえない

でほしいです。カレーなどが辛いのでもう少し甘いと嬉しいです。コーンのひんどが高い

のがつらいです。くだものは毎回おいしくてよくおかわりをしてます。マカロニグラタン

のようなやつや、さつまいもの料理はとても好きです。 

・丼ぶり類の時にもう少し量を減らしてほしいです。 

・特にない。 

・特に無し。 

・アイスを増やしてほしい 

・同じメニューが多いと思った。 

・量が少ない 

・パンの日を増やしてほしい 

・いつもおいしいです。 

・フランス料理が食べたいです 

・あげパンをもっとあっさりめにして欲しい。 

・マスタードのサラダ？が少しからい。 

・毎日私たちのためにつくってくれてありがとうございます。 

・麺が、固まっていたり、のびたりしている。 

・果物類を多くしてほしい 
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・前に出たパン（？）（名前は忘れました）ビスキュイパン（？）が手で食べるには少しツ

ラいかな、と思いました。味は良かったです。 

・いつも美味しいけれど、時々量が多いです。 

・からしの野菜が苦手です。 

・いつもありがとうございます。 

・いつもおいしい給食をたべさせてもらっているので、これからもおねがいします。 

・私はどの副菜（？）もおいしいと思うのですが、中には「からし嫌い～」とか「わさび

苦手～」という子が多く、おぼんの上に副菜がない子（みんな戻します。）が多々います。

なので、もう少しうすく（？）してくださると、戻す子が減り、良いと思います。いつだ

か忘れてしまいましたが、（何かも忘れてしまいましたが）麺類がとりやすかったです。（く

っつかずに）ありがとうございます。 

・とくにありません 

・いつも給食を作って下さってありがとうございます。おいしい料理もありますが、私は

からしが好きではないので残してしまいます。なのでからしを少しひかえてほしいとたま

に思います。 

・スパゲティの時に、スプーンも出して欲しいです。デザートがおいしいです。 

・種類が多いのは良いが、普通のメニューにしてほしい。 

・マスタード系は出さないでほしい。 

・特になし 

・野菜の味がダメ 

・女子や好ききらいが多い人がたくさんいてたくさん給食がのこってしまってかなしいで

す 

・特になし 

・もっと残ぱんがへるように工夫してほしいと思う。たぶんもう少しへっても大丈夫だと

思う。税金もったいない。 

・とくにありません 

・ありません。 

・おいしいです 

・いつもありがとうございます。給食は毎日楽しみですが、量が多くて残してしまうこと

があります。ごめんなさい。けどなるべくたべるようにするのでこれからもよろしくお願

いします。 

・女子としては少し量が多い時があります。 

・太りそうなものばっかり出さないで下さい。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・特にありません 

・量が私にとっては多いです。 
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・とくにない 

・ごはん類があまっていて、もったいないと思います。 

・パン類をもうちょい増やしてほしいです。 

・おいしい 

・クッキーのきじがかかってるパンを、もっとやいてほしいです。 

・特になし。 

 

（１組） 

・魚、肉、やさいが、毎日りょうがほぼおんなじくらいだしたまにデザートがでるときも

あってどれもおいしいです。 

・まいにちぼくたちにおいしい給食をつく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。 

・毎日家で料理を作っているので毎日作ってくれるというのはすごくありがたいと思いま

す。毎日おいしい料理を作ってくれてありがとうございます。 

・毎日、おいしい給食をありがとうございます。 

・僕は、この前食べた時は肉の粒マスタード焼きが一番おいしかったです。 

・いつもおいしくご飯上手に食べています。 

・いつも給食とてもおいしいです。いろいろな給食楽しみにしています。 

・いつも、給食が美味しくて、元気をもらっています！ありがとうございます。今後も、

私達のために美味しい給食をよろしくお願いします！ 

・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。ぼくは給食が大好きです。 

・いつも給食ありがとうございます。毎回とても美味しい料理で、みんなのおなかをみた

してくれています。これからもよろしくお願いします。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。一つリクエストがあります。わかめご飯

のしおっけをもうちょっと強くしてほしいです。 

・いつも給食オイシクいただいています。ありがとうございました。 

・いつもおいしいきゅうしょくをつくってくれてありがとうございました。 

・毎日おいしい給食ありがとうございます。 

・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。 

 

 

（狛江第二中学校） 

（１年生） 

・量がすくないからもっと、たくさん量をふやしてほしい 

・もっと肉料理などのたくさんのバリエーション、種類の給食を食べたいです。 

・出来上がったばかりの物を食べたい。なるべく残さないようにしたい。食べ残す人がい
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たら無理やり食べさせてあげようと思う。もっと糖度の高い物を出してほしい。いつもお

いしくて、おいしくて仕方ないです。 

・いつもおいしい給食をつくってくださりありがとうございます。 

・いつもおいしいきゅうしょく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

しくおねがいします。 

・もうちょっとおいしいのが良い 

・給食はおいしいです。カレーライスをできれば多く出してください。家のべんとうにも

してほしい。 

・めんがかたいときがある。スープがあじがうすいことがある。 

・毎日リクエスト給食がいい。やさいをださないでほしい。ぎゅうにゅうじゃなくてカフ

ェオレがいい。月に５回はべんとうにしてほしい。 

・たまに量が多いけど適量のときの方が多いです。おいしい給食をありがとうございます。 

・サラダはいつも 1パターンなのでゆでない野菜などにしてほしい。 

・たまに出てくる、からしの野菜で、からし野菜を無くしてほしいです。 

・メニューをもっと豊富にしてほしい。くだものやデザートも増やしてほしい。 

・給食は、おいしくていいのですが、たまに量が多いと思うので、少し減らしてもらえる

とうれしいです。いつも給食ありがとうございます。 

・もう少し個数もののおかずの大きさを小さくしてほしいです 

・給食がない時は給食のこん立をかかないでほしいです。たまに、メンにかけるルーが少

ないと思います。 

・野菜がたくさん入っていて栄養で健康によいと思う。さいきん肉を作った物が多い。少

し甘い物を出してほしいです。パンとか、でてほしい。すっぱいのがあまりおいしくな

い・・・ 

・魚すっぱい。まーおいしいです。 

・時々きらいな物がありますが、おいしいです。魚を減らしてくれるとうれしいです。 

・フルーツの時とスープの時のひん度が１週間に一度変わるぐらいなのでもっと混じえて

ほしい。あと、少し大人っぽい味つけのものが多いのでもう少し子供の喜ぶようなメニュ

ーにしてほしい。（増やす） 

・牛乳を無くす。 

・給食はとてもおいしいためこれからも美味しい給食を作ってほしい。 

・毎日、おいしい給食がでていて、バランスも、よいから、毎日の楽しみです。もう少し

パンを、ふやせれば、ふやしてください。 

・たまに出るわさびみたいな味がするサラダは、出るひんどをすくなめにしてほしい。リ

クエスト給食を作ってほしい。からあげをたくさん出してほしい。デザートを多くしてほ

しい。パンを多くしてほしい。 

・特になし 
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・量を少し減らしてほしい。 

・今まで、けっこう食べてきているし、たまに、お腹が痛くなるときがあり、食べる量が

少なくなるときはあるけど、それ以外は普通に食べてるし、おいしいと思う。 

・あげものとかよりも、どんぶり系の方が、おなかもいっぱいになるし、いいと思います。 

・ニ中の給食は、とてもおいしいです。リクエスト給食や、バイキング給食やりたいです！ 

・いつも、バランスが良くて、おいしい。パンがあまりでないのでパンも少しふやしてほ

しい。 

・米ばかりなのでパンもだしてほしい。フルーツがおいしい。リクエスト給食をつくって

ほしい。 

・私は、みそラーメンがとてもおいしいと思います。私は、野菜は家であまり食べない人

ですが、給食に入っている野菜だと、おいしく食べることができます。これからもだして

ほしいです。 

・毎日、おいしい給食をありがとうございます。これからは、のこさないように早く食べ

たいです。 

・おいしいのもはおいしいし、きらいなものはおいしくないときもあります。そして、や

さいのあじのからしなどはまだ、食べることがむずかしいです。（１年生には） 

・給食の量を多くしてほしい。いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・チーズハンバーグを給食に追加してほしいです。しそは入れないでください。牛乳がお

いしいです。 

・学校の給食はおいしくて、栄養バランスが良いのでとくに希望はありません。これから

もよろしくお願いします。 

・今までどうりで良いです。量をもう少し増やしてほしい。 

・いつも作ってくれてありがとうございます。いつも、おいしいです 

・いつもおいしい給食をつくって下さり、ありがとうございます。できれば、果物が少な

くなると幸いです。 

・子どもに人気のあるおいしい食物をもう少し多くして、できるだけ、残さないようにし

てほしい。（ポテトフライ、からあげ、ハンバーグ（in チーズ）など）いつもおいしい給

食をありがとございます。これからもよろしくお願いします。 

・揚げ物など、少し油っぽいことが多いので気にしていただければ、うれしいです。 

・きなこあげパンの出る回数をふやしてほしいです。野菜でわさびなどが入っているのが

すごく残る時があるのでもとから少なくしてほしいです。スイートポテトやリンゴパンを

出してほしいです。いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・わさびやキムチがひんぱんに出るので、出す回数を少しでいいから減らしてほしいです。

牛乳をビンからパックに変えてほしい。落とすとあぶないから。 

・ジャージャー麺、とってもおいしい。枝豆アイスもおいしい。あげパンも、全部おいし

い。 
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・小学生の時は、中学生の給食がおいしいのが、不安でしたが、給食がすごくおいしかっ

たので、すごく良かったです。なので毎日おかわりをしています。いつも、おいしい給食、

ありがとうございます。 

・メニューのバリエーションもありおいしいと思います。 

・フライドポテトを出して欲しい。魚の出る日が多いので少なくして欲しい。 

・同じような物だけじゃなくて違う物も食べたい。 

・いつもおいしく食べています。希望は枝豆を食べたいです。また、いつも作ってくれる

がありがとうと伝えたいです。 

・枝豆が月に２回～３回の、ペースで、出てくれるとありがたい。とてもおいしいので、

個数ものなどは、いつも、ジャンケンに参加している。 

・からい物をへらしてください（キムチとかマスタードとか） 

・量を増やしてくれるとありがたいです。フルーツオ・レ一回出してみてください。いつ

もおいしい給食ありがとうございます。 

・マスタードがはいっているやつがいやです。何とか丼のさらいっぱいぐらいのえだ豆を

だしてほしい。いつもおいしいきゅうしょくありがとうございます。 

・もっと量を多くしてほしい。主菜をもっと多くしてほしい。味をこくしてください。カ

ロリーをもっと取りたいです。 

・〈パン系を多くしてほしい。〉あたたかいパン！（焼きたてまでは言わない）白米率が高

い。。からしをサラダに入れないでほしい！でも他のドレッシングのサラダはすごく美味

しい！！〈カロリー＆脂質が少し高い。〉  〈 〉は重要。 

・僕は大体のメニューが好きですが、少し嫌いな物があります。例えば野菜のからしあえ

などです。それ以外は大体好きです。 

・わさび入りのサラダをわさびなしにしてほしいです。ジョアをもう少しふやしてほしい

です。牛乳の回数をなくしてほしいです。とてもおいしい給食です。ありがとうございま

す。 

・さといもコロッケをもっと出してください。ジャージャーめんをもっと出してください。

野菜やサラダにからし風味やわさび風味を付けないでください。 

・いつも、おいしく、食べやすくお腹いっぱいになります。お皿も、小学校の頃と違って

プラスチックなので割れなくていい。 

・とてもおいしい給食です。これからの行事にあわせて作ればおいしいと思います。たと

えば、七五三それにあわせてなにか作ればいいと思います 

・いつも対応してもらってありがとうございます。 

・カレーライスは小学校の時よりおいしい。枝豆アイスは、みんなにも人気があるので、

月１で食べたい。野菜のからしや、マスタードがあえられたものはあまり人気がない。 

・量が多い（自分的に）。でも、ジャージャーめんはおいしかった。 

・うまい 
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・自分はすきなものはあるけどめんなどがかたまっていてめんじゃないものがあったり２

日連続でおなじような野菜がでたりだいたい手作り系のやつがちょっときらいです。パン

など果物は好きです。できれば弁当にしたい。 

・僕は毎日給食を楽しみにしているので多くの人が楽しみになるように頑張ってください。 

・コロッケをもっと多くしてください。サラダを少なくしてください。１位から５位のも

のをもっと多くだしてください。ジュースを出してください。パックの牛乳にしてくださ

い。（濃度 3.6） 

・白米はすこし、ベチャベチャで、食べにくい時があります。僕は「きょうせい」をして

いて歯と、「きょうせい」の間にはさまりますが、歯が痛い時はすごく食べやすいです。 

・少しかたいときややわらかすぎるときがある。めんが切れて短かいときがある。かたま

っているときがある。味つけがこいときがある。 

・食べる時間が少ないから、ゆっくり食べたい。 

・べつにそのままでいいです。 

・おいしいことが多いけど、おいしくないこともあるので、その辺も改善していただける

とありがたいです。 

・おいしい時とおいしくない時がある。 

・もっと量を増やしてほしい。 

・時間が少ないのでもう少し量をへらしてほしい。ときどき、スープや、丼系の物でスプ

ーンがないことがあるので、ちゃんとつけてほしい 

・お肉などを多くしてほしい。ときどきサラダがおいしくない。がんばってください！ 

・ふつうの料理が食べたい。（ゴチャゴチャした名前の物ではない）人によって変わると思

うけどもう少しご飯の量を多くしてほしい。野菜を辛くするのが印象的だ。（辛い味つけ

にする）「辛い」という声が出ている。 

・時間（たべる時間）がいつも全然ないので、もう少し量を減らしてほしい。スープが出

てきたのに、スプーンがないことがあるので、スプーンをつけてほしい。食器を出すのが

やりにくく、時間がかかる。残飯をもとのところに戻さないといけないから、片づけが全

然できない。バケツとかがほしい。 

・おいしいものもあればおいしくないのもある。 

・もう少し量が少なくてもいいと思います。また、少し油っこいなと思うときがあります。

とても味がこいのでもっと薄くしてください。 

・中学校に入っていきなり給食がまずくなった。給食をおいしくしてほしい。ほとんど毎

日のこしてしまうので 

・子供のみかくにあわしたほうがよいきがします。 

・小学校の時の給食もおいしくて、中学校の給食を初めて食べる時どんな味かドキドキし

ていました。ですが、とてもおいしかったです。いつも、おいしく食べさせてもらってい

ます。母の仕事が給食の調理補助なので給食をつくるときの大変さはいつも聞いています。
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いつも、作ってくれてありがとうございます！これからもおいしい給食を作ってくださ

い！ 

・枝豆アイスの枝豆ぬいて出してほしい。もしくはもっと出してほしい。パンをもっと出

してほしい。 

・もっとほかのしゅるいのアイスもだしてください。みそ汁をもっと出してほしい 

・たまごスープ（中華スープ）の日が多いと思います。みそ汁を増やしてほしい。スパゲ

ッティの日を増やしてほしい 

・おいしくないです。とうふは絹ごしがいいです。デザートをもっと多く食べたいです。

出来るだけ白い米が食べたいです。 

・めん類を増やしてほしい。 

・食べる時間が少なすぎると思う。 

・何でいつもサラダにからしが入っているんですか？ 

・野菜の味にからしがあるのですが、普通の野菜がいいです。デザートをできるだけふや

してほしい 

・できれば食べたくない。弁当がいい 

・サラダをもっとがんばってほしい。週１でカレーでいい。セレクト給食にしてください 

・サラダをがんばってほしい。うどんが食べたい（つめたいの）枝豆アイスもっとだして 

・ほとんど、おいしいが、からし合えの味があまり、好きでは無い。 

・めん類を多くしてほしい 

・いつもおいしいです。これからもおいしい給食お願いします。 

・もっとおいしい給食をつくっていただけたらありがたいと思っています。からしあえな

ど、野菜料理？がおいしくないことがあるので、改善してもらえたら有難いです。 

・味つけが濃い物や、うすいものがあるので、もう少し、しっかりとしてほしいです。 

・めん類を多くしてほしい。量が多い時と少ない時があるので適量にしてほしい 

・少しメンがかたい。量が多い。 

・果物を少しふやしてほしい。 

・からしの味がする野菜をやめてほしい。 

・いつもおいしいです。私が食べたいのはフルーツポンチです。 

・もっと中学生が好きなメニューを考えて欲しいです。 

・なし 

・10/10（木）に出たたこ入りのおこのみ焼きみたいなやつが一番おいしかったのでもう少

し増やしてほしい。人参を減らしてほしい！焼き魚。とり肉のやつが多すぎる。 

・おいしくない物だけじゃないのですが、自分勝手な事ですけど、変な味がおおい？みた

いな事を思うのが多いのでふつうな物にしてほしいです。あげパンなど、変な味つけをし

ない物をだしてほしい。 

・ハンバーガーを出してほしいです。野菜に入っているからしを入れないでください 
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・おいしくない。フルーツポンチをたくさん出してほしい。パンもたくさん出してほしい。

野菜がおいしくない。 

・とてもおいしいことが多く、いつもまんぞくしています。でもジョア、アイスなどもっ

と特別な時をふやしてほしい。 

・給食は美味しいが、給食の献立のパターンが似ているものが多いと感じた。（料理の組み

合わせ）小学校と比べてしまうと小学校の給食の方が美味しい。 

・いつも給食はおいしいけれど時間がなく完食することがあまりないです。パンを増やし

てほしいです。 

・給食はとても、おいしいので、毎時間楽しみにしています。これからも、おいしい給食

をお願いします。 

・毎食毎食おいしくていつも楽しみ４時間目の終わりを待っています。希望は、フルーツ

ポンチ、ジャンボギョーザ、セレクト給食！！ 

・加工食品が出る時がもしあったら、同じ場所で作っているものの原材料に特定食品の７

種類が入っていたら、その記入もしてほしい 

・いつも栄養バランスを考えてつくってくださりありがとうございます。おかげでけんこ

うに生活をおくることができました。 

・人気メニューをもっと出してほしい（カレー・スパゲティ・あげぱん）など 

・焼きギョーザを出してほしい。枝豆アイスを多く出してほしい。栄養バランスが整って

いて良い。 

・あんまり、好きじゃない。 

・たこが入っていておこのみやきみたいなやつがおいしかったです。ぎょうざ ふつうの

ハンバーグ じょうゆラーメン コーンスープを入れてほしい。セレクト給食をつくる、

クロワッサン パイナップル チョコパン 

・中学生が好きなメニューを考えてほしい。 

・給食の栄養バランスと量はいいと思います。またおいしいものきたいしています。 

・アイスがたべたい。ケーキがたべたい。ぎょうざが食べたい。パラパラしたお店のよう

なチャーハンが食べたい。 

・少し辛い物などが多いいので、へらしてほしいです。あと果物をもっと出してほしいで

す。 

・セレクト給食にしてほしい 

・うまい！いまないものでなにかうまいものがほしい。納豆がほしい。 

・焼きギョウザ、むぎ茶、を入れてほしい。量が足りない。シュールストレミングがほし

い 

・ハンバーガーだしてください。量を増やしてください。みためが少しぐろいやつはやめ

てください 

・パンやめんのときを多くしてほしい。ミルメークが欲しい。牛乳にまぜるやつ。（コーヒ
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ーミルク味？になる） 

・給食を作ってくださりありがとうございます。実は給食が少なくて（少しだけ）おなか

が減ってしまうことがあるので少しだけ量を多くしてください。そして、めんの量を多め

にしてください。野菜できのこばっかなので少しへらしてください。 

・給食を毎日、作って、運こんでくれてありがとうございます。カレーライスがあますぎ

るので、少し、からくしてください。肉料理をふやしてください。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。なるべく、のこさずたべています。 

・なっとう、ジャンボぎょうざやからあげなどが出る物の中に入っているとうれしいです。

いつもおいしいのでこれからもがんばってください。 

・とくになし 

・デザートが食べたい。 

 

（２年生） 

・いつも給食を作っていただきありがとうございます。マスタード味の野菜が苦手なので、

違うものを作ってほしいです。 

・量が少ない。もうちょっと増やしてくれ。ください。 

・もう少しだけカラシのサラダのカラシをぬいてもらえるとありがたいです。量がもっと

ふやしてほしい 

・もう少し量があった方がいいと思った。 

・デザートが出る日があまり多くないから、もう少し出る日を増やしてほしい。 

・ジョア以外にも、コーヒー牛乳とかが飲みたい。野菜のレパートリーが少ない。もっと

美味しくしてほしい。 

・時々、油っこいので気持ち悪くなる時があります。他はすごくおいしいです！ 

・もう少し量がほしい。 

・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。量も適量でとても満足し

ています。 

・時々、量が多かったりするので、量の事を少し改善して欲しいです。 

・食器が出しにくいです。今後ともよろしくお願いします。 

・時々、量が多いかなとともいます。でもいつもおいしいので、うれしく食べさせてもら

ってます。ありがとうございます。だけど、私は野菜が苦手で、みんなが好きな、トマト

とかを取り入れてくれたら、うれしいです．．．。お願いします！おいしいので、これから

も作っていただけるとうれしいです。ありがとうございます。 

・給食の量が少ないので、もう少し増やしてください。おかわりする時、もらえる量が少

なくてがっかりする事がありました。その点の改善をお願いします。いつも給食を作って

くださり、ありがとうございます。 

・毎日。おいしい給食を作っていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもよ
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ろしくお願いします。いつもありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。とてもおいしいからもっとゆっくり食べたいです。 

・おいしいです。もう少し、人気のあるメニューは、量を増やしてほしいです☆ 

・時々少ないので、もう少しふやしてほしい。野菜のメニューをもう少しふやしてほしい。

いつもありがとうございます。 

・フルーツのデザートを増やしてほしいです。マスタード焼きではなく塩焼き魚を食べた

いです。 

・野菜のからしあえがおいしくないのでやめてほしいです。米の量が少ないです。牛乳が

嫌いなのでお茶にしてくれるとうれしいです。見た目が悪い料理が多いです。 

・給食はおいしいのですが、量少なめです。 

・特にありません。これからも美味しい給食をよろしくお願いします。 

・このままがいいので変えないで欲しいっス。 

・いつも給食を作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。 

・量が少ないです。ご飯類や麺類はおかわりがぜったいできるけど、コロッケや、肉など

がじゃんけんで勝たないと食べれないから、単品はでかくしてください。野菜がおいしく

ないです。たまにからい。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。しかし、時々量が少なかったり、あまりお

いしくないものがあったりするので、そこを改善していただくとよりよくなると思います。 

・もう少し多くしてほしい。もっとおいしくしてほしい 

・なし 

・いつもとてもおいしいです。パンの日がもう少しあるといいです 

・パンの日を少なくしてほしいです。よろしくお願いします。 

・いつも美味しい給食ありがとうございます。時々、男子とかには少し量が少ないかなと

思う事があります。少し、量を増やして下さると嬉しいです。 

・残量が多いのはおいしくないのが多いからだと思います。量が少ないです。おいしくな

いです。もっと野菜のバリエーションを増やしてほしいです。残されつづける野菜を出し

つづけるのはよくないと思います。払っている金の割にあわないようなきがします。まず

いです。中学生のせっしゅ量が知りたい。 

・まずいです。値段が高いです 

・とてもおいしくないです。もうちょっとおいしくしてほしいです。 

・もう少しおいしくしてください。毎回牛乳を飲むのが辛いからちがう飲み物を！ 

・見た目が悪い。（味は大丈夫なのに、見た目が悪いから残す、という人が多いかも．．．。）

牛乳を運ぶ時の音がうるさい。（牛乳と牛乳の間にスポンジをはさむとか、改善してほし

い） 

・米がべちゃべちゃしている 

・味の無いパンが一番おいしかったから、もっとだしてほしい 
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・もう少し、１回の給食にでてくるメニューの量を増やしてほしい。 

・マスタードのサラダはおいしくないのでやめてほしい 

・からしやわさびの野菜が苦手。 

・わさびやからしが野菜とあえてあるのが嫌です 

・フルーツを多くしてほしい。からし、わさび入れないでください。マスタードも。カレ

ーがからいです。 

・おいしいときとおいしくないときの差が．．．。おいしいものはおいしいです！ 

・小学校にくらべとてもおいしくなく意味不明な料理ばかりなのでおいしい料理をこれか

らおねがいします。あと魚にマスタードなど野菜にマスタードなど肉にマスタードなど非

常に食べる気を失うのでできればやめて下さい。 

・あまり美味しくない割には値段が高すぎる。魚の頻度が多い。からし・マスタード・わ

さびがまずい。 

・これからも給食づくりがんばってください。マスタードをつけないでください。フルー

ツ多めにしてください 

・もっと肉をふやしてほしいです。 

・みためがいい。からしの野菜がまずい 

・サラダがすごく油っぽいので少なくしてください。ツナサラダが口に合わない。 

・見た目が悪い。おいしくなさそう．．．。 

・とくにない 

・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！ 

・いつもおいしいです。 

・寒くなってきて牛乳をのむ日が少なくなった。カラシサラダ、マスタードのついたチキ

ンは苦手だった。暖かい食べ物が食べたい。 

・バイキングしたい。 

・キノコを少なくしてほしい。 

・中学二年になってから、わさびやからしが入った野菜が出てきて、それが苦てです。 

・時々不味い 

・野菜はおいしいものが多いです。 

・もっとオイシクしてほしい！！ 

・以たようなサラダなどが多い。デザート・めん類を増やしてほしい！！ 

・野菜にからしを入れる意味が分からない。からし入れないほうが絶対おいしい。 

・やさいなどはゆかりやからしなどの物でなく、もう少ししょうゆなどのよくありそうな

味つけがおいしいです。ほかは、おいしいのでなにもないです。 

・からしあえをやめてほしい 

・まずいので、小学校みたいな給食にしてほしい 

・マスタードサラダ？がおいしくない。 
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・野菜の中にからしやわさびを入れないでほしい 

・わさび、からしの野菜が、みんなきらいです。 

・野菜にからしを入れるのをやめてほしい（マスタードに魚をのっけないでほしい。）たま

に、すごく辛いことがあるので、からいのが苦手な人のことも考えてほしい。デザートを

もっと出してほしい。めん類の１本１本がくっつきすぎていて、食べるとき３㎝ぐらいし

かない。 

・ガーリック系がいい。 

・もっとおいしく 

・量が多い。果物をもっと増やしてほしい 

・変なマスタードが入っている野菜が、まずくみんな残しているのにもかかわらず、なぜ

たくさんだすのですか。残すとわかっているならださない方がいいと思います。野菜がも

ったいないです。 

・まずい野菜とかがたくさんでてきてムリ！！あと魚まずい。アイスをだしてほしい！！ 

・あまり味が濃すぎるものはいやです。すっぱいのとか。 

・もっとくだものを出してほしい。 

・ご飯の量が多く、おかずの量と合わないことがたまにあるので、ご飯の量を減らして下

さい。 

・もっと量が多い方がいい 

・ジャンボぎょうざが食べたい。 

・毎日、三ツ矢のこってりつけめんとか、大きめのハンバーガーや中華丼が食べたい 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・野菜にマスタードをいれないでほしい。魚の上にマスタードをつけないでほしい。パン

の味をもう少しつけてほしい 

・マスタードあえやからしあえがまずいと思う 

・おいしいものとつくってほしい。金をけちらないでほしい。からし入り野菜？みたいな

ものがまずい。みんなのこしているからつくるのやめてほしい 

・めんが短い。ぼそぼそ、水分が欲しい（めんに）。サラダが多すぎると思う。 

・もうちょいデザートが増えてほしい。もっと温かいものがいい。夏は別に。 

・とうふがおいしくない 

・からしやマヨネーズの味つけをやめてほしい。魚はもうちょっとふつうのがいい。 

・おいしいけど、もっと量が欲しい 

・パン類をふやしてほしいです！ 

・マスタードとかを少なくしてほしい。パンたくさん出してほしい。 

・ジャンボぎょうざは、もう少し大きい方がいいと思います。三小や六小ではもっと大き

かったです。からしが多いです。最近連続で、出ていて、少し辛いのが苦手な人にとって

はつらかったです。お肉とか、すごいおいしい！枝豆アイスもっと出してほしいです！ 
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・これからもおいしい給食をおねがいします 

・どうして、野菜の味付けにマスタード等を多く使うのですか？ 

・時間を増やしてほしい。 

・もう少しデザートが出る日を増やしたりしてほしい。 

・毎日、作っていただきありがとうございます。 

・もっとあげパンやフルーツポンチを沢山出してほしい。たまに、白米がすごく続く時が

あるから、ちょとあきる。 

・パンをいっぱい出してほしい！！わさび、からし、マスタードを出すのをひかえめにし

てほしい 

・学校で作ってください。あげパンを食べさせてください 

・豚肉の脂ぼう分がダイレクトに入っている物がおおい。「～丼」が多い。 

・おいしいです！ 

・魚が生っぽくてたべられない。野菜でわさび（？）が入っているのが辛い。汁物がおい

しいからもっと量を増やしてほしい。 

・ジャンボギョウザ食べたいです！後、もう少しパン系増やしてもいいかなと思います。 

・もう少し量を増やして下さい。時々具がかたいことがあります。温かいメニューを増や

していただけるとありがたいです。 

・アレルギーのときの量が多くて食べきれません！ 

・からしあえ（？）みたいなやつが合わないからやめてほしい。うどんの時、めんがから

まったりしていて、ちぎれたりして大変だからもうすこしすくいやすいようにしてほしい。 

・毎日おいしい給食をありがとうございます。これからも給食を残さないようにおいしく

いただきます。 

・もっと給食の量を多くしてください！！ジャンボぎょうざをもっとジャンボにしてくだ

さい。からしやマスタードなど辛いもののメニューを少なくしてください。めんをのびた

ものにしないでください！！ 

・おいしくしてほしい 

・おいしいけど、もっとパンの時を増やしてほしいと思いました。給食の量が多すぎたり、

少なすぎたりする時があります。 

・美味しくて良いと思う。マスタードが好きなので増やしてほしい。 

・特に無し 

・もっとおいしくしてください 

・いつもありがとうございます。 

（３年生） 

・時々、野菜がすっぱい時があるのでもう少しおさえてほしいです。 

・いつもありがとうございます。 

・パンをもっと出してください。 
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・おいしいものもあるけど、おいしくないものもある 

・量が多い。 

・もう少し給食の量を少なくしてほしいです。 

・いつもありがとうございます。 

・わさび・マスタードを使った料理はからいです。 

・麺類がボソボソに短くならないようにしてほしいです。 

・量が多かったりするときもあるけど、いつもおいしいです。 

・米は温かい方がうれしい。 

・たこぺったんおいしいでもしらたきのほうが好きタコペッタン 

・ピリカラとか書いて合っても辛くないので、辛くしてほしい。めんるいの方がかいぜん

されたが、あじがうすい。 

・とてもおいしく給食を食べさせてもらってます 

・おいしい 

・魚や肉にマスタードをぬらないで下さい。サラダにはちみつはおかしいと思います。揚

げ物は冷めてます。 

・もっとジョアを出してください。枝豆アイスが食べたいです。 

・うまい。うまい。うまい。うまい。うまい。 

・もっと他の物が食べたいです。 

・味がうすく、楽しみが少ない。揚げ物のころもがフニャフニャ。野菜の量が少ない。 

・特にない 

・カレーは飲み物☆ 

・パンはやめてほしい。 

・時々量が多い。 

・今月は、中華系が多かった 

・肉を少なくしてほしい 

・エネルギーせっしゅいしきして、なんでもごちゃごちゃにするカオスなおかずはやめて

ください。 

・給食おいしいです。いつもありがとうございます。 

・頑張ってください 

・時々、塩や砂糖、片栗粉など入れすぎていたりしていつもより濃い時があるので、毎回

同じ量でお願いします。 

・このままで良いと思います。 

・優良食品をもっと取り入れるべきではあると思います。例えばキムチとか。 

・部活をやっていた時は、量がたりなかったが、今は、適量です。いつも給食作りご苦労

様です。 

・いつも給食ありがとうございます。 
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・いつもありがとうございます。 

・いつも温かい給食をありがとうございます。 

・いつもあたたかくおいしい給食が食べられて、幸せです。ありがとうございます。 

・毎日ありがとうございます。 

・からしのあえものはやめてほしいです。 

・おいしいですね。 

・マスタードが大嫌いなのでやめてほしいです。 

・けっこうおいしいです。マスタードを少なくしてください。 

・多い時は多く少ない時は少ない 

・センスのある給食にしてください 

・小学校で出してるやつおねがいします 

・めん類のものを出すときに、めんがぼう張して取り分けしにくいので、箱の中に氷を入

れてくれたりしてくれるとうれしいです。 

・ギョウザなどをだしてほしい。キノコをださないでほしい 

・給食の野菜や魚や肉などにマスタードやからしをいれないでください。まずいです。 

・マスタードやめてください。（肉とマスタードのやつなど）たまに合わないくみあわせの

ものがあります。 

・マスタードを入れたサラダがあんまりおいしくない 

・いつも美味しい給食を有難う御座います。 

・カレーが大大大好きなのでうれしいです。 

・おかずの種類をもっと豊富にしてください。 

・とてもおいしいです！ 

・おいしいと思う。 

・カレー大好きです。 

・カレーが大好きなので、いつもうれしいです。 

・フルーツポンチが食べたいです。 

・いつもおいしいです。ありがとうございます 

・マスタードを減らしてほしい 

・魚に余計な味つけをしないで欲しい。マスタードをつけないでほしい。イカを出しすぎ

ないでほしい。 

・魚に変な味つけをしないでください。 

・給食の味は、とても、おいしいです。少し量が、多い時があるので少なくしてもらいた

いです。 

・マスタードの給食が多いので、マスタードはクラスでもだいぶ人気がなく残す人がいる。 

・もっとおいしいもの食べたい。給食は正直言ってまずい。肉にマスタードかけなくてい

い。肉がまずくなる。味がうすい。 
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・給食はいつも美味しくてお腹がいっぱいになることが多くていいです。 

・基本的には全ておいしいです。イカのチリソースなどもおいしいです。 

・いつもおいしい給食を作って下さり、ありがとうございます。 

・いつも作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。 

・味をどうにかしてほしい 

・お茶づけが食べたい。サラダにわさびやマスタードなどは合わない。 

・いつもおいしいです。 

・今まで食べたことのない料理がでてきて、楽しいですが、たまに、美味しくない料理が

あります。 

・マスタードはいらないと思います。 

・特にない 

・おいしい、甘い物を増やしてほしい。 

・めん類が全体的においしいので良いと思います。 

・おいしい給食をいつもありがとうございます。たまに辛いサラダがあるのでしっかりと

対策をとり、おいしい給食を作ってください 

・いつもあたたかくておいしい。 

・ありがとうございます。 

・イカを出し過ぎだと思います 

・マスタードが無理です。色々な料理に応用しないでください 

・いつも全部食べている 

・いいと思います 

・おいしいです 

・量が少し多いと思う。 

・からいものが嫌いなのでやめてほしい。肉とコーンのやつなどの割合がおかしい。 

・いつも、おいしい給食を作っていただきありがとうございます。今後も、よろしくお願

いします。 

・少し、量が多かったり、お腹にたまるものが複数でたりするので、もう少し、バランス

よくしてほしいです。 

・いつもおいしいです。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます 

・マスタードを減らしてほしい。 

・給食費を増やしてもいいから、もうちょいましな料理をつくっていただきたい 

・特にないです。 

・野菜の、からしの味つけがされているやつが苦手です。とりにマスタードのせるのをや

めていただきたい。 

・マスタードはあまり好きではないので、できればかけないでいただきたい。 
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・からしの料理が多いのでやめてほしい。 

・たまに同じようなメニューが続くときがある。 

・おいしい給食ありがとうございます。 

・おいしいです。 

・おいしく食べさせていただいています。丼もののとき、少し量が多いと感じます。 

・マスタードを使うサラダの回数を減らして下さい。人参が毎日でてるので、減らして下

さい。 

・辛いものや油っこいものが多い。また、量が多いから少なくしてほしい。（イカとキノコ

を減らして下さい） 

・いつも給食ありがとうございます。 

・エビフライが食べたいです 

・食べる時間がほしいです。 

・食べる時間が、欲しいです。 

・エビフライが食べたいです。 

・御飯の給食は美味しいのですが、残す人が茶碗を打ち付けて残した御飯を捨てる場面を

見るのは気分が良くないので、パン等残す時残し易いものが良いと思います。 

・変な創作料理を出すより、ふつうのお肉やスープが食べたいです。 

・味が濃い、薄い、油っこい、など味付けに偏りはあるのですが、基本おいしく頂いてい

ます。毎日配膳にある今日の献立の説明はとても良いと思います。 

・油の量を考えてほしい 

・シンプルなきゅうしょくがいいです。 

・もうちょいよくしてほしい。 

・毎食 10円上げていいからもう少しおいしいものを食べさせてください。温かいスープは

とてもおいしいです。 

・からし使わないでください 

・れいとうみかんをもとふやしてほしい 

・フルーツポンチの中に三ツ矢サイダーを入れてほしい 

・がんばってください 

・自分のすききらいが激しいのでこのままで多少かえるくらいでいいと思う 

・たまに残してしまうこともあるけど、毎日、おいしい給食を作ってくださり、ありがと

うございます。 

 

 

（狛江第三中学校） 

（１年生） 

・アイスやケーキみたいなスイーツをもっと増やしてほしいです。あと牛乳ではなくたま
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に（月に１回くらい）コーヒー牛乳かジュースにもしてほしいです。 

・１か月に１回牛乳５本ふやしてください！！いつもありがとうございます。ケーキをだ

してください。１か月に１回ジュースをだしてください。セレクトメニューがほしい 

・栄養バランスが良さそうで良い給食だと思います。いつもありがとういございます。セ

レクトメニューがほしいです。 

・いつもおつかれさまです！！（＾_＾）/希望としては、人気なのをおおくするなどの工

夫してほしいです！！他にも全校でセレクトメニューをとってほしいです！！（すきなメ

ニューをあつめて、それをさんこうにしてメニューを作る） 

・コーヒー牛乳・・・欲しいです。 

・牛乳が 200ccは、少ないと思います。ケーキをもっと増やしてください。 

・たまにジュースを出してください。牛乳はあきました。ケーキを増やしてください。ア

イスもお願いします。コーンスープも飲みたいです。野菜の残飯が多いので、野菜の量を

減らして下さい 

・少し給食が多い 

・いつもありがとうございます。おつかれさまです。残さないようにがんばります。 

・毎日、あたたかい給食でとてもうれしいです。しかし、野菜のおひたしやサラダが多く、

クラスであまってしまうときがあります。 

・いつもおいしく食べています。夏だったらシャーベットとか冬だったら温かいオニオン

スープなど季節にあった食べ物を出すといいと思います。いつも給食、ありがとうござい

ます！！ 

・いつも給食をつくってくれてありがとうございます 

・りょうが多いです。少しあじが濃いです 

・とてもおいしくて、毎日楽しみにしています。バランスもよくてちょうど良いです！学

期末にお楽しみ給食を出してみるのはどうですか？（いつもより少しごうかな料理） 

・おいしいです。いつもありがとうございます 

・もう少しスイーツ、デザート、果物を多くしてほしいです。いつも栄養たっぷりの給食

をありがとうございます！！！ 

・いつも、おいしく給食を作っていただき、ありがとうございます。もしできたら、たま

に、ジュースなどを出していただければ、すごくうれしいです。 

・アイスが食べたいです。いつもおいしいです。 

・甘いものが大好きなのでパンプキンケーキもおいしかったです！ただ辛いのは苦手・・・

なのでカレーをもう少し甘くしてほしいです・・・。 

・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。 

・牛乳が苦手なので、たまに、麦茶やジュースをだしてほしいです。とてもおいしいです。

味付けがおいしい。いつも作っていただきありがとうございます。 
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・いつも美味しいけれど、少し少ない時があるので、もう少し多くして下さい。 

・コーヒー牛乳を入れてほしいです！！（時々でいいので） 

・いつもおいしく楽しく食べさせてもらっています。これからもがんばってください 

・おいしい給食をありがとうございます。毎日、残さずしっかり食べさせていただいてい

ます。 

・いつもおいしい給食だから、たくさんたべれています。まいかいたのしみです。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。僕は、今まで、食べ残しは、一度もしてま

せる。作る人が心を込めて作った物なので、残せません。おかずで、もう少しお肉類を増

やしてほしい。 

・毎日野菜などが適量で食事のバランスがよくとれます。カレーなどはとてもおいしいで

す。 

・リンゴのサラダは味がビミョーなのでやめてほしい。味にたまに統一感がない。 

・いつもありがとうございます。おいしく食べさせてもらっています。 

・肉料理の時に、肉がかたい時があるのでやわらかくしてください。 

・家庭の味で食べやすく栄養バランスもよいので、給食好きです。おいしく食べてます。

メニューもたくさんあるので、いつも楽しみにしています。味付けの感じもちょうど良い

です。 

・きのこがけっこう多い。 

・味つけがうすいときがある。 

・おいしい。もうちょっとパンの有る日を増やしてほしいです。 

・デザートにプリンをだしてほしい。 

・もう少し量が多い方が良いと思う。 

・変な味のサラダはやめてほしい（甘いのなど） 

・基本的においしい。けど量が少ない。めん類がおいしかった。パン類を週１回のペース

で出しておしい。 

・給食はいまのままでいいと思う。食事バランスもとれていて、多少少ないと思うことも

あるが気にすることでもない。 

・特にないです 

・野菜の味つけがいいです。めん類がおいしいです。 

・魚のごま和えとか魚りょう理の味があまりおいしくないです。もう少しパサパサしてい

ない物や味がついていたり、ごまで表面が見えない程の物をどうにかして欲しいです。み

そ味の玉ねぎがすごくおいしいです。 

・少しでも肉を増やしてほしい。もう少しおかわりが、出来るようにしてほしい。みそカ

ツが、みそがたくさんついていて味が少し濃くてあまりおいしいと思えなかった。 

・三中の給食はおいしいが、量が少ないので量をふやしてください。 

・からしの味つけのサラダはいいです。もっとチーズがほしいです。サラダは普通のドレ
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ッシングでいいです（ゴマとか）あげもの食べたいです。（無理だけど）もっと早い時間

に給食を食べたいです。 

・メニューの量を増やしてほしい。ごはんやスープや主菜の量を増やしてほしい。 

・もう少し野菜の量を増やしてほしいです。 

・もうちょっとお肉類をふやしてほしい。果物は種がないものにしてほしい 

・設問３にも書きましたが、もう少し量を多くしてください 

・いつもおいしい給食でとてもうれしいです。残さずに食べれるようにちゃんと食べたい

です。当番のときはちょうど良い分量にしたいです。 

・ドレッシング（？）が多すぎる時がある。（マスタードなどの） 

・毎日いろいろなメニューが食べられるので割と良いと思っています。 

・給食をもう少し多くしてほしい。 

・もうすこし魚料理をふやしてほしい。デザートもふやしてほしい。 

・中学校の給食は量も丁度良く美味しいのでとても良いです。 

・給食はいつもおいしく食べています。毎日野菜がでて健康にもいいと思います。これか

らもおいしい給食をよろしくお願いします。 

・マスタードの味のサラダは、時々にしてほしい。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。私は野菜と果物がきらいなので、私にも食

べれる工夫をしてくれるとうれしいです。 

・もうすこしからくしてください 

・おいしい。温かくて良い！ 

・給食はおいしいです。しかし、ごはんに牛乳はおかしいと思います。また、牛乳はきら

いな人が多いので、お茶にした方がいいと思います。 

・いつも、給食ありがとうございます。 

・副菜を増やした方がよい。 

・主食がパンの時に味がうすいものばかりだと、あきてしまうので、考えて工夫がほしい

です。 

・牛乳がよくあまります。 

・とってもおいしいです。でもやっぱり味がうすいと思います。めんの量を増やしてほし

いです。 

・毎日、野菜が食べやすい形で、出てきていて、とても食べやすかった。 

・いつもおいしいです。でも、肉や魚の上にマスタードはあまり好きじゃないです。あと

マスタード風味のサラダもです（私がマスタードきらいなだけですが．．．） 

・安くして下さい。 

・いつも、おいしい給食ありがとうございます！これからも、よろしくおねがいします！！ 

・量が少ないのでもう少し多くしてくれればと思います。 

・味そ汁とかスープとか美味しいです。いかがかみきりにくい気がします。果物が多い気
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がします。サラダがたまに辛いです。 

・おいしい。もっとめん類をふやしてほしい。パンもふやしてほしい。 

 

（２年生） 

・くだものがたくさんでてくれたらうれしい。 

・これからもお願いします！ 

・いつもみんなの体に気をつかって考えてくれているのでとてもありがたいです。よく残

してしまうことが多いけどつくってくれている人の気持ちを考えたら苦手でも食べよう

と思います。これからもおいしいごはんをおねがいします。 

・これからもお願いします 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。どれもおいしく食べています。これからも

おいしい給食を楽しみにしています。 

・給食の時間を増やしてほしいです。 

・特になし。 

・ジャンクでもいいから、もう少しおいしく作ってほしい。チーズ調理を増やしてほしい。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます！！ 

・いつもおいしいです。 

・おいしい。いつもありがとうございます。 

・マスタードが多すぎるから減らしてほしい 

・やきそばをもっと美味しくしてください 

・やきそばパンたべたいです！！にんじんへらしてください。どんぶりの量が多いです．．． 

・サラダにカラシを入れるのはやめてほしい。 

・毎日おいしい給食を作っていただき、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！ 

・特にありません。 

・もう少しおかずの量が多いほうがうれしいです。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。 

・もっと量を多めにしてください！！ 

・スープとかがあったかくておいしい 

・いつもいつもありがとうございます。 

・特にないです 

・パンの時おかわりできる分まで入れておいてほしいです。理由：パンの時は量が少なく、

おかわりができなから。 

・あんまりサラダとかにマスタード使ってほしくないです。つめたい牛乳は冬さむいので

いやです。お茶にしてください。 

・いつもたくさんの給食をつくってくださってありがとうございます。 
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・きなこパンをいっぱい出してほしい 

・マスタードを減らしてほしい 

・マスタードをつかった料理を減らしてほしいです。 

・マスタードがからいので少し、控えて下さい。いつも温かいスープやご飯をありがとう

ございます。 

・ジャンボぎょうざ食べたーい！ 

・ドレッシングをかけた時などのサラダが美味しくないです。→酸っぱくて、後味がまず

いです。（具体的にいうと） 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。とても、おいしいです。希望ではないです

が、ラーメンやカレーなどの時麺やゴハンなどの量を少し多くしていただけるとありがた

いです。よろしくお願いします。 

・野菜にからしを入れないでほしいです。肉にマスタードをのっけないでほしいです。 

・サラダとスープがあんまりおいしくないことが多い。みそ汁はおいしいことが多い。 

・特に無い。 

・マスタード（サラダの中に入っている）が、少し強いので、みんな鼻が“ツーン”とし

てしまうので、もう少し弱くしてほしいです。あと、デザートをアルミホイルに包んでい

ると思うのですが、アルミホイルの味が少ししてしまうのが、少しいやです。 

・マスタードとからしはあまり好きではない。いちごが食べたいです。 

・何でもからし？がはいっていて食べづらいです。野菜にからしは皆好きではないと思い

ます。あと、みそ汁など汁もの類が少ないことが多いので増やしてほしいです。麺がちぎ

れていておいしくないです。→パサパサしてて全部同じ味がします。さつまいもはちょう

うまいです。もっとたくさんメニューにいれてほしいです。 

・えだまめアイスを２か月に一度出してください。おねがいします。 

・量は多いけどまぁいいけどもうすこしおいしくしてください。 

・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。 

・とてもおいしく思います。 

・大体いつも美味しい給食をありがとうございます。中学校の給食で初めて食べたものや

とってもおいしいものもたくさんあったので、これからも宜しくお願いします。 

・いつもおいしく食べてます。 

・もうちょっとラーメンの質を上げて下さい。 

・いつもありがとうございます 

・いつも給食は、おいしく食べています。栄養バランスも良いので嬉しいです。希望は、

月に一度は枝豆アイスが食べてみたいです。 

・ラーメンの麺を生麺にしてほしい 

・きなこあげパン食べたい！枝豆アイスおいしい！もっと量を多くしていただいてもらっ

てほしいです！あともっとフルーツをたべたいです！ 
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・毎日おいしい給食をありがとうございます。これからも残さず給食を食べようと思いま

す。 

・たまにすごく少ないときがあるのでもうちょっと多くしてほしい。ホォーク、スプーン

が必要なのにないときがあるのでだしてほしい。給食は、とってもおいしいです！！ 

・からしが入っているサラダいやです。 

・辛いものがにがてで、カレーも少しからい。マスタードやからしあえがたべれない。 

・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。 

・パンとかめん類をもっと食べたいです。いつもおいしい給食をありがとうございます。 

・安全でおいしいのがいい。給食の時間を増やしてほしい。全体で残してしまうので、減

らしてほしい（米類特に）個人的には好きだからもっとおいしくしてほしい。おかわりす

る時間が足りない 

・えだまめアイスをもっとだしてほしい。ジョアをもっとだしてほしい。黒糖パンがとて

も美味しいです。みどり色のパンが食べたいです。ココアあげパンももっと出してほしい 

・少ない時がある。最近デザート類が少ない。最近牛乳ばっかりなので、ほかのも入れて

ほしい。 

・毎日おいしい給食を作っていただき誠にありがとうございます。給食はどれもおいしく

栄養バランスが整っていてすばらしいです。これからもおいしい給食が出るのを楽しみに

しています。 

・量が少ないときがあるので増やしてほしい 

・量少なすぎ 

・「量をもっと増やしてもらえたら．．．」と思っていつも食べています。 

・もう少し給食をおいしくしてください。もう少し給食の量を増やしてください。もっと

僕たちの好みそうなおいしい給食を待ってます。 

・ソースなどの調味量を適量にしてください。（マスタード、こしょうなど） 

 

（３年生） 

・時々量が少ない時があるので、もう少し多くしてほしいと思う 

・普通においしい料理だと思う。栄養バランスのとれた食事をとれるのはとても助かるの

でありがたい。 

・学校の給食はおいしいけれど、毎日じゃなくて良いから大半の日にはナマものがあると

良いです。 

・いつも私たちのためにつくってくださりありがとうございます。 

・えび。いかのでる給食をつくらないでください。あとの給食はとてもおいしいです。 

・いつもおいしくいただいてます。給食が毎日の楽しみです。ありがとうございます！！

大豆の入ったスープが大好きです。 

・いつも美味しい給食をありがとうございます。 
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・からしのサラダは少し食べづらいように感じる 

・特になし 

・いつもありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。 

・おいしいきゅう食ありがとうございます。もう少し量をふやしてほしいです。 

・いつもおいしいです。 

・毎日給食がおいしく、給食の時間がいつもたのしみです。これからも、よろしくおねが

いします。 

・野菜にからしが入ってたりマスタードが入っていることが多いです。でもいっつもとて

もおいしいです。 

・めんるいがとりづらい 

・いつもありがとうございます。 

・毎日しっかり食べられるので、良かったです。給食に対する希望は、食べられれば、な

んでも食べるので、大丈夫です。 

・毎日、給食が楽しみです。いつもつくってくれてありがとうございます。からし入りの

サラダが私には少し辛すぎます。 

・いつも、美味しい給食を作っていただいてありがとうございます。毎日、お昼が楽しみ

です。希望についてなのですが、たまに野菜の量が少ない時があります。確かに値段が高

くなっているのもありますが、できればよろしくお願いします。 

・最近フルーツポンチやラーメンが出ていないので給食に出してほしいです。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した。これからも頑張ってください。 

・ちょうど良い量でおいしいです。 

・おいしいです 

・牛乳がいらない 

・いつもおいしく作ってくれてありがとうございます。これからもがんばってください 

・いつも栄養バランスを考えながらおいしい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。 

・おいしいし、楽しみ。 

・とてもおいしい給食を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。 

・たまにマスタードがすごいかけてあるものがでてくるのをやめてほしい。 

・毎日ありがとうございます。 

・給食はとてもおいしいです。量もあって満足していますが、たまに副菜の野菜やじゃが

芋が少なかったりとしているのでもう少しほしいです。でも全体としては料理のジャンル

もレパートリーも豊富なので毎日の給食が楽しみです。いつもありがとうございます。 

・すごくおいしいのでこのままで大丈夫です。 

・いつもおいしいきゅうしょくありがとうございます！！ 
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・これからも、食べ残しをしないようにしていきたい。 

・もう少し量を増やしてほしい。 

・もっと量を増やしてほしいです。 

・おいしいです。 

・けんちん汁に入っているゴボウが、たまに土臭いです。大変ではあると思いますが、皮

の除去をしてくださるとありがたいです。いつもおつかれさまです。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・たまに給食の量が多かったりするので少しへらしてほしいと思うときがある。栄養バラ

ンスがとれてとてもおいしい。 

・これからも美味しいものをたくさん作って下さい。 

・パンの量が多く、途中でお腹一杯になってしまうので、もう少し量を減らしてくれると

ありがたい。 

・頑張ってく下いね！ 

。からしと野菜のサラダはもっとからしをうすめるか、なくしてほしい。 

 

 

（狛江第四中学校） 

（１年生） 

・もう少し給食の量を増やしてほしい。牛乳以外の飲み物を出してほしい。いかを増やし

てほしい。 

・いつもおいしくておかわりをしています！特にパイやパン類が好きです。枝豆アイスの

時はとても嬉しかったです。麺をもっと増やしてください。パイなども増やしてもらえる

と嬉しいです。 

・ラーメンを多くしてください。（ラーメンが好きなので）わかめごはんのワカメも多くし

てください。 

・デザートが少ない 

・決まったメニューが多いのでもっといろんなメニューを出して欲しいです。マスタード

とかからしとかの野菜が多いので嫌なんじゃないかな 

・給食はおいしいことが多くて好きです。スープや野菜などは色々な種類があって良いと

思います。 

・給食はとても温かくておいしいです。私は少食なのであまり多くは食べれないのですが、

おかわりをする人がたくさんいます。これからも美味しい給食をよろしくお願いします。 

・いかをふやしてください。わかめごはんのわかめを多くしてください。 

・いつもおいしいごはんをありがとうございます。ちょっと冷めているのが残念ですね。

ソフトめんとかってあるんですか・・・？あったらうれしいです（大好きなんで☆）あと

わかめごはんのわかめを２倍くらいにしてほしいです。 
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・イカが好きなので、イカを増やしてください。（１人３つまでにしてください）もっと量

を多くしてください。わかめごはんのわかめを多くしてください。 

・いつも、おいしく食べていますが、たまに、温野菜のときの、からしが多すぎます。ま

た、マスタードが出るときがありますが、味がこすぎます。いつもおいしいので、これか

らもお願いします。 

・いろいろなメニューがあっていいと思います。フルーツを多くしてほしいです。 

・おいしく栄養も良いものを作ってくださってありがたいですけどたまには牛乳以外も出

して欲しい。 

・いつも美味しい給食をありがとうございます。少し野菜の味が大人っぽくて、もうちょ

っと優しい味にお願いできますか？デザートも欲しいです。 

・イカが少ないので多くしてください。イカのメニューをふやしてください。ワカメごは

んのワカメを多くしてください 

・おもち系が食べたいです。いかがちょと固い時がある。 

・11/7 の給食ではマスタードが多すぎると思います。デザートが出る日を増やした方がい

いと思います。 

・肉のマスタード？がからかったのでもっと薄くしてほしいです。牛乳以外のオレンジジ

ュースなど別の飲み物を出して欲しいです。わかめごはんのわかめが少なかったです。 

・野菜や肉が苦手ですが、給食では食べられるものが多いので、とても嬉しいです。メニ

ューも豊富でいつも楽しみです。もう少しフルーツやデザートが増えると嬉しいです。 

・ミートソースとかカレーとかは特に給食でおいしいです。麺類のとき、スープと麺を分

けてるのがいいと思います。いつもおいしい給食を作って下さり、ありがとうございます。 

・学校生活での楽しみとなっています。いつもおいしくいただいています。希望はからい

ものが多いと思うのでへらして下さい。以上です。 

・もっと野菜だけでもおいしく食べられるものがほしいです。いかが固いときがあったり

少しいかの出る回数が多いと思いました。だからもっと他の種類の魚も使ってほしいです。 

・からし（マスタード）がある日が多すぎるなと思いました。もう少し、少なくお願いし

ます。いつも食べやすく、おいしいです。ツナがある日も多いなと思いました。果物があ

る日を増やしてください。 

・油がしつこいので量が食べられないのだと思います。もっと油を減らして、あっさりと

したメニューにすれば残菜が減ると思います。カルシウムをとるためという、和食に牛乳

はびみょうです。飲み物のバリエーションをふやしてください。個人的には「イカ」がも

と欲しいです。 

・牛乳の味が毎日ちがう気がします。あとイカのメニューをふやしてください。からい食

べ物もふやしてください。できればでいいです。 

・量が適量で、食べやすいです。ただ、もう少し、量が（ごはんなど）多くてもいいと思

いました。野菜はからしの味だけでなく、もっと、他の味を楽しめるといいと思いました。
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デザートの日をもっと多くあるといいなと思います。 

・ラーメン食べたい。イカを使ったメニューを増やしてください。月 10回ぐらい 

・とてもおいしいです。 

・たまに、コーヒー牛乳やオレンジジュースなどの飲み物も出して欲しいです。 

・もうちょっと牛乳じゃない飲み物を出してほしい。（ジョア・ココア・リンゴジュース・

オレンジジュース）もうちょっとイカをたべたい。（ちっちゃいイカがあるのでもちょっ

とでかいのが良い）たことえびとイカの盛り合わせだしてほしい。マスタードを少しへら

してほしい 

・いつも量が多かったり少なかったりするときがあります。配分がむずかしいです。でも

おいしいとうれしいですぇ！あとジュースをもっと出して欲しいです（笑）。 

・イカを使ったメニューを増やしてほしいです。 

・パスタとか麺類は、もう少しぶつぶつ切れないようにして下さい。いかは、おいしいの

で、多めにお願いします。 

・イカを少なくしてください。お茶漬けを出してください。 

・からしがからい。 

・いつもおいし～い！！だけど、辛いのはちょっと・・・ 

・量が多いような気がします。でも、おいしいです！！ 

・もうちょっとおいしくしてほしい 

・味が少しこい。（味そ汁や魚）マスタードやからしを入れないでほしい。 

・マスタード味が多い。→比率高い。 

・野菜にマスタードの味つけをするのをやめてほしいです。 

・もう少しおいしくしてほしい。 

・特になし 

・給食は毎日美味しいです。でもたまに量が多いのとマスタートが多いです。 

・特にありません 

・マスタードとかからしとか、少し苦手。 

・マスタードがさいきんでてきて少し食べるのがたいへんです。 

・とくになし。 

・みそカツにのっているみそが味がこくて、ないほうがおいしいと思います。 

・デザート系とかフルーツポンチがたべたい！！です！ 

・とくになし 

・もっとおいしいごはんぱんが食べたい。油こいのがあるので、それをなくしてほしい。

やさいによくからいのがあるので、それを全てなくしてほしい。 

・マスタードやワサビなどからいものが多い。 

・お腹が空いている時に給食がありうれしい 

・ときどき味がこすぎるときがあるので、うすくしてほしい。マスタードを使った料理が
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多いかな、と思います。 

・からい副菜を無くしてほしい。 

・からしとかマスタードをつけないでいい。 

・おいしい物もあるけど、みためがわるかったり、あじがわるいときがあります。 

・カラシ系、マスタード味が多すぎる。 

・量を少なくしてください。 

・もう少しおいしいといいなぁ・・・と思う。たまにマスタードとかが辛くて食べれない。 

・特になし 

・フルーツやスイーツが少ない。あまり美味しくない（特にサラダにからし）たまにきつ

い料理がある。からし・マスタードが多すぎる。魚が多すぎる 

・からいものが多くてたべれない。 

・「からし」「マスタード」などを使った辛いものが多い。めんがかたい。みそカツの味が

こい。 

・まずいのでしっかりした予算でおいしくしてください。とくにいみのわからない味があ

るのでやめてください。あとカレー風味はまずいのでやめてください。お金がたりないの

はわかりますがしっかりとおいしいものをおねがいします。 

・辛いのが多い。デザートが少ない。 

・おいしい 

・カスタードなくていいです。やさいのパリパリほしいです。 

・（全体的に）少し油っぽいです。あと、１部のメニューだけですがすごく油っぽくて食べ

た後気持ち悪くなったことがあります。でも、おいしいものもあるので必ず残さないよう

にしています。（あと、味つけが、←お肉のときとか 少し濃いので、もうちょっとうす

い方が・・・） 

・デザートをもっと多くしてほしいです。いつも給食ありがとうございます。 

・もっとデザートを出してほしいです。あと、からしなど辛いものは入れないでほしいで

す。あと、似たような給食が多いのでもっと種類を増やしてほしいです。お菓子系（さつ

まいもチップや大学いもなど）を増やしてください。 

・もうちょっとあじをこくしてください 

・もっと美味しいご飯にして下さい。（サラダ・みそ汁のあじ付けが似ている）。野菜のか

らしのやつがパンチが凄い。量が少ない。 

・毎日美味しく食べさせていただいています。これからも、がんばって食べるのでよろし

くおねがいします。給食の量はもう少し少ないほうがいいと思います。給食はもう少し美

味しい方がいいと思います。 

・おいしいものもたくさんあるけれど、我々児童の味に合わない料理が多いと思います。

小学校の時の方が美味しいです。直して下さい。 

・もう少しおいしくしてください。小学校の給食の方がおいしかったです。今後は午にゅ
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うをおいしい午にゅうにしてください。（たまにミルクティー） 

・のみものをぎゅうにゅうからおちゃなどに変えてほしい 

・やきとりがたべたいです。塚戸小（世田谷区千歳台）の給食がおいしいですよ。からい

ものださないでほしいです。 

・給食を学校で作ってくれたら嬉しいです。→小学校の時は、とてもおいしかったです。（驚

くくらい）もう少しおいしい物を食べれれば、残す量も減ると思います。 

・野菜にからしを入れないでほしいです。 

・からし等のからい味つけのものを少し減らしてほしい。 

・おいしい 

・からしのサラダが苦手な人が多いです。枝豆アイスがほしいです。カレー・めん・パン・

丼などおいしいものがあるとうれしいです。 

・デザートが同じものしかない。それか、くだものが多すぎる。正直いってあまりおいし

くないです。メニューが同じものが多くてあきる。日によって量がまったく違い、つらい。

量などのバランスが悪い。もう少しおいしく作ってください。 

・からしをあまり使わないで下さい。同じ様なのに少し中身を変えるだけというのだとあ

きます。 

・カラシのサラダがイヤ。五小と同じ給食にしてほしい。組み合わせが悪い。あげパンが

なぜココア味なのか？きなこ味にしてほしい。 

・おいしいのですが、サラダの味がほぼ似てたりするので、もう少しバリエーションを増

やしてほしいです。 

・いつもおいしい給食をどうもありがとうございます。給食がいつも楽しみです。あげパ

ンのあぶらがすこしおおいいと思います。 

・小学校の給食のほうがおいしかったので、メニューを増やして、おいしく作ってくださ

い。 

・サラダにからしをいれないでください。からしがお口にあいません 

・サラダにからし菜を入れないで下さい。油が多すぎることがあります。 

・やさいにからしが大量に入っていることがある。デザートがもっとほしい 

・要望です！ 

 サラダのからしがキツイです。もう少し甘く！あげパン、もっとだしてほしい！コーヒ

ー牛乳が飲みたいです。デザートもう少しだしてほしいです！ 

 感想 

 毎日おいしい給食をありがとうございます！要望、多くてすいません。あくまで、私の

りそうの給食なので！これからもよろしくお願いします！ 

・からしをいっぱいつかうのをやめてください 

・パンとお肉が大好きなので、もっと出してほしいです。デザートももっとほしいです。 

・同じ給食が出る時が多いのでバリエーションをふやしてほしいです。品名が違うだけで



- 46 - 

 

同じ味のものが多くあきてしまします。同じ野菜がほぼ毎日つづくのをやめてほしいです。

ハンバーグの中が赤いので火を通してください。ぶたばらどんの油が多い 

・ほとんどおいしいですけどたまに辛いのがあるので辛いのはあんまりない方がいいと思

います。 

・魚にマスタードはやめてください。まったくあいません。いつもありがとうございます。

魚はしおかしょうゆでおねがいします 

・温ったかい給食を食べたいです。いつもおいしいので、今後もよろしくおねがいします。

いつも、ありがとうございます。 

・いつも、ありがとうございます。 

・からしが多い。肉と魚にマスタードをいれればいいと思っている。マスタードはいらな

いと思う。 

 

（２年生） 

・毎日、おいしく食べることができている 

・とてもおいしく食べてます。 

・量が少ない。スパゲティのめんが短い。時間がたりない。３時間目のあとに給食 

・もう少しおいしさをもとめてほしい。 

・なし 

・スパゲティのめんをもう少し長くしてほしいです。からしサラダのからしをへらしてほ

しいです。 

・非常に少ないと思う。おかわりがぜんぜんできない。もっと多くしてほしい。スパゲテ

ィのめんがみじかい。ジャンボぎょうざにたれをかけてほしい。うどんがやわらかすぎて

まずい。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。カロリーがとても多い時があるのでもし

できれば少なくしてもらえるとうれしいです。あと、メロンパンが食べたいです！！アイ

スも！！希望たくさんすみません。よろしくお願いします。 

・特にない 

・つけめんは食べにくいので、ラーメンとかにしてくれると、うれしいです。あとジャン

ボぎょうざは五小のジャンボぎょうざの方がおいしいです。おいしい給食も多いので、こ

れからもおねがいします。 

・いつもバランスを考えながらおいしい給食をありがとうございます。 

・スイーツ系が少ない。甘い物を増やして欲しい。メロンパン出してほしい！ 

・おいしくないから、毎回おいしくなさそうな（おいしくない）ものをとらない。毎日、

おなか減る。 

・食堂を作ってください。 

・おいしくて、毎日の楽しみです。メロンパン食べたいです。 
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・人気の給食はみんながたくさんたべるので多くしてほしいです。 

・おかわりをふやしてくださーい。 

・量が多かったり少なかったりバラバラなので、ふやしてください。 

・量にムラがあるので一定にしてほしいです。 

・ジョア率を上げてほしいです。メロンパンを出してほしいです！！！！！ジャンボぎょ

うざ？にタレをつけてほしいです。給食おいしいです。いつもありがとうございます。 

・マスタードとかからしが苦手です。 

・おいしいです。でも時々、おいしいけど「何これ？見たことない～おいしいのかな？」

というメニューがあり、そういうのはおいしくないとか、見た目だけで自分の分をとらな

い人もいるので、何か説明するとか、見た目をもう少しおいしそう（？）にするとか、少

し工夫してもらえたら嬉しいなと思います。 

・メンが短い時がある。デザートを増やしてほしい。ジャンボギョーザなどに、たれをつ

けてほしい。時々、牛乳じゃない飲み物も出してほしい。おいしいものは、おいしいです。 

・給食がいつも足りないので、もう少し増やして、おかわり分の量も考えてください！！ 

・量が少ない 

・ふつうにおいしいです 

・パンがおいしいです。野菜があまりおいしくない時が多いです。 

・えだまめアイスを年２回にして下さい！！おかわりの分もお願いします。 

・カレーをもっとおいしくしてください。 

・わさびは少しにがて 

・給食いつもおいしいです。 

・特にないです。 

・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。もし、できたらわかめので

る食べ物を少なくしてください。 

・めんるいのメンがかたい 

・いんげんをおいしく食べれるようにしてほしいです。煮ものとかだと他のものといっし

ょにがんばって食べています。給食おいしいです！！ありがとうございます！！ 

・あったかいものが時々冷めていることがあるので、温度調節をきちんとしてほしいです！ 

・始めのころよりは、おいしくなっていて、良かったです。 

・僕は、ラーメンや揚げパンが好きでとてもおいしいですがから揚げの出る回数をもう少

し増やして下さい。 

・いつも、おいしいです。 

・前よりおいしくなっていいです♪もっとわかめご飯をだしてください。 

・いつもあったかくておいしいです（スープ類） 

・最近、甘い物ばっかりな気がします。 

・味が濃いことが多い。“カレー風味→おいしい・食べやすい”では無い。 
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・11月７日のマスタードがからかったです。ラーメンや野菜、ケーキはおいしかったです。 

・パンはすごくおいしいです。 

・スパゲティのめんが短かい。 

・バランスがよくおいしいのでとても感謝しています 

・マルゲリータピザを食べたい。ラザニアなども好きです。いつもおいしい給食をありが

とうございます。 

・おいしい給食をありがとうございます。○さ  

・もっとパイナップルをだしてほしい 

・マルゲリータピザとパイナップルとラザニアたべたい 

・特にないです。 

・ないです。 

・めちゃめちゃおいしくて、学校の一ばんのたのしみです。いつもおかわりをたくさんし

て、最近ふとった理由の一つです。でも大好きなのでやめられません！もっとあげぱんの

日をふやしてほしいと思いました。よろしくおねがいします！ 

・サラダとかお肉とかにマスタードを入れないでほしい。デザート多めにしてほしい。魚

とかにのってるみそがまずい。マスタートをいれないでほしい。マスタードを使わないで

ほしい。 

・おいしいです。 

・どの給食も美味しかったです。 

・お弁当がいいです。 

・油が浮いているのが嫌です。野菜のレパートリーを増やしてほしいです。 

・マスタード・からしが多すぎると思います。 

・めんがかたまって、ちぎれてしまって、めんじゃなくなっている。めんが、かたいとき

がある 

・残さずに食べようと思いました。 

・これからもおいしい給食をお願いします。 

・これからもがんばってください。 

・最初の給食の時、申し訳ないのですが、少し味が．．．。ですが、最近は、美味しいと思い

ます。（すごく！）アレルギー対応の（紫のバッグのもの）暖かい給食のとき、前まで熱々

だったのに、最近、急に冷たくなっていました。せっかく「熱いので気をつけて下さいね」

というメモ紙を、書いて下さっているのに．．．。前に出た「ねぎ塩豚丼」はチンですか？

紙に包んである魚料理の油、多すぎると思いました。 

・これからもおいしい給食をよろしくお願いします！ 

・いつも毎日おいしい給食をありがとうございます。とってもおいしいです！ 

・もう少し量を多く。 

・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。もっと人気なメニューを
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出してほしいです。 

 

（３年生） 

・パンプキンケーキがあまりかぼちゃの味がしなかったのでもっと味をこくしてください。

いつも給食をたのしみに学校にきています。これからもたくさんたべたいとおもっていま

す。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます。これからも楽しみにしています。 

・からしのサラダはやめてほしい。もっと量を増やしてほしい 

・とくにないです。 

・給食は小学校のころとちがってあったかいしおいしいので、のこさずに食べられていい

です。 

・栄養のバランスや量などを考えながら作ってくれているので、５・６時間目におなかが

空くこともないのでうれしい。 

・肉多めで！！ 

・もっと量を増やしてほしい。 

・サラダにワサビの味やめてほしい 

・牛乳をやめて欲しいできればお茶がいい。魚に変な味つけをしないで欲しい。 

・味がとてもおいしいので好きなのですが、たまに量が少ない時があるので全体的にカレ

ーなどの日はもう一品増やしてほしいです。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・なんでもマスタードを入れるのやめてくださいまずいです。（サラダ、チキン）カレーが

甘いです。もう少しからくしてください。さかなにマヨネーズは合わない。食ざいがもっ

たいないと思います。ていばん的な食べもの（米、カレー、パスタ、シチュー、みそしる、

スープ）などはおいしいと思いますが、そうさくりょうりてきなやつはおいしくないです。

米に合うホイコーローなどを作ってほしいです。 

・からし合えのサラダがあまり好きではありません。マスタードの肉はマスタードなしが

いいです。 

・からし和えがいつも残ってしまっています。からしは好き嫌いが多いと思うので、もう

少しドレッシング等を利用したサラダを出してもらえると、食べ残しが減るのではないか、

と思います。 

・マスタードと野菜を混ぜたメニューはあまり美味しくなかったです。 

・アイスがたべたい（まっちゃかチョコ）パイナップルがたべたい。プリンがたべたい。

デザートに和菓子がたべたい。牛乳をココアにしてほしい。ケーキがたべたい。ティラミ

スがたべたい。デザートに紅茶とマフィン（紅茶はアールグレイかダージリン）きなこも

ちがたべたい。 

・日頃からおいしく頂いていますが魚の時はどうしても残してしまいます。すいません。
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もう少しきなこパンとかそういう系のパンを出してほしいと思います。よろしくおねがい

します。 

・おいしいです。 

・いつも給食オイシクいただかせてもらっています。野菜とご飯とおかずのバランスが良

くてからだに良いなぁと思いながら食べています。要望があるのですがご飯の量が多くて

御飯が好きな人が増やしても余ってしまっていますし、ごぼうチップスは少し味が濃いき

がしました。ご検討よろしくお願いします。 

・美味しいです。肉類が特に美味しいけどもう少し大きさをきんとうにしてほしいです。 

・マスタードやからしなどのものをたべれない人が多いとおもうのですが、なぜマスター

ド係のメニューが多いのですか？もうすこしマスタードなどをへらしてください。 

・量を多く、ハンバーグなどメインなのは大きくおねがいします 

・全体的に量が多いと思います。 

・給食で辛いものがよく出るので減らしていただけると嬉しいです。 

・特に野菜で好き嫌いがはげしいけど、毎回、残さず食べることを目標にして食べていま

す。これからもおいしい給食をよろしくお願いします！ 

・「野菜のからし和え」がからくて苦手なのですが頻度が高すぎます．．．。 

・味がうすすぎたり、濃すぎたりすることがあり、安定していなくて食べにくい。でも健

康的なメニューが多くてその点ではとても良いと思う。 

・いか料理が少し多いので減らして下さい。 

・肉のメニューを多くしてほしい。あんかけのあんがすごく固まっていました。全体的に

美味しいです。からし、マスタード類が多い。 

・スープとかご飯とかあったかいまま届くので良いと思います。 

・味が濃すぎたり油っこかったりする。 

・すきな物がもっとでてほしい 

・いか料理が多い。 

・いつもとてもおいしくいただいてます！僕たちのために栄養バランスを考えていただき

ありがとうございます。 

・マスタードやからしなどでの味付けが苦手です．．．。油分が多くて食べにくいです。 

・野菜がたまに少なくて人数分たりないときがあったのでもう少し、増やしてほしい。マ

スタードの量が多くて食べられていない人がいたのでマスタードの量を減らしていただ

けるとありがたいです。ミソカツのミソの量が多くて油っこいといっていた人がいたので

ミソの量を減らしていただけるとありがたいです。これからもおいしい給食をがんばって

作ってください。 

・少し油っぽい。 

・いつもおいしくいただいています。これからもおいしい給食をよろしくおねがいします。 

・小学生の時の給食よりおいしくないメニューが多かったり油が多かったりと給食に良い
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思いを感じることがすくないです。なので食べて良い気持ちになれる給食を作って下さい。 

・サラダはふつうでいいです。 

・いつも工夫されていておいしいです。ありがとうございます。 

・辛いものはやめてほしいです。 

・いつも温かくておいしいです。ありがとうございます。 

・野菜がおいしいです。バランスがとれており、良い食生活が送ることができました。 

・いつもおいしい給食をありがとうございまし。 

・いつもおいしい給食で楽しみにしています。自分が給食を食べるのはあと半年弱ですが、

よろしくお願いします。 

・毎日おいしいです。このままおいしい給食をおねがいします。 

・いつも美味しいです。嫌いなものを、残さないよう頑張ります。 

・あたたかくておいしいけど、ときどき味が濃すぎるものや薄すぎるものがある。 

・特になし。いつもありがとうございます。 

・毎日おいしい給食がでてくるのですごくいい。健康の面にも気をつかってくれていい。 

・牛乳の残り方が異常なので牛乳をなくすかあるいは希望制にしたほうがいいと思う。 

・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。毎日おいしく食べていま

す。 

・スープとサラダの使っている食材が同じであることが多いのでやめてほしい。サラダの

味つけが少なく、同じのがです。確率が高い。 

・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。 

・からしなどはいらないです。 

・おいしいです。 

・もう少し美味しくしていただければありがたいです。また、ご飯をもうちょっと水分の

多いものにしてほしいです。 

・個人的に野菜のからしあえが苦手です。 

・いつもおいしい給食をありがとうございます！！ 

・ラーメンを出してほしいです。 

・いつもありがとうございます。 

・丼ものなどは、はしでなく必ずスプーンをだしてほしい。 
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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・１件） 

 ・野菜の味付けのみうすいと感じることはある。 

  

 

≪考 察≫ 

 「適当である」が 60.0％（平成 27 年度 54.5％）、「全体的に薄味に感じている」2.7％、

（平成 27 年度 6.8％）、「全体的に濃い味に感じている」4.0％（平成 27 年度 8.0％）、「薄

い時と濃い時の差がある」が 32.0％（平成 27年度 26.1％）という結果になった。 

 サラダ等はドレッシングが食缶の底に沈んでしまうため、盛り付け前に一度混ぜる必要

があることを改めて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３ｇ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今後も配慮す

る必要がある。 
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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・４件） 

 ・配布・配膳に時間がかかってしまい、食事時間が 10 分とれない事もある。 

 ・40 人のクラスでは、おはしを使ってご飯を盛りつけるなどして盛り付け担当を増やし、なんとか対応している。 

 ・おたまが２つあればより早く準備ができる 

 ・生徒が遅く時間内に食べ終わらない。 

 

≪考 察≫ 

 「できている」63.2％（平成 27 年度 43.2％）、「ほとんどできている」27.6％（平成 27

年度 45.5％）で、平成 27年度に比べ、生徒の盛り付け作業面、学校での時間面・安全面に

おける給食の提供に改善が図られたことが確認できる。その要因として、平成 27 年 12 月

１日から全クラス分の配膳車を導入したことに一定の効果があったことが推測される。ま

た、給食開始から１年以上経過し、生徒が配膳作業に慣れてきたことが推測される。 
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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） 

 ・給食は教師には苦痛の時間。指導は一秒でも早く食べさせる、準備させる、片づけさせること。食べ物は盗らない、 

  投げない、金払えなど。※ 

 ・好き嫌いについて（食品ロスなど） 

 ・時間を意識して行動すること。お代わりのマナーについて（周りのことを考える） 

  ※中学校給食費の徴収は、各中学校でなく給食センターで対応している。 

 

 

≪考 察≫ 

 「特にない」の回答は 2.7％（昨年度 2.5％）と昨年度とほぼ同じ割合であり、平成 27

年度と同様に各学校の各クラスにおいて、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。（※回答

原文のまま記載） 

（狛江第一中学校） 

・メニューと道具（はし、スプーン、フォークなど）がうまくかみ合わず、とても食べに

くい時があります。メニューはバラエティに富んでいて良いです！育ちざかりの生徒には

量が少ないのではと思うことはしばしば・・・。 

・とてもおいしくいただいています。保護者の方からの評判も良いです。 

・はし、スプーン、フォークの適切な選択をお願いします。（例：スプーンがほしい汁系ド

ンブリの時にはしだけだったり、フォークとスプーンと両方あるのに片方しか使わずに済

んだりすることがあります。） 

・時々味がしょっぱいと感じる事がある。 

・限られた予算の中で、工夫されたメニューありがとうございます。 

・スープの量が少ない時がある。 

・もう少し量があると、多くの生徒がおかわりできる。 

・いつもおいしい給食ありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。 

・量に差がある気がします。ものすごく多い時とか、足りないと感じる時（もちろん生徒

の好みもあるとは思いますが） 

・いつもありがとうございます。 

・給食のワゴンが熱いスープ、ごはんをのせたままのものではなく、重く、熱く、ワゴン

から配膳台に運ぶのが大変危険だと思います。40 人近い満杯の中での状況です。ワゴン

のままスープ、ごはんが配れる様なものにしないと事故が起こってからでは遅いと思いま

す。新しいワゴンを準備して頂きたい。 

・とくにありません。いつもおいしい給食をありがとうございます。 

 

（狛江第二中学校） 

・美味しくいただいています。いつもありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。 

・ポテトなどの副菜がもう少し多いといいなと思います。 

・牛乳は希望制にできないでしょうか？残がもったいないといつも思います。 

・食べざかりなので量が少ないと思うことが多い。パン１個の時はもの足りない気もする。

野菜系が人気ないことがあって残念・・・。でも全体としてとてもおいしくたのしくあた

たかくいただいています。 

・残飯が多くなることがあり大変申し訳ありません。 

・ワゴンの音をなくしてほしいです。 

・毎日ではないのですが、量が足りない時があります。 
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・特になし 

・マスタード、辛子を使用したメニューは生徒にとっては好みがあるようです。 

・野菜がとてもおいしいです。ありがとうございます。 

 

（狛江第三中学校） 

・配膳用具、おたま、しゃもじ、トングを複数入れてください。 

・野菜の量が少ないのが気になります。 

・アレルギーのある生徒の対応について、代替持参の日は他の生徒と同様に配膳に並ぶこ

と（アレルギー食物が万が一混入してしまわないかということ）に不安を感じる。対応の

ある日は全てブルーバッグにできないか。 

・おたま、しゃもじの数を増やしていただけるとありがたいです。 

・１学級 40 人のクラスは、配膳時間を短縮するために、しゃもじ、お玉等を２ケずつにし

ていただきたいです。主菜といえる料理がないメニューが多いように思いますが・・・ 

・ユニークなメニューが多く楽しみにしています。 

 

（狛江第四中学校） 

・中学生用にカロリーを上げるために油をたくさん使っていると感じます。大人にはカロ

リー高めの割に量が・・・中学生でも油が多すぎると感じます。 

・汁物の量が時々少ない時があります。 

・同人数なのに日によって給食量が違う（クラス分において）倍ぐらい人数に差があるの

に、給食量が同じ（職員分において） 

・配膳の時に、とても困る量の日がある。４人分も 10 人分も職員の食缶は量が変わらない。

温かい物は温かく食べたい。職員用の食缶は 30 分近く廊下に置かれている。 

・野菜の高騰にもかかわらず多くの野菜を工夫して提供していただき感謝に堪えません。

味も上々です。一つだけ難を言えば、職員室のスープの量が数の大幅な違いにもかかわら

ず常に一定で、ほんのわずかしか配膳できない日があることです。 

・おみくじや行事コーナーなど、生徒に対する愛を感じています。行事によっては、11 時

50 分にワゴンを運んでいただいたり、「いただきます」が一番おそいクラスのことも常に

様子を見てくださったり、感謝することばかりです。ありがとうございます。２年生の職

場体験でも、写真をとっていただいたり、工夫していただきまして、本当にありがとうご

ざいました。 

・いつもおいしくいただいてます。 

・いつも美味しい給食をありがとうございます。 

・麺類のときに、量が少なく、足りないことがあった。ご飯は比較的おかわりできること

が多いが、麺類も同じくらい多めにあると、おかわりで足りなくなることがなくなるので

助かります。野菜ドレッシングで、子どもたちの好みが分かれるようです。（マスタード
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はあまり食べないことが多いです） 

・いつもありがとうございます。 

・いつも美味しくいただいています。特にスープ類など冷めてしまいがちなものが温かい

ままいただけること、とてもありがたいです。 

・いつも美味しい給食ありがとうございます。 

・弁当に比べるとカレーやスープ系のものなど生徒にとってうれしいメニューがあります

が、全体を見るとメニューが同じ具材であったり（キャベツとにんにくのサラダ、キャベ

ツとにんにくのスープ）、いつもかんづめのコーンがあったり、緑色のものがほとんどな

かったり、味が濃すぎたり、逆に味がなかったりともう少し考えてほしいところです。「か

らし」をよく使うのも気になります。他地区のメニューもぜひ参考にして楽しみになるよ

うなメニューをお考え下さい。丼ものが続く時もありますね。 

・使う食器と食材の量について量の割に使う食器が大きすぎることがある。食器に見合っ

た量で盛っていると足りなくなってしまい、配膳に時間がかかりすぎてしまう。 

・温かいものや、季節を取り入れたメニューなどいつもおいしくいただいています。汁物

のおたまがもう少し深いと配膳のスピードアップが図れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 58 - 

 

おわりに 

 

 給食センター方式による中学校給食開始から、これまで給食センターの安定稼働・安定

的提供に力を注いでおりましたが、２年目を迎え、今回のアンケート結果により新たな課

題が見えてきました。【生徒アンケート】・設問２（３ページ）の回答結果から、平成 27年

度より「おいしい給食」を提供できていることが確認できましたが、センターにおいては

一部の料理の味付けを工夫する必要があるとともに、各学校の各クラスにおいて盛り付け

前に十分に混ぜるよう再度呼びかける必要があります。また、【生徒アンケート】・設問５

（５ページ）の結果の２番目に高い「時間がない」の回答結果に対応するため、現在、給

食センターでは各クラスに「しゃもじ」を２本入れる等の対策を取っていますが、今後も

学校現場の意見を取り入れながら更なる改善に取り組む必要があります。また、各中学校

に給食時間の確保の徹底を呼びかける必要があります。 

 今回のアンケート結果を参考に、改善できるものから改善していき、「おいしい給食」を

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。 


