
 
 

平成２９年度第３回米子市学校給食運営委員会 
 
 

日 時：平成２９年１２月１４日（木） 

午後３時から 
 

場 所：米子市立学校給食センター会議室 
 
 

日 程 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議事 

（１）学校給食アンケートの結果について 

 

 

（２）その他 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 



米子市教育委員会学校給食課

1  目的

　 平成２０年度から学校給食調理業務を民間委託していることに合わせて、学校給食運営

及び食育推進の参考とするため、学校給食に関するアンケートを実施した。

2  実施時期

　 アンケートの実施及び回収時期　……　平成２９年９月１日（金）～１５日（金）　

　　　

3  実施方法

　 調査内容は、学校給食全般とし、実施方法は、学校給食課でアンケート用紙を作成して

各学校に配布し、学校で回収したものを学校給食課で集計した。

　 また、アンケートの集計結果等については、各学校に報告することとしている。

4  アンケートの内容

　 アンケートの調査項目については、学校給食運営委員会で協議のうえ決定した。

5  調査対象者

　 小学５年生及び給食を喫食している教職員、中学２年生及び給食を喫食している教職員

調査回答数 （人）

児童生徒

1,249 524

1,278 329

2,527 853

平成２９年度　学校給食アンケートのまとめ

教職員

小学校

中学校

合　　　計
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６　集計結果

（１） 児童生徒

問１　学校給食はすきですか。

小中区分 男女 すき
どちらかと
いうとすき

どちらかと
いうときら
い

きらい 無回答 総計

男 332 209 78 19 2 640
女 265 227 96 17 4 609

小学  計 597 436 174 36 6 1,249
男 201 275 115 63 7 661
女 152 280 142 37 6 617

中学  計 353 555 257 100 13 1,278
950 991 431 136 19 2,527

問２　問１で「１ すき」または「２ どちらかというとすき」と答えた人へ聞きます。
        （すきな理由について、あてはまる番号をすべて選んでください。）

小中区分 男女 おいしい
毎日ちがう
ものが食
べられる

家では食
べたことの
ないもの
が食べら
れる

栄養のバ
ランスがよ
い

友達と楽し
く食べられ
る

あたたか
いものが
食べられ
る

男 314 240 137 210 249 96
女 282 216 145 253 244 94

小学  計 596 456 282 463 493 190
男 210 188 83 193 160 71
女 188 168 97 202 164 85

中学  計 398 356 180 395 324 156
994 812 462 858 817 346総　　　計

小学

中学

   小学生の82.7％（男84.6％・女80.8％）が学校給食を「すき」または「どちらかというとすき」と答えて
いるが、中学生では71.0％（男72.0％・女70.0％）となっているほか、「きらい」という回答が7.8％（男
9.5％・女6.0％）となっている。

   小学生の給食が好きな理由の上位は、「おいしい」（596人）、「友人と楽しく食べられる」（493人）、
「栄養バランスがよい」（463人）の順となっている。中学生では「おいしい」（398人）、「栄養バランスが
よい」（395人）、「毎日ちがうものが食べられる」（356人）の順となっている。

総　　　計

小学

中学
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問３　問１で「３ どちらかというときらい」「４ きらい」と答えた人へ聞きます。
        （きらいな理由について、あてはまる番号をすべて選んでください。）

小中区分 男女 おいしくない
きらいなも
のが出てく
る

家では食
べたことの
ないもの
が出てくる

量が多い

男 17 61 19 39
女 17 73 25 73

小学  計 34 134 44 112
男 106 76 25 43
女 80 93 39 116

中学  計 186 169 64 159
220 303 108 271

問４　味付けはどうですか。

小中区分 男女 薄い ちょうどよい 濃い 無回答 総計

男 88 483 41 28 640
女 39 510 38 22 609

小学  計 127 993 79 50 1,249
男 147 389 42 83 661
女 73 437 42 65 617

中学  計 220 826 84 148 1,278
347 1,819 163 198 2,527

　 味付けについては、「ちょうどよい」との回答が小学生男子の75.5％、女子の83.7％、中学生男子
の58.9％、女子の70.8％となっているが、「うすい」との回答も小学生男子の13.8％、女子の6.4％、中
学生男子の22.2％、女子の11.8％となっている。

総　　　計

総　　　計

小学

中学

　 小学生の給食が嫌いな理由の上位は、男女ともに「きらいなものが出てくる」（男61人・女73人）、
「量が多い」（男39人・女73人）の順となっているが、中学生の男子では「おいしくない」（106人）、「き
らいなものが出てくる」（76人）、女子では「量が多い」（116人）、「きらいなものが出てくる」（93人）、
「おいしくない」（80人）の順となっている。
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中学
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問５　残さず食べていますか。

小中区分 男女 全部食べる
ほとんど残
さない

ときどき残
す

少し残す たくさん残す 無回答 総計

男 320 166 104 29 15 6 640
女 245 175 134 40 10 5 609

小学  計 565 341 238 69 25 11 1,249
男 284 143 124 71 31 8 661
女 109 147 144 173 42 2 617

中学  計 393 290 268 244 73 10 1,278
958 631 506 313 98 21 2,527

問６　問５で（３）～（５）に〇をつけた人へ聞きます。給食を残す理由について、あてはまる番号を
        すべて選んでください。

小中区分 男女
おいしくな
い

量が多す
ぎる

食欲がない
太りたくな
い

一度にたく
さん食べら
れない

時間がない 油っぽい
きらいな物
がある

体の調子
がよくない

男 11 57 27 16 24 49 6 83 5
女 15 93 36 16 51 84 14 102 8

小学  計 26 150 63 32 75 133 20 185 13
男 82 76 69 8 28 89 28 117 9
女 77 248 100 34 98 211 45 170 22

中学  計 159 324 169 42 126 300 73 287 31
185 474 232 74 201 433 93 472 44

総　　　計

小学

中学

　 小学生の72.5％（男75.9％・女68.9％）が学校給食を「毎日全部食べる」か「ほとんど残さない」と答
えているが、中学生では53.4％（男64.6％・女41.5％）に減少しており、特に女子の「毎日全部食べ
る」という回答割合が17.7％と低くなっている。

小学

中学

総　　　計

　 小学生の給食を残す理由の上位は、男女ともに「きらいな物がある」（男83人・女102人）、「量が多
すぎる」（男57人・女93人）、「時間がない」（男49人・女84人）で共通している。中学生の男子では「き
らいな物がある」（117人）、「時間がない」（89人）、「おいしくない」（82人）、女子では「量が多すぎる」
（248人）、「時間がない」（211人）、「きらいな物がある」（170人）の順となっている。
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問７-１ パンとごはんでは、どちらが好きですか。

小中区分 男女 パン ご飯 どちらも好き 無回答 総計

男 189 232 195 24 640
女 237 161 188 23 609

小学  計 426 393 383 47 1,249
男 191 307 148 15 661
女 231 250 124 12 617

中学  計 422 557 272 27 1,278
848 950 655 74 2,527

問７-２ 給食のパンについて、あてはまるものを選んでください。

小中区分 男女 おいしい ふつう おいしくない 無回答 総計

男 352 215 42 31 640
女 340 213 28 28 609

小学  計 692 428 70 59 1,249
男 173 344 127 17 661
女 223 318 70 6 617

中学  計 396 662 197 23 1,278
1,088 1,090 267 82 2,527

総　　　計

　 小学生は、「パンがすき」（34.1％（男29.5％・女38.9％））が「ご飯がすき」（31.5％（男36.2％・女
26.4％））よりやや高い割合となっているが、中学生は、「ご飯がすき」（43.6％（男46.4％・女40.5％））
が「パンがすき」（33.0％（男28.9％・女37.4％））より高い割合となっている。

小学

中学

総　　　計

　小学生は男女ともに55％が「おいしい」と回答しており、「ふつう」の割合と合わせると約９割となっ
ている。中学生では、「おいしい」との回答が31.0％（男26.2％・女36.1％）あり、「ふつう」と割合と合わ
せると82.8％（男78.2％・女87.6％）となっているが、「おいしくない」という回答も15.4％（男19.2％・女
11.3％）ある。
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問７-３ 給食の主食（ご飯）について、あてはまるものを選んでください。

小中区分 男女 おいしい ふつう おいしくない 無回答 総計

男 380 207 18 35 640
女 330 222 26 31 609

小学  計 710 429 44 66 1,249
男 233 335 74 19 661
女 214 336 59 8 617

中学  計 447 671 133 27 1,278
1,157 1,100 177 93 2,527

問８　朝食は毎日食べていますか。

小中区分 男女 毎日食べる
食べない
時もある

食べない 無回答 総計

男 534 90 8 8 640
女 518 76 8 7 609

小学  計 1,052 166 16 15 1,249
男 543 97 14 7 661
女 501 85 27 4 617

中学  計 1,044 182 41 11 1,278
2,096 348 57 26 2,527

総　　　計

　 小学生は男女ともに約６割が「おいしい」と回答しており、「ふつう」の割合と合わせると約９割と
なっている。中学生では、「おいしい」と回答している割合が男女ともに約35％あり、「ふつう」と割合
と合わせると87.5％（男85.9％・女89.2％）となっているが、「おいしくない」という回答も10.4％（男
11.2％・女9.6％）ある。

総　　　計

 　小学生男子の83.4％、女子の85.1％、中学生男子の82.1％、女子の81.2％が「毎日食べる」と回答
しているが、小学生では男女ともに1.3％、中学生男子の2.1％、女子の4.4％が「食べない」と回答し
ている。
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問１＆５のクロス集計

好きですか

（1）給食を
全部食べ
る

（2)給食を
ほとんど残
さない

（3）給食を
ときどき残
す

（4）給食を
少し残す

（5）給食を
たくさん残
す

（0）無回答

総計

給食がすき 569 228 96 44 6 7 950
給食がどちらかというとすき 314 296 248 111 19 3 991
給食がどちらかというときらい 54 87 130 120 40 431
給食がきらい 17 17 30 37 31 4 136
無回答 4 3 2 1 2 7 19

958 631 506 313 98 21 2,527

問５＆８のクロス集計
（1）給食を
全部食べ
る

（2)給食を
ほとんど残
さない

（3）給食を
ときどき残
す

（4）給食を
少し残す

（5）給食を
たくさん残
す

（0）無回答

総計

（1）朝食を毎日食べる 844 529 400 247 61 15 2,096
（2）朝食を食べない時もある 95 85 94 47 24 3 348
（3）朝食を食べない 12 10 7 18 10 57
（0）無回答 7 7 5 1 3 3 26

958 631 506 313 98 21 2,527

問４＆６のクロス集計

味付け

おいしくな
い

量が多す
ぎる

食欲がな
い

太りたくな
い

一度にたく
さん食べら
れない

時間がな
い

油っぽい 嫌いな物
がある

 体の調子
が良くない

薄い 52 68 47 16 33 71 24 94 9
ちょうどよい 55 302 136 44 125 281 30 279 26
濃い 28 55 26 6 25 35 21 43 6
その他 50 49 23 8 18 46 18 56 3

総  計 185 474 232 74 201 433 93 472 44

総　　　計

総　　　計
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（2） 教職員

問１  給食の味付けについてお尋ねします。

小中区分 適当である
全体的に
薄味に感
じる

全体的に
濃味に感
じる

薄い時と
濃い時の
差がある

その他 総計

小学 404 22 10 78 10 524
中学 224 27 6 63 9 329

総　計 628 49 16 141 19 853

問２  給食の配缶量（食缶に入っている量）についてお尋ねします。

小中区分
適量が
入っている

時々少なく
感じる

時々多く感
じる

日によって
多いときや
少ないとき
がある

その他 総計

小学 245 44 105 104 26 524
中学 111 34 75 80 29 329

総　計 356 78 180 184 55 853

　 給食の味付けについて、小中学校の73.6％が「適当である」と回答しているが、「薄い時と濃い時の差があ
る」との回答が16.5％ある。

 　給食の配缶量については、小中学校の41.7％が「適量が入っている」という回答で、小中学校ともに最も多
いが、「日によって多いときや少ないときがある」、「時々多く感じる」という回答もそれぞれ２割以上ある。
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問３  給食の食品や食器・ランチ皿等の数についてお尋ねします。

小中区分
間違いなく
届いてい
る

時々足ら
ないことが
ある

時々多い
ときがある

数の間違
いが少なく
なった気
がする

その他 総計

中学 279 12 4 1 33 329
小学 467 19 5 4 29 524

総　計 746 31 9 5 62 853

問４ 給食全般について感じたことを回答してください。（複数回答可）

小中区分

(１)野菜の
切り方が
大きくて食
べにくそう

(２)切り方
が小さすぎ
て食材が
よくわから
ない

(３)煮物、
汁物など
火のとおり
が十分で
ないことが
ある

(４)火のと
おりが過
剰なことが
ある

(５)味にメ
リハリがな
い

(６)同じ食
材が続くこ
とがある

(７)郷土料
理をもっと
献立に入
れて欲しい

(８)外国料
理の献立
を増やして
欲しい

(９)和食中
心がよい

（10）栄養
のバランス
のことが考
えられてい
てよいと思
う

(１１)特に
ない

小学 21 20 20 18 41 36 93 36 63 314 76
中学 6 20 18 16 53 37 47 19 28 128 69
総  計 27 40 38 34 94 73 140 55 91 442 145

　 食品や食器の数量については、小中学校の87.5％が「間違いなく届いている」という回答であるが、「時々
足らないことがある」との回答が3.6％ある。

   給食全般について感じたこととして、「栄養バランスのことが考えられていてよいと思う」（小学校314人、中
学校128人）が最も多く、次に小学校では「郷土料理をもっと献立に入れてほしい」（93人）、「特にない」（76
人）、「和食中心がよい」（63人）、中学校では「特にない」（69人）、「味にメリハリがない」（53人）、「郷土料理を
もっと献立に入れてほしい」（47人）の順となっている。
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思う 
(11)特にない 
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問５ 日頃から指導が難しいと思われていることがあれば回答してください。（複数回答可）

小中区分

（１）感謝
の気持ち
を持って食
べることに
ついて

（２）食事
のマナー
について

（３）食品
について
の栄養や
知識につ
いて

（４）給食
当番など
みんなで
する作業
について

（５）衛生
管理・食中
毒につい
て

（６）みんな
で一緒に
食べること
について

（７）食べ
方・箸の持
ち方につ
いて

（８）交互
食べ（三角
食べ）につ
いて

（９）特にな
い

小学 133 180 98 54 66 22 197 150 40
中学 92 59 54 54 32 23 47 43 41
総  計 225 239 152 108 98 45 244 193 81

問６ 児童・生徒が給食を残す理由についてお尋ねします。（複数回答可）

小中区分 おいしくない 好ききらい
食べたこと
がない

時間がない

小学 30 407 174 179
中学 63 232 36 100
総  計 93 639 210 279

 　指導が難しいこととしては、小学校の上位は「食べ方・箸の持ち方」（197人）、「食事のマナー」（180人）、
「交互食べ（三角食べ）」（150人）、「感謝の気持ちを持って食べること」（133人）の順であり、中学校では「感謝
の気持ちを持って食べること」（92人）、「食事のマナー」（59人）、「食品についての栄養や知識」（54人）、「給
食当番などみんなでする作業」（54人）の順となっている。

　 給食を残す理由としては、小学校の上位は「好ききらい」（407人）、「時間がない」（179人）、「食べたことが
ない」（174人）の順であるが、中学校では「好ききらい」（232人）、「時間がない」（100人）、「おいしくない」（63
人）の順となっている。
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７　考察

（１） 児童生徒

問１～問３ （給食の好き嫌い）について

問４ （味付け）について

問６ （給食を残す理由）について

問７ （パンとご飯）について

　 「学校給食はすきですか」という設問に対し、小学５年生の82.7％と中学２年生の71.0％が、給食が「好き」
または「どちらかというとすき」であると回答しており、昨年度と比べると小学生で2.3％、中学生で0.9％高く
なっている。
　その理由としては、「おいしい」、「栄養のバランスがよい」、「友達と楽しく食べられる」、「毎日違うものが食
べられる」が上位を占めている。
　 おいしい給食を友達と楽しく食べることは、「学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこ
と」という学校給食の目的の一つにつながっており、児童生徒の回答は給食提供に一定の成果があったこと
を示している。
　 また、中学生の給食が好きな理由は、「栄養のバランスがよい」が「おいしい」の次に多く、「友達と楽しく食
べられる」より上位となっている。
　 このことから、給食が好きな中学生を増加させるためには、引き続き、中学校の食育活動において、食品に
含まれる栄養素やその働きについて伝え、生徒の関心が高いスポーツや勉強・学力などと関連性を持たせた
バランスのよい食事のとり方などについて学習を行うなど、食の知識や選択能力をさらに深めるための取組
みが効果的であると考える。また、県内や市内での行事や注目を集めていることと食を関連付けるようにし
て、給食に興味、関心を持たせたり、友達との会話が楽しめたりするきっかけづくりにも結び付けていきたい。
　 給食が嫌いな理由については、「嫌いなものがでてくる」、「量が多い」、「おいしくない」が上位を占めてお
り、献立や調理方法の工夫を継続して行い、少しでも多くの子どもが給食を好きになってくれるように努力した
い。

　 給食の味付けについては、小学生の79.5％（男 75.5％・女83.7％）と中学生の64.6％（男58.9％・女70.8％）
が、「ちょうどよい」と回答しているが、小学生の10.2％（男13.8％・女6.4％）と中学生の17.2％（男22.2％・女
11.8％）が「味付けがうすい」と回答している。
　 給食の味付けの濃い薄いについては、給食の献立内容によって変わるほか、発達段階における味覚の変
化や家庭での味付けの影響よるものが大きいと思われる。
　 また、学校給食では、素材の味を生かすような味付けをしていることや、将来の生活習慣病予防に配慮し
た学校給食摂取基準に基づいて塩分調整を行っているためでもあると思われる。

　 「給食を残さず食べていますか」という設問では、小学生の26.6％と中学生の45.8％が給食を残すと回答し
ている。
　 給食を残す理由については、小学生は「きらいな物がある」、「量が多すぎる」、「時間がない」の順となって
いるが、中学生では男子が「きらいな物がある」、「時間がない」、「おいしくない」、女子が「量が多すぎる」、
「時間がない」、「きらいな物がある」の順となっており、年齢、性別に応じて順序が変化している。
　 食べ残しの解消については、学校と連携を図りながら引き続き検討していきたいと考えている。
　 また、給食の量については、学校給食摂取基準をもとに平均的な必要量を求めて提供しているため、一律
に盛り付けると個々の児童生徒が食べるべき量と食べられる量とが一致しないこともあるが、配膳を工夫し対
応するなど、健全な育成や生涯を通じた健康の保持増進のため、適切な栄養の摂取の必要性について伝え
ていきたいと考えている。

　 「パンとご飯のどちらが好きですか」という設問では、中学生は「ご飯がすき」（43.6％）が「パンがすき」
（33.0％）より約10％多くなっているが、小学生は「パンがすき」（34.1％）が「ご飯がすき」（31.5％）より多くなっ
ている。 これは、小学生の男子では「ご飯がすき」の方が6.7％多いが、女子では「パンがすき」の方が12.5％
多いため、全体では「パンがすき」が多くなっている。
　 おいしさについては、「ご飯」に比べて「パン」がおいしくないと回答する児童生徒が多い。これは、自由記載
の意見から推測すると、市販品と比べてパンに味がないことやパンのパサつき等の食感が要因になっている
と考えられる。
　 学校給食では、パン本来の味を児童生徒に経験してもらうため、学校給食の基本となるコッペパンを中心
にパンを提供しており、市販品よりも甘味や塩味が控えてあるコッペパンの味や食感が児童生徒の意見に結
び付いたと思われる。
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問８ （朝食）について

（２） 教職員

問１ （給食の味付け）について

問２ （配缶量）について

問３ （食品・食器数）について

問４ （給食全般）について

問５ （指導が難しいと思われること）について

　 給食の味付けについて、73.6％が児童生徒にとって「適当である」と回答されており、学校給食で行ってい
る素材の味を生かす味付けが教職員からもおおむね評価されているものと思われる。
　 一方、「薄い時と濃い時との差がある」との回答が16.5％あり、児童生徒の味付けについての自由記載意
見で、「薄い時と濃い時がある」という意見が一番多かったこととも符合している。 これは献立全体で味の調
和をとるため、例えば、パンの日のメニューは、パンに塩分が多いため比較的薄味にしており、特にスープや
サラダが薄味になることも原因の一つと考えられる。
　 今後も素材の味を生かす味付けを基本にしながら、おいしく、栄養バランスに優れ、子どもたちに喜ばれる
給食を提供するよう努力を続けていきたい。

　 給食の配缶量については、「適量が入っている」という回答が一番多く 41.7％あるものの、「時々多く感じ
る」（21.1％）、「日によって多いときや少ないときがある」（21.6％）という回答もそれぞれ２割を超えている。
　 配缶量の違いの感じ方については、例えば、煮物の場合は煮汁の量が汁物ほど入っていないために、少
なく感じられるなど、献立によって見た目が変わることも原因の一つと考えられる。

　 給食の食品や食器・ランチ皿などの数については、87.5％が「間違いなく届いている」と回答されており、昨
年度とほぼ同じ割合である。
　 食器類については、ある程度多めに配送して不足が生じないようにしているが、引き続き調理業務委託業
者に数量確認の徹底を指導していきたい。

　 給食全般について感じたことについては、「栄養のバランスのことが考えられていてよいと思う」という回答
が442人あり最も多く、次に「郷土料理をもっと献立に入れて欲しい」が140人、「味にメリハリがない」が94人、
「和食中心がよい」が91人となっており、ここ数年ほぼ同じ傾向である。
　 郷土料理については、全国学校給食週間を中心に鳥取県の郷土料理を取り入れているほか、全国の特産
品や郷土料理を取り入れた給食を出来るだけ提供するように努めている。児童生徒が各県の特徴や食文化
などを学ぶきっかけづくりともなっており、今後も継続していきたい。
　 このほか、自由記載で寄せられた数多くのご意見についても、できるだけ今後の献立作成や調理業務に活
かしていきたい。

　 給食時間の指導において難しいと思われる指導内容は、小学校では「食べ方・箸の持ち方」、「食事のマ
ナー」、「交互食べ（三角食べ）」、「感謝の気持ちを持って食べること」、中学校では「感謝の気持ちを持って食
べること」、「食事のマナー」、「食品の栄養や知識」、「給食当番などのみんなでする作業」の順となっている。
　給食は、１日のうちの１/３食にすぎず、食事のマナー等を指導したとしても家庭の食事でも引き続き実践し
なければ身に付かないため、給食だよりや試食会等を活用し、家庭での食事の仕方についても保護者へ啓
発していきたい。

　 朝食については、小学生の84.2％（男83.4％・女85.1％）と中学生の81.7％（男82.1％・女81.2％）が「毎日食
べる」と回答しているが、小学生の1.3％と中学生の3.2％（男2.1％・女4.4％）が「食べない」と答えており、朝食
を食べない中学生の割合が小学生の割合よりも高くなっている。
　 朝食を食べない児童生徒の割合は昨年より若干減少しているが、朝食については、その大切さを伝え、毎
日きちんと朝食を食べる食習慣を指導するなどの食育活動を引き続き推進していく必要がある。
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問６ （給食を残す理由）について

問７ （栄養職員への要望）、問８ （魅力ある給食）について

　 児童生徒が給食を残す理由については、小中学校ともに第１位が「好ききらい」、第２位が「時間がない」で
共通しているが、第３位は、小学校が「食べたことがない」、中学校が「おいしくない」となっている。
　 「好ききらい」や「おいしくない」という理由の解消に向けては、献立や調理方法等の工夫を引き続き行って
いくほか、「食べたことがない」については、児童生徒にいろいろな食材や味を経験させ慣れてもらうようにす
るとともに、家庭での食生活にも起因するところもあると考えられることから、試食会や給食だより等を活用し
た保護者啓発を継続していきたい。
　 また、「時間がない」ことについては、小学生の133人と中学生の300人が給食を残す理由にあげていること
でもあり、早急な解決は困難と思われるが、引き続き学校での検討をお願いしたい。

　 食に関する指導についての学校栄養職員等への要望や魅力ある学校給食への取組みについては、学校
栄養職員等の指導内容をはじめ、給食の献立や調理方法など多方面にわたる多種多様なご意見をいただい
た。
　 いただいたご意見の中には、安全安心でおいしい給食を提供していく上でのヒントや検討すべきものもあ
り、ご意見に感謝するとともに、実行が容易なものから解決に向けて努力していきたい。

　 給食時間の指導において難しいと思われる指導内容は、小学校では「食べ方・箸の持ち方」、「食事のマ
ナー」、「交互食べ（三角食べ）」、「感謝の気持ちを持って食べること」、中学校では「感謝の気持ちを持って食
べること」、「食事のマナー」、「食品の栄養や知識」、「給食当番などのみんなでする作業」の順となっている。
　給食は、１日のうちの１/３食にすぎず、食事のマナー等を指導したとしても家庭の食事でも引き続き実践し
なければ身に付かないため、給食だよりや試食会等を活用し、家庭での食事の仕方についても保護者へ啓
発していきたい。
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８ 児童生徒の自由記載意見

　　設問の解答で、「その他」欄に記載されて意見は、概ね次のとおりである。

問２　給食がすきな理由

自由意見記載者数　１２９人（小学生（男）４３人・（女）３２人、中学生（男）２９人・（女）２５人）

給食が好きな理由

デザートが出るから。（小学生（男）６人・（女）６人、中学生（男）２人・（女）８人）

好きな物がで出るから。（小学生（男）７人・（女）４人、中学生（男）２人・（女）３人）

まあまあ好きだから。（小学生（男）１人）

好物 毎日牛乳が出るから。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

パンが出る時があるから。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）

特別な日にケーキやゼリーが出てきてうれしい。（小学生（女）１人）

パンが好き。肉も好き。（小学生（女）１人）　　　ハンバーグが好き。（小学生（女）１人）

パンとおにぎりを食べる。（小学生（男）１人）

おいしいから。（小学生（男）２人、中学生（男）１人）

あたたかいものを食べたらおいしい。（小学生（男）１人）

違うものが食べられるし、おいしいから。（小学生（男）１人）

苦手な食べ物もおいしく調理してある。（小学生（男）１人）

おいしさ 嫌いな物も出るけど、美味しい時の方が多い。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

嫌な物もあるけどおいしくて味付けがちょうどいい。（小学生（女）１人）

白いご飯が美味しい。（小学生（女）１人）　　野菜が美味しい。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）

肉がおいしい。（小学生（男）１人）　　ししゃもが美味しいから。（中学生（男）１人）

牛乳が美味い。（中学生（男）１人）　　牛乳がぬるいから。（小学生（男）１人）

普通（中学生（男）４人）

おかわりができる。（小学生（男）１人、中学生（男）２人）

自分の好きな量だけ食べられる。（中学生（男）１人・（女）１人）

量 沢山食べられるから。（中学生（男）２人）　　お腹いっぱいになる。（中学生（女）１人）

量がちょうど良い。（小学生（女）１人、中学生（男）１人）　　時間的にちょうどいい感じだから。（中学生（女）１人）

少し多い。（中学生（女）１人）

味付けがちょうどいい。（小学生（男）１人）　　給食は味が少し薄い。（中学生（男）１人）

栄養もあるし、バランスよく食べられるから。（小学生（女）１人）

野菜とかバランスがよいものが食べれるから。（小学生（男）１人）

食べやすいから。（小学生（女）１人、中学生（男）１人・（女）１人）　　鮮度がいい。（小学生（男）１人）

毎月旬の物が出る。（小学生（女）１人）　　他の県の郷土料理が食べられる。（小学生（男）１人）

豪華（小学生（男）１人）

魚に骨があまり無いから。（小学生（女）１人）

ほかのものとあう。（小学生（男）１人）　　カレーや麺類だとご飯かパンにあう。（小学生（男）１人）

家とちがう味。（小学生（女）１人）　　家とちがう米の種類だから。（小学生（女）１人）

苦手なものでも美味しく食べられる。（小学生（男）２人）

嫌いな物が食べれるようになった。（小学生（男）１人・（女）１人）

嫌いな物があまり出ないから。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）

好き嫌い 苦手な物が出る時もあるけど好きなのは好き。（小学生（女）１人）

ぼくは米を残すから、ちょうせんできる。（小学生（男）１人）

野菜が食べれません。（中学生（男）１人）

牛乳が飲めない。フルーツ牛乳、コーヒー牛乳がいい。（中学生（男）１人）

調理員さんが、たくさんの給食を作るのに、がんばって気持ちをこめて作ってくれるから。（小学生（女）１人）

あいじょうがあるから。（小学生（女）１人）

楽しく食べられるのがいいから。（小学生（男）１人）

友達と楽しく食べられるから。（小学生（男）２人）　　友達がいたら一緒に話せる。（小学生（女）１人）

お腹が減っているから。（中学生（男）１人・（女）１人）

朝ご飯を食べなくてお腹減ってるから。（中学生（女）１人）

お腹がすいた時に食べれるから。（小学生（女）１人、中学生（男）２人）

その他 毎日食べられる。（中学生（男）１人）　　食欲なくても食べれる。（中学生（男）１人）

親の負担が減るから。（中学生（男）１人）　　お母さんの手間が省ける。（中学生（女）１人）

弁当はいろいろ面倒くさいから。（中学生（女）１人）

箸とマスクだけ持っていけば食べれるから。（中学生（男）１人）

スプーンがついている時がある。（小学生（男）１人）

食べれたら何でもいいから。（中学生（女）１人）

元気でいれる。（小学生（女）１人）　　すっきりする。気分が良い。（小学生（男）１人）

最近体が冷えるから。（小学生（男）１人）

作ってみたくなる。（中学生（男）１人）

急がなくてもいい。（中学生（女）１人）

特にない。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）　　なんとなく。（中学生（男）１人・（女）１人）

　　なお、各表中の「区分」は整理のために新たに付記したもので、必ずしも回答者の意図に沿っているわけではない。

区　　　　分

献立・調理

- 14 -



問３　給食がきらいな理由

自由意見記載者数　９１人（小学生（男）２１人・（女）１０人、中学生（男）３２人・（女）２８人）

給食が嫌いな理由

ご飯がベチャベチャしている。（小学生（女）１人、中学生（女）２人）

米がベチョベチョもしくはパサパサ。（中学生（男）１人）

白米が嫌いだから。（小学生（男）１人）

ご飯がやわらかく、もう少し固めに炊いてほしい。（中学生（男）１人）

ご飯の水分が多いから。（中学生（男）１人）　　ご飯が水っぽい。（中学生（女）１人）

白ご飯とパンがまずい。（中学生（女）１人）

米がべたついている。パンの中に何か入っているから。（中学生（女）１人）

パンがでかい。（中学生（男）１人）　　パンなどの味が質素すぎる。（ジャムが欲しい）。（中学生（男）１人）

牛乳があるから。（中学生（女）１人）　　　　牛乳が美味しくない。（中学生（女）１人）

牛乳の量が特に多い。（中学生（女）１人）

まずい。（小学生（男）１人）　　臭い。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

おいしくない。（小学生（女）１人）　　栄養のバランスはいいけど、あまり美味しくない。（中学生（男）１人）

もっと美味しくしてほしい。（中学生（男）１人）　　美味しいものと美味しくないものがある。（中学生（男）１人）

味付けがあまり好きではない。（中学生（女）１人）　　味付けが意外な味付けだったりする。（中学生（女）１人）

味付けがきらいな物が多い。サッパリがいい。（中学生（男）１人）

変な味付け。（小学生（女）１人）　　変な味がする。（中学生（男）３人）　　人工的な味がする。（中学生（女）１人）

味付け 味が薄い。（小学生（男）２人、中学生（男）２人）　　油が濃い。（小学生（男）１人）

油っぽい。みそ汁などに時々ミルクがはいっている。（小学生（女）１人）

食べ物がベタベタしている。（小学生（男）１人）　　揚げ物が水っぽい。（中学生（女）１人）

時々こしょうが多い。（小学生（男）１人）

家のご飯と味がちがう。（小学生（男）１人・（女）１人）

家で出たことのない食べ物が出てきて味が分からないし、あんまり味がしない時がある。（中学生（女）１人）

美味しい物もある。（中学生（女）１人）　　でもおいしい。（小学生（女）１人）　　ふつう。（小学生（男）１人）

冷たい。（中学生（女）１人）　　昨年は美味しかったけど、今年は冷たい。（中学生（男）１人）

冷めている。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）　　冷たい物がでてくる。（ハンバーグとか）（小学生（女）１人）

ぬるい。（中学生（男）１人）　　温かくない。（中学生（男）１人）

熱い（猫舌）。（中学生（女）１人）　　熱すぎる。（中学生（女）１人）

意外な組み合わせが多い。（中学生（女）１人）　　変な組み合わせだから。（小学生（男）１人）

たまに変な物が出る。（中学生（男）１人）　　見た目。（中学生（男）１人）

食感がきらい。（小学生（男）１人）　　固いものやいやな食感のものがある。（小学生（男）１人）

サラダにしんが多い。（小学生（男）１人）

ニンジン等がちゃんと切れてない。食べにくい。美味しくない。（中学生（女）１人）

なんでサラダにフルーツが出てくるかわからない。（中学生（女）１人）

煮魚のあじや骨がきらい。（小学生（男）１人）　　魚にタルタルをかけるやつが嫌い。（中学生（女）１人）

きのこが出てくるから。（中学生（女）１人）　　きのこが多い。（中学生（男）１人）

肉が少ない。野菜が多い。（小学生（男）１人）　　デザートが少なすぎる。（中学生（女）１人）

量が少ない。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

少ない物と多い物がひどい。（中学生（女）１人）

食べきれなくて、残す時もある。（小学生（女）１人）

出て来たものを全部食べないといけないから。（小学生（女）１人）

時間がない。（中学生（男）１人）

ゆっくり食べたいけど時間がないから。（中学生（男）１人）

食べるのが遅い。（中学生（女）１人）

嫌いな物が沢山出てくるから。（小学生（女）１人）　　好きな物が出てくる時が少ない。（中学生（男）１人）

らっきょを出すのはやめてほしい。（中学生（男）１人）　　トマトといちごが出ない。（中学生（男）１人）

好き嫌い 嫌いなのに無理やり食べさせられる。（小学生（男）１人）

好きな物が食べれない。無理やり食べさせられる。好きな食べ物が出ない。普通に嫌い。（中学生（男）１人）

気分に合っていない（俺に合わない）。（中学生（男）１人）

弁当の方がいい。（中学生（男）１人）　　弁当の方が美味しい。（中学生（女）１人）

家のご飯の方がおいしい。（小学生（男）１人）　　家の食べ物の方が好き。（小学生（男）２人）

薬のせいで食べられない。（小学生（男）１人）　　あんまり食べる気にならない。（中学生（女）１人）

自分で好きな料理を作れないから。（小学生（男）１人）

その他 小学校の時、給食センターではなかったから。（中学生（女）１人）　　　小学校のがうますぎた。（中学生（女）１人）

当番の人の髪の毛が入っていたりするから。（小学生（男）１人）

必要でない。（中学生（男）１人）

特に理由はない。（中学生（男）１人）　　いろいろ。（中学生（男）１人）

区　　　　分

献立・調理

給食時間

牛乳

ご飯・パン

弁当・家庭料理

温かさ

量
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問４　給食の味付け

自由意見記載者数　１９９人（小学生（男）３１人・（女）２０人、中学生（男）８２人・（女）６６人）

味付けについての意見

おいしい。（小学生（男）３人、中学生（男）１人）　　うまい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

ちょうどよい。（小学生（男）２人）　　味付けが食べ物にあった味。（小学生（男）１人

ふつう （小学生（男）６人・（女）１人、中学生（男）７人・（女）４人）　　微妙　（中学生（男）１人）

美味しくない。（小学生（男）１人、中学生（男）１人・（女）１人）　　たまに美味しくない。（中学生（女）１人）

味付けが良くない。（中学生（男）２人）　　味付けがされてないものがある。（小学生（男）１人・（女）１人）

まずい。（中学生（男）４人・（女）３人）　　たまにひどい。　（中学生（男）１人）

日によって違う。（中学生（男）２人・（女）９人）　 物によってちがう。（小学生（男）１人、中学生（男）４人・（女）１人）

日によって違うから嫌だ。（中学生（男）１人）　　日によって違うから分からない。（中学生（男）１人）

濃かったり、ちょうど良かったり、薄かったりする。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）１人）

良かったり、良くなかったりする。（中学生（男）２人）　 いい日もあるし、うーん？という日もある。（中学生（女）１人）

よく分からない。（小学生（男）１人、中学生（男）２人）　　わからない。（中学生（男）６人・（女）９人）

どちらでもない。（中学生（男）１人）　　何とも言えない。　（中学生（男）１人）

気にしたことがない。（中学生（男）１人・（女）１人）　　あまり気にしてない。（中学生（男）１人・（女）１人）

興味ない。　（中学生（男）１人）　　特にない。（中学生（男）１人・（女）２人）

薄い時と濃い時がある。（小学生（男）３人・（女）８人、中学生（男）９人・（女）１０人）

薄すぎる時と濃すぎる時がある。（中学生（男）１人・（女）１人）　　薄いとこと濃いところがある。（中学生（女）１人）

濃いのもあれば薄いのもある。（小学生（女）１人、中学生（男）３人・（女）４人）　　時と場合 （中学生（女）１人）

バラバラ （小学生（男）１人、中学生（男）１人・（女）２人）　　いろいろ （小学生（女）１人、中学生（女）１人）

薄い時が多い。（中学生（男）２人）　　薄い時がある。（小学生（女）１人、中学生（男）２人・（女）４人）

うすすぎ。 （小学生（男）１人）　　少し薄い。（中学生（男）１人）

味付け 薄い時とちょうどよい時がある。（小学生（女）２人、中学生（女）１人）

薄すぎて食べた気にならない時がある。（中学生（男）１人）

濃い時もある。（中学生（男）３人・（女）１人）　　たまに濃い。（中学生（女）３人）

濃いすぎるものがある。（小学生（男）１人）

濃かったり、ちょうどよかったりする。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）

どちらかというと濃い方が好き。（中学生（男）１人）

あますぎのときもある。（小学生（女）１人）　　　いろんなものが甘い。（中学生（男）１人）

酢が多い。（中学生（男）１人）　　酸っぱい。（中学生（男）１人）

辛かったり、酸っぱかったりして嫌だ。（中学生（女）１人）

見た目と違う味がする。（中学生（男）１人）

味付けが偏った献立があるのでメリハリがない。（中学生（男）１人）

大根おろしが多すぎる。（小学生（男）１人）

こしょうが多い。（小学生（男）１人）　　とうがらしがからい。（小学生（男）１人）

ご飯がべチャッとしてたり、味が薄かったりする。（中学生（男）１人）

コッペパンは味がない。ジャムなどをつけてほしい。そうしたらパンの残飯が減ると思う。（中学生（男）１人）

魚の味付けは濃い。（小学生（女）１人）　　色々だが魚の煮つけ以外は薄め。（中学生（男）１人）

全体的に良いがフライ(魚)などの時にソースがかかっていないことがあって微妙なときがある。（中学生（女）1人）

野菜が濃いときもある。（小学生（女）１人）

基本ちょうどいいけど、野菜の味付けが薄い時がある。（中学生（女）1人）

野菜の味付けが少し苦手です。（中学生（男）１人）　　野菜にドレッシングがかかってない。（中学生（男）１人）

サラダに果物はいらない。（中学生（男）１人）

好きじゃない。野菜に缶詰果物を入れて酢の味付けするとかありえない。まずい。（中学生（女）1人）

ゆかりあえ味がこすぎる。（小学生（女）１人）　　スープが薄い。（小学生（女）１人、中学生（男）１人）

ラーメンなどが時々薄い。（中学生（男）１人）　　ハンバーグは薄い。それ以外は丁度いい。（中学生（男）１人）

特に魚　（中学生（女）1人）　　卵など。（小学生（男）１人）　　ナス汁、肉 （小学生（男）１人）

問６　給食を残す理由

自由意見記載者数　４３人（小学生（男）１０人・（女）５人、中学生（男）１５人・（女）１３人）

給食を残す理由

まずい。（中学生（男）１人・（女）１人）　　　美味しくない時がある。（中学生（男）１人）

臭い。（小学生（男）１人）　　　臭いが嫌い。（中学生（男）１人）

甘いから。（中学生（男）１人）　　　酸っぱい。（中学生（男）１人）　　　酢が多い。（中学生（男）１人）

ご飯が美味しくない。（中学生（男）１人・（女）１人）

野菜やサラダがまずい。（中学生（女）１人）　　　揚げ物の衣がふやけて水っぽくてまずい。（中学生（女）１人）

お肉とか油がたまっていて食べたいと思えない。サラダのマヨネーズが水っぽい。（中学生（女）１人）

肉が少ない。野菜が多い。（小学生（男）１人）　　キノコが多い。（中学生（男）１人）

肉が食べたい。（中学生（男）１人）　　　デザートがない。（中学生（女）１人）

まあまあ量が多い。（小学生（女）１人）　　　量は普通だけど、お腹がいっぱいになる。（小学生（男）１人）

きらいな野菜や、お腹がいっぱいになってしまう。（小学生（女）１人）

一度に多くおかわりしてしまうから。（小学生（男）１人）

もともと少食で夜にいっぱい食べるから。（小学生（女）１人）

区　　　　分

区　　　　分

献立・料理・味付け

量
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給食を食べる時間が少ない。（中学生（女）１人）　　　たまに時間がない時に間に合わない。（小学生（女）１人）

時間 食べる速度が遅いから時間に間に合わない。（小学生（男）１人）

放送で時間がなくなってしまう。（小学生（女）１人）　　　委員会があるから。（小学生（男）１人）

嫌いな物があるから嫌だ。（小学生（女）１人）

白ご飯があまり好きじゃないから。（中学生（女）１人）　　　パンが嫌い。パサパサしてる。（中学生（女）１人）

好き嫌い 牛乳が嫌い。（中学生（男）１人）　　　牛乳がある。（中学生（女）１人）

魚が嫌いだから。（小学生（男）１人）　　　ゴーヤやナスとか魚が苦手。（小学生（男）１人）

きのこがあるから。（中学生（女）１人）　　　汁が飲めない。（中学生（男）１人）

食べたくないから。（中学生（男）１人）

食べた後動けなくなるから。（中学生（男）１人）

友達としゃべっているから。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）

左手で食べる練習をしてるから。（中学生（女）１人）

昼食いらぬ。（中学生（男）１人）

なんか知らんけど。（中学生（男）１人）

問９　学校給食について （気になること、困っていること、望むことなど）

自由意見記載者数　１,３５２人（小学生（男）３３３人・（女）３０９人、中学生（男）４０６人・（女）３０３人、特別支援（女）１人）

学校給食についての意見

いつもありがとうございます。（小学生（男）５人・（女）４人、中学生（男）２人・（女）５人）

感謝 いつも美味しい給食ありがとうございます。（小学生（男）５人・（女）９人、中学生（男）２人・（女）２人）

栄養バランスの良い給食を作ってくれてありがとうございます。（小学生（男）１人・（女）１人）

栄養のバランスが一番大事だと思うけど、美味しさも大事にしてほしい。（中学生（男）１人）

どうやったらあんなに栄養バランス良く作れるのですか。（小学生（男）１人）

出来るだけ嫌いなものをなくして、完食したい。（小学生（男）１人）

もっときらいな物が食べれるようになりたい。（小学生（女）１人）

嫌いな食べ物を努力して食べること。（小学生（女）１人）

きらいな物がある。（小学生（男）２人）

嫌いな物が出る。出さないでほしい。（中学生（男）１人・（女）２人）

きらいな食べ物があるからいつも残してしまう。（小学生（女）１人）

きらいな物はいろいろあるのでその味がでなく、みられなく一口でたべれたらいい。（小学生（男）１人）

卵が嫌い。出さないでほしい。（中学生（男）１人・（女）１人）　　　ウインナーをなくしてほしい。（小学生（女）１人）

好き嫌い
魚はやだ。（中学生（男）１人）　　　魚介類はできるだけ出さないでほしい。（中学生（男）１人）
子持ちししゃもは出さないでほしい。（小学生（女）１人）

アスパラは絶対だめ。（中学生（男）１人）　　　なすびが嫌だ。（中学生（女）１人）
ピーマン出さないで。（中学生（男）１人）　　　　なす、ピーマン、ゴーヤをなくして。（小学生（女）１人）
なす、しいたけが嫌い。（中学生（女）１人）　　　ネギをなくしてほしい。（中学生（男）１人）
コーンを入れないで。とうもろこしが苦手。（中学生（女）１人）　　　　パイナップルがにがて （小学生（女）１人）

ゴーヤが苦くて食べれません。（小学生（女）１人）

しいたけとゴーヤなどを出してもそんなに食べません。（小学生（男）１人）

秋になるときのこが沢山出てくるのはやめてほしい。（中学生（女）１人）

らっきょう （小学生（男）１人）　　　らっきょうが入っているものはやめてほしい。 （中学生（男）１人）

ラッキョウはちょっと無理で大人も嫌いな人がいる。（小学生（男）１人）

らっきょうタルタルをなくしてほしい。（小学生（男）１人）

酢の物を出さないでほしい。（中学生（男）１人・（女）１人）　　もずくを出さないで。（中学生（男）１人）

昆布が食べられない。（小学生（男）１人）

給食の種類をもっと多くしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（女）２人）

新しいメニューが食べたい。（小学校（男）４人、中学生（男）１人・（女）２人）

給食をもうちょっと豪華に。（中学生（女）１人）

１年に１回「スペシャルメニュー」がほしい。（小学生（男）１人）

１か月に１回、生徒が選んだ給食を提供する「スペシャル給食」を作ってほしい。（中学生（男）１人）

週に1度、特別なご飯を作ってほしい。 （小学生（女）１人）

クリスマスをもっと豪華にしてほしい。 （小学生（女）３人）

クリスマスと卒業シーズンに出る食事をもっと豪華にしてほしい。 （小学生（女）１人）

イベントをもっと増やしてほしい。（小学生（女）１人）

不思議な外国料理を献立にしてほしい。（小学生（男）１人）

種類 時々、ご飯のお供になるおかずがない時があるので、もっとバランスよくしてほしい。（中学生（女）１人）

パンに合わないものがめっちゃ出てくる。（中学生（女）１人）

献立 米の時に肉でパンの時に魚がよい。（小学生（男）１人）

パンとパスタがでる時に主食と主食で不思議な感じがする。（中学生（女）１人）

パンと麺類、魚とデザートを一緒に出さないでほしい。ご飯と栄養のある野菜を出してほしい。（小学生（男）１人）

たまに変な料理（魚とタルタルソース）みたいなのをやめてください。（中学生（女）１人）

和食を減らしてほしい。（中学生（女）１人）

中華系が食べたい。（中学生（女）１人）

唐揚げとかハンバーグとかポテトサラダとか定番メニューが毎日出てほしい。（中学生（男）１人）

もっと辛い物を出してほしい。（中学生（男）１人）

トマトスープのメニューを減らしてほしい。（小学生（男）１人）

その他

栄養バランス

体調

区　　　　分
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チーズを使う料理を多くしてほしい。（小学生（女）１人）

季節にあうメニュー。そうめん。（小学生（女）１人）

野菜の量をもっと増やしてほしい。（小学生（男）２人・（女）１人、中学生（女）２人）

野菜が多くてよい。（中学生（女）１人）

野菜が多い。（小学生（男）２人）　　野菜の量を少なくしてほしい。（小学生（男）２人）
野菜いらない。（中学生（男）１人）

野菜をもっと新しいものにしてほしい。（小学生（女）１人）

きのこが多い。（中学生（男）１人）

きのこの出る回数（とくになめこ）を減らしていただければ嬉しい。（中学生（女）１人）

野菜・和え物 きのこやゴーヤはなくて良いと思う。野菜は毎日千草和えがいい。（小学生（男）１人）

ピーマンの出る回数が多すぎ。（中学生（女）１人）

ゆかり和えをもっと大きな皿でいっぱい食べたい。 （小学生（男）１人）

ちぐさあえ （小学生（男）１人）　　　　ちぐさあえの出す量・回数を多くしていただきたい。（小学生（女）１人）

サラダの種類を増やしてほしい。（中学生（女）１人）

りっちゃんサラダを週一に給食に入れてほしい。 （小学生（男）１人）

きゅうりを入れないでほしい。（中学生（女）１人）

大根系の具は出してほしくない。（中学生（男）１人）

何で毎日人参が出てくるのですか。（小学生（女）２人）　　　人参を減らしてほしい。（中学生（女）１人）

果物と野菜を一緒にしないでほしい。（中学生（女）２人）

サラダの中の果物はいらない。（小学生（女）１人、中学生（男）１人）

肉魚肉魚でお願いしたい。（中学生（男）１人）

肉をたくさん出してほしい。（小学生（男）３人・（女）１人、中学生（男）１人）

肉を増やしてほしい。 （小学生（男）２人・（女）２人、中学生（女）１人）

肉が少ない。（小学生（男）２人）　　　お肉の出る数が少ない。魚が多い。（小学生（女）１人）

鶏肉を使ったメニューが少ない。（中学生（男）１人）

肉が多すぎる。（中学生（女）１人）　　　最近ちょっと肉料理が多すぎる。（中学生（男）１人）

ステーキを出してほしい。（小学生（男）３人・（女）１人、中学生（男）６人・（女）１人）

黒毛和牛が食べたい。（中学生（男）１人）　　焼肉。肉いろいろ。（小学生（男）１人）
Ａ５ランクの肉。（小学生（男）１人）

ご飯と一緒にハンバーグを出してください。（小学生（男）１人）

ハンバーグをもっと出して下さい。（小学生（女）１人）　　　ハンバーグが小さい。（小学生（女）２人）

肉・魚 唐揚げを増やしてください。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

豚みそステーキが食べたい。（中学生（女）１人）　　　ハムステーキが食べたい。（小学生（男）１人）

手羽先が食べたい。（小学生（男）１人）　　　モスチキンのようなもの。（中学生（男）１人）

献立 魚をもっと出して。（中学生（女）１人）　　　いわしをもっと出してほしい。（小学生（男）１人）

魚のメニューを増やしてほしい。（中学生（女）１人）

魚が多い。（小学生（男）１人、中学生（男）１人・（女）１人）

魚の日が多すぎる。（小学生（女）１人、中学生（男）１人）

魚の日を減らしてほしい。（小学生（男）２人、中学生（女）３人）　　　魚の量を減らしてほしい。（中学生（女）１人）

魚料理を減らしてほしい。（中学生（男）２人）　　　魚を少なくしいほしい。（小学生（女）１人）

二日連続で焼魚は止めてほしい。（小学生（男）１人）　　　魚を連続はちょっと苦手なので困る。（小学生（男）１人）

ししゃもを増やして下さい。（中学生（男）１人）

しらすを使うな。（中学生（男）１人）

さしみを出してほしい。（小学生（男）２人）　　　鮮度の高いさしみが食べたい。（中学生（男）１人）

ステーキ（A5ランク）や寿司（ネタは境港直送）はいつになったら出されるのでしょうか？（中学生（男）１人）

鳥取県のカニを一匹出してほしい。（小学生（男）１人）

カレーが食べたい。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）　　　カレーを多くしてほしい。（中学生（男）１人）

にぎり寿司が出てほしい。 （小学生（男）１人・（女）１人）

寿司が食べたい。（小学生（男）４人・（女）１人、中学生（女）１人）

チャーハンが食べたい。（小学生（男）２人、中学生（男）１人・（女）１人）

バイキング形式にしてほしい。（小学生（男）１人・（女）２人）　　　１ヶ月に１回バイキングをする。（小学生（女）１人）

毎日メニューを選びたい。（小学生（男）１人）

学校給食で、リクエストを出してほしい。（小学生（女）１人）

月に一日、食べたい物アンケートをとる。（小学生（男）１人）

作ってほしい給食のアンケートをしてほしい。（中学生（男）１人）

給食の内容は、どうゆう事でメニューが決まっているのですか？（小学生（女）１人）

できれば献立に原材料などを書いてほしい。（小学生（女）１人）

いただきは、なぜ年に１回しかないの？（小学生（女）１人）

その他 ご飯、パンの代わりに時々餅を出して下さい。（小学生（男）１人）

なぜマックのポテトやバーガーが給食に出ないのか。（小学生（男）１人）

納豆パックがほしい。（小学生（男）１人）　　　納豆をもう少し出やすくしてほしい。（小学生（男）１人）

毎日しば漬けが出てほしい。ドリンクを選びたい。（小学生（女）１人）

卵焼き（小学生（女）１人）、ピザ（小学生（男）４人・（女）１人、中学生（女）１人）、天ぷら（中学生（男）１人）、かつ丼
（中学生（男）１人）が食べたい。

たらこスパゲッティ（中学生（女）２人）、カルボナーラ（中学生（女）１人）、牛丼（小学生（男）１人）、たこ焼き（小学生
（女）１人、中学生（男）１人）、ポテト（小学生（男）１人）、板のり・韓国のり（中学生（男）１人）を出してほしい。

ご飯関係
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パスタ （小学生（男）１人）　 　なめこじる、パエリア （小学生（男）１人）　　 ナポリタンの日多め （中学生（男）１人）
えびフライ （小学生（男）１人、中学生（男）１人）　　 いつかアヒージョ、ロコモコ （小学生（男）１人）

揚げ物の種類を増やしてほしい。（中学生（男）１人）　　　揚げ物がもうちょっとほしい。（小学生（男）１人）

油物をもうちょっと出してほしい。（小学生（男）１人）

体育が増えるからスタミナのつくもの。（小学生（男）１人）

レーズンとかをカレーに混ぜないでほしい。別々の方がいいと思う。（中学生（女）１人）

米をチャーハンなど変化を加え、それに米のかたさを決めたり、パンを麦やもち米などを加えたり、金の無理のな
いように工夫してほしい。（中学生（男）１人）

野菜が大きかったり、切れていない時がある。（中学生（女）２人）

たまに切ってある野菜とかすごく大きな物があるのでもうちょっと小さく切ってほしい。（中学生（男）１人）

野菜の大きさが少し分厚くて食べにくいと思うことがある。（中学生（男）１人）

魚をもうちょっと焼いてください。（中学生（男）１人）　　　魚料理が生臭くて美味しくない。（中学生（女）１人）

焼き鮭がパサパサで美味しくない。（中学生（男）１人・（女）１人）

鮭の色がめっちゃ薄くてパサパサ。（中学生（女）１人）

魚が骨だらけ。（小学生（女）１人）　　　 魚がすごいあれ 。（中学生（男）１人）

魚の骨をちゃんととってほしい。（小学生（男）１人・（女）３人、中学生（男）１人）

魚の骨をもう少しなくしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）１人）

調理 魚の骨の量が多い時がある。（小学生（女）１人）     魚は骨なしがいい。喉に刺さる。（中学生（女）１人）

魚の骨が入ってるなら入っていると伝えてほしい。たまに少しだけ入っている時があるから。（中学生（男）１人）

肉を柔らかく、高級なものにしてほしい。（中学生（男）１人）　　　肉のすじが硬い。（中学生（男）１人）

べちょべちょ （中学生（男）１人）

ベチョベチョな見た目も悪い料理が出たこともあったので、見た目に気を付けてほしい。（中学生（男）１人）

パサパサじゃなくてやわらかいほうがいい。（小学生（男）１人）

かたいやつが食べにくいので困っている。（小学生（男）１人）

食感をもうちょっと軽くしてほしい。（小学生（男）１人）

においが嫌だ。（中学生（男）１人）　　　においが少し強い。（小学生（男）１人）

昆布が油っぽい。（小学生（男）１人）

食べ物を温かくしてほしい。（小学生（女）２人）　　　　もうちょっと温かい物がいい。（中学生（男）１人）

冷たい。（中学生（男）１人）　　　　魚や肉や野菜などが冷たい時がある。（小学生（男）１人）

すぐ汁がさめるので温度を上げてほしい。（小学生（男）１人）

冬はもう少し温かいものが食べたい。（小学生（女）１人）

量が多い。（小学生（男）５人・（女）９人、中学生（男）１人・（女）３人）

量が多すぎる。（小学生（男）１人、中学校（女）１人）

量が少し多い。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）２人）

量が多くて困っている。（小学生（男）２人）　　　　量が多くて食べられない。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）

ちょっと量が多くて、全部食べているけど入らない。（小学生（女）１人）

量をもう少し減らしてほしい。（小学生（男）３人・（女）１人、中学生（男）１人・（女）１人）

量を少なくしてほしい。（小学生（男）２人・（女）５人、中学生（女）１人）

もっと食べやすい量にしてほしい。（中学生（女）１人）　　　一人の食べる量を少なくしてほしい。（小学生（女）１人）

もうちょっと時間に合った量にしてほしい（少なくしてほしい）。（中学生（女）１人）

人によって分量が違う。（中学生（女）１人）

量 学年が上がると量が多くなるから量を少なくしてほしい。（小学生（男）１人）

時々給食の先生がきて余っているものがあったら増やしてくるので、少し量を減らしてほしい。（中学生（女）１人）

個人の給食のそれぞれあった量を出してほしい。（中学生（男）１人）

量を増やしてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

もう少し量を多くしてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）２人）　　　いろいろ少ない。（小学生（女）１人）

量が少ない。（小学生（女）１人、中学生（男）１人）　　　もっとたくさん食べたい。（中学生（男）１人）

もっとおかずを増やしてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

一人分の量が少ない。しるや野菜の食器に入っている量も少ない。ご飯はちょうど良い。（小学生（男）１人）

春巻きなど１つの物を２個にしてほしい。（小学生（男）４人）

唐揚げとかフルーツポンチとか特別なものの量が少ない。（中学生（男）１人）

フルーツポンチの量を増やしてほしい。（小学生（女）１人）

毎日４食で多いので少し減らしてほしい。魚も多い。（小学生（女）１人）

みんな減らしすぎ！！もっと食べましょう。（小学生（男）１人）

残る時が多いから、ご飯やパンは最初から量を減らしてほしい。（中学生（女）１人）

いつも美味しい。（中学生（男）１人・（女）２人）　　　美味しい。（小学生（男）１人、中学生（男）２人・（女）４人）

とてもおいしい。（小学生（女）３人、中学生（男）２人）　　　おいしすぎる。（小学生（男）１人）

このままでいい。（小学生（男）１人）　　　今のままで大丈夫。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

これからも美味しい給食を作ってください。（中学生（女）２人）

味付けはおいしいけど、食感がいや。（小学生（男）１人）

微妙 （中学生（男）１人）　　　　　まずい。（中学生（男）３人）　　　　すごくまずい。（中学生（女）１人）

味付け まずい。美味しくしてほしい。まずすぎる。（中学生（女）１人）

もっと美味しくしてほしい。（小学生（女）２人、中学生（男）７人・（女）１人）

味付けを考えて欲しい。（中学生（女）１人）

見た目美味しくない。（中学生（男）１人）

まずくはないけど、アタリの時とハズレの時がある。（中学生（男）１人）

味のバランスが悪い。（中学生（男）１人）

温かさ
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味にメリハリがほしい。ごぼうのあくが出ている。（中学生（男）１人）

もうちょっと味付けを濃くしてもらいたい。（小学生（男）２人、中学生（男）２人）

薄い時がある。（中学生（男）１人・（女）１人）　　　　　味が薄いからご飯に合わない。（中学生（男）１人）

味が濃いい。（小学生（女）１人）　　　　　汁が濃い。（中学生（男）１人）

もう少し、味をうすくしてほしい。（小学生（女）１人）

時々、苦かったり、辛いときがある。（小学生（女）１人）　　　　　時々、薬っぽい味がする。（小学生（男）１人）

油っぽい。（小学生（男）１人・（女）１人）　　　　　揚げ物が油っぽい。（中学生（男）１人・（女）１人）

食べやすくしてほしい。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）　　　　　食べにくい。（小学生（女）１人）

ゴマ塩などを少し増やすことを望む。（小学生（男）１人）

野菜の味を考えてほしい。（ゆかりあえはそのまま） （中学生（男）１人）

味付け 野菜の味付けが濃くて毎日減らしている。（小学生（男）１人）

野菜の味付けが悪い。（中学生（男）１人）　　　   野菜の味付けが少し苦手。（中学生（男）１人）

野菜の料理で美味しいものを作ってほしい。（新しいもの）（小学生（男）１人）

野菜を酸っぱくなくしてほしい。（中学生（男）２人）　　   　酢が多い。（中学生（男）１人）

たまに野菜の味付けが薄い。（中学生（女）１人）

サラダがまずい。（小学生（男）１人）

サラダを口に入れた時にオエっとなったり吐きそうになる。（中学生（女）１人）

ニンジンに味がしないようにしてほしい。（中学生（女）１人）

夏野菜カレーが少し苦い。ジャガイモを入れてほしい。（小学生（女）１人）

マヨネーズをかけないでほしい。（中学生（男）１人）

カレーが甘い。（中学生（男）２人）　　　カレーの甘口が嫌だ。中辛くらいがいい。（中学生（男）１人）
カレーをスパイシーにしてほしい。（小学生（男）１人）

ハンバーグが水っぽい、パサパサしている。（中学生（男）１人）

たまに味が薄いハンバーグがあり不味かった。茶色だけの日があって太る。味の薄い日や濃い日がありその差が
ハンパない。（中学生（女）１人）

豚味噌ステーキの味付けが濃い。（小学生（女）１人）

さかなの味を少し薄くしてほしい。（小学生（男）１人）

魚でさけの塩やきの時に塩の味がこかった。（小学生（男）１人）

塩しゃけはもうちょっと塩辛くしてほしい。（中学生（男）１人）

魚肉ソーセージが不味い。（中学生（男）１人）

クリスマスの鶏肉が冷たく、油まみれでとても食えたものではなかった。（中学生（男）１人）

ご飯が美味しい。（小学生（男）１人）

毎日ご飯にしてほしい。（小学生（女）１人、中学生（男）３人・（女）１人）

ご飯をもっと美味しくしてください。（小学生（男）２人、中学生（男）１人・（女）１人）

ご飯は嫌い。（中学生（女）１人）　　　白飯がまずい。（中学生（女）１人）　　　米が美味しくない。（中学生（女）１人）

ご飯がかたい。（小学生（女）２人）　　　ご飯を柔らかくしてほしい。（小学生（女）１人）

ご飯をもう少しもちもちにしてほしい。（小学生（女）１人）

ご飯がもうちょっとかたい方が良い。（小学生（男）１人・（女）２人、中学生（男）２人）

ご飯がベチャベチャしている。 （小学生（女）２人、中学生（男）３人・（女）２人）

ご飯がたまにベチャベチャの時がある。（小学生（女）１人、中学生（男）３人）

ご飯の水分が多すぎだと思う。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）

ご飯が水っぽくて美味しくない。（中学生（男）１人・（女）１人）

ご飯を蒸していると思うのですが、角がネチョッと水っぽくなっている所が苦手なのでもう少しパサッとしてほしい。
（小学生（女）１人）

ご飯がねばっこくて、食べにくい。（中学生（男）１人）

ご飯が冷たい。（小学生（女）１人、中学生（男）５人）

ご飯 ご飯が冷たい時がある。（中学生（男）１人）　　　たまにご飯がさめている。（小学生（男）１人）

もっとご飯を温かくしてください。（中学生（女）１人）　　　ご飯はずっと温かいままがいい。（中学生（女）１人）

ご飯が温かいと美味しいけど、冷たいとまずい。（中学生（男）１人）

ご飯の量が多い。（小学生（男）２人・（女）３人、中学生（男）１人・（女）２人）

ご飯の量が多すぎる。（小学生（女）２人）　　　ご飯の量を減らしてほしい。すごく多い。（中学生（女）２人）

ご飯を少なくしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人）

ごはんの量が多いから１人ひとりにあった量にしてほしい。（小学生（女）１人）

ご飯を入れ過ぎないようにしてほしい。（中学生（男）１人）

ご飯の量が多すぎて食べれない。先生が強制的に食べさせるから。（小学生（女）１人）

ご飯を全員に分けて、食缶を空にすると”多すぎる”と、給食当番が言われる。（小学生（女）１人）

ご飯を多くしてほしい。（小学生（男）２人）　　　ご飯の量が少ない。（小学生（男）１人）

玄米がいい。（中学生（男）１人）　　　雑穀米にしてほしい。（中学生（男）１人）

ふりかけがほしい。（小学生（男）４人・（女）５人、中学生（男）２人・（女）６人）

梅干しがほしい。（中学生（女）１人）　　　海苔がほしい。（中学生（女）１人）

白米に塩をふってほしい。（小学生（男）１人）

炊き込みご飯が食べたい。（中学生（女）１人）　　麦ごはんの日、赤飯の日を増やしてほしい。（小学生（男）１人）

味付きご飯を増やしてほしい。（小学生（男）１人）　　　１週間に１回は味付けご飯がいい。（中学生（男）１人）

給食の時に出てくる米は何米ですか？（中学生（男）１人）

パンがものすごく美味しい。（中学生（女）１人）

パンが美味しくない。（中学生（男）１人）　　　　パンが前より不味い。（中学生（女）１人）

パンはあまり好ましくない。日本人なのだからパンよりご飯にするべき。パンはいらない。（中学生（男）１人）
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パンがちょっと無理。（中学生（男）１人）

コッペパンはあまり好きではありません。（中学生（男）１人・（女）１人）

パンをコッペパン以外にしてほしい。（中学生（女）２人）

パンで喉が渇く。（中学生（男）１人）　　　　パンがスポンジみたい。（中学生（男）１人）

パンがパサパサしている。（小学生（男）３人・（女）４人、中学生（男）３人・（女）１人）
パサパサで食べにくい。（小学生（男）２人・（女）３人、中学生（男）１人・（女）１人）
たまにパサパサしているがやわらかいほうがいい。（小学生（男）４人・（女）５人）
パサパサな時があって飲み物がないと食べれない。（小学生（男）１人・（女）２人）
ときどきパサパサなときがあって飲み物がなくなってこまっている。（小学生（男）１人・（女）２人）
パサパサしていて牛乳が足りない。（中学生（男）１人）

パンをもっちりにしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人）
パンが大きい。（小学生（男）２人・（女）１人、中学生（男）３人・（女）６人）

パンが大きすぎる。（中学生（男）５人・（女）５人）

パンを小さくしてほしい。（小学生（男）１人・（女）６人、中学生（男）２人・（女）９人）

パンをなくしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）４人・（女）２人）

パンを小さくするか、なくしてほしい。（中学生（男）１人）

パンが少し小さい。（中学生（女）１人）

パンが小さい時があるのでもうちょっと大きくしてほしい時がある。（小学生（女）１人）

あまりパンを出してほしくない。（小学生（男）１人・（女）１人）

パンの種類を増やしてほしい。（小学生（男）２人・（女）１人、中学生（男）３人・（女）１人）

パンのバリエーションを増やしてほしい。（中学生（男）１人・（女）１人）

パンの味をもうちょっと多くレパートリーを増やしてほしい。（中学生（男）１人）

パンの味が違う時をもっと増やしてほしい。（小学校（男）２人・（女）１人、中学生（女）２人）

パンに味をつけてほしい。（小学生（男）１人・（女）２人、中学生（男）１人・（女）２人）

パンに味がなくて、食べにくい。（中学生（男）１人・（女）１人）

パンの味がいつも同じで飽きる。（中学生（女）２人）

パンの種類をかえてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

パン 少し変わったパンが食べたい。（中学生（女）１人）　　　　フルーツのパンを増やしてほしい。（小学生（男）１人）

パンに味がなくて嫌い。こんにゃく畑のゼリーを入れてほしい。（中学生（男）１人）

米のパン系しか出ないのがつまらない。（中学生（男）１人）

パンの中に入っている具ざいの種類を増やしてほしい。（小学生（女）１人）

パンが少し苦手なので、ちがう種類のものがたくさんのほうが良い。（中学生（男）１人）

パンは出来立てがいい。（中学生（女）１人）

パンにジャムをつけてほしい。（小学生（男）３人・（女）４人、中学生（男）７人・（女）８人）、ジャム以外に付けるもの
がほしい。（中学生（女）１人）、ジャム、バター、マーガリンなど何でもいいからつけてほしい。（中学生（男）１人）、
パンにかける蜜があったら良い。（小学生（女）１人）、いちごジャムをチョコレートジャムにしてほしい。（小学生（女）
２人、中学生（男）１人）、ジャムが少ない。（中学生（男）１人）、コッペパンの時は何か付けるものがあると嬉しい。
（中学生（女）１人）、たまにパンの中に入れるソーセージとかがない時がある。（小学生（男）１人）

毎日パンにして下さい。（小学生（女）２人）

パンを増やしてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人・（女）１人）

パンの日を増やしてほしい。（小学生（男）６人・（女）２人、中学生（男）１１人・（女）９人）

パンの日をもう少し増やしてほしい。（小学生（男）１人・（女）３人、中学生（男）４人・（女）２人）

パンの方を多くしてほしい。（中学生（女）１人）　　　　パンの日が少なすぎて、白飯に飽きる。（中学生（男）１人）

パンの日をもう1日増やしてほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（女）２人）

パンの日を週２日にしてほしい。（小学生（男）４人・（女）２人、中学生（男）２人・（女）５人）

月曜日と金曜日パンがいい。（小学生（男）１人）

パンを週２から週３にしてほしい。（中学生（女）１人）

パンの日は何で1日しかないんですか。（小学生（女）１人）

パンの日が金曜日だけだから増やすか、ご飯の日を金曜日だけにしてパンの日を月・火・水・木にしてほしい。（小
学生（女）１人）

望むことは、１日ご飯で４日パンがいい。パンは○○パンがいい。（小学生（男）１人）

なぜパンの日が金曜日なのですか？（小学生（男）１人・（女）３人）

パンの日がなぜ変わったのか。（小学生（女）１人）

あげパン（小学生（男）６人・（女）７人、 中学生（男）８人・（女）１２人）、 こめっこパン（中学生（女）４人）、  チョコパ
ン（中学生（女）１人）、  アップルパン（小学生（女）２人、中学生（女）１人）、  ブルーベリーパン（小学生（女）１人）、
カレーパン（小学生（男）１人、中学生（女）１人）、  メロンパン（中学生（男）１人）、  クリームパン（中学生（男）１
人）、  キャロットパン（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（女）２人）、  レーズンパン（中学生（女）２人）、  黒糖パ
ン（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（女）３人）、  抹茶パン（中学生（女）１人）、  抹茶ミルクパン（小学生（男）１
人）、  フランスパン（小学生（女）１人）、  サンドウィッチ（小学生（男）１人、中学生（女）１人）、  ハンバーガー（小
学生（男）１人、  中学生（男）１人）、  トースト（中学生（女）１人）、  ナン（中学生（女）１人） を出してほしい。

パンをバナナパンなどにすると美味しい。（中学生（女）１人）

パンの日を少なくしてほしい。（小学生（女）１人、中学生（女）１人）

人参パンとか食べられない。（中学生（女）１人）

パン注をしたい。（中学生（男）１人・（女）１人）

問７－１の答えでパンの日がなくなったりしませんよね？（中学生（女）１人）

どんなパンを出していますか？（中学生（男）１人）

お味噌汁が美味しい。（中学生（女）１人）

みそ汁の日が以前より少なくなったように感じるので増やしてほしい。（中学生（女）１人）
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しじみ汁が食べたい。（小学生（女）１人）　　　　　しじみのみそ汁が食べにくい。具が多い。（中学生（男）１人）

汁の種類を増やしてほしい。（中学生（女）１人）

汁が冷めている。具が多い。（小学生（男）１人）　　　　　汁が温かくない。（中学生（男）１人）

スープの日を増やしてほしい。（中学生（男）１人）

麺類を食べたい。（中学生（男）１人）　　　　　めんが出る日を増やしてほしい。（小学生（男）１人）

汁物・麺類 うどんが食べたい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）１人・（女）１人）

冷やしうどんなどを出してほしい。（小学生（男）１人）　　　　　そばを出してほしい。（小学生（女）１人）

ラーメンが出てほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）１人）

絶対４食で決まっているが、たまにはラーメン１つみたいな感じがいい。うどん、そば、ラーメン、そうめん、冷やし中
華などがたまに食べたい。（中学生（女）１人）

一週間に一回うどんなどのめん類を作ってくれませんか？（小学生（男）１人）

ラーメンやうどんを２ヶ月に１回にしてほしい。（小学生（女）１人）

給食の麺が伸びている。（中学生（男）１人）　　　　　ラーメンが伸びてないのが欲しい。（中学生（男）１人）

うどんとかラーメンとか学校に着くころには、のびるから美味しくない。（中学生（女）１人）

麺類などの麺がぶよぶよ。（中学生（男）１人）　　　　　　めんが冷えていて好きではない。（小学生（女）１人）

ごはんと牛乳があわない。（小学生（男）１人・（女）４人、中学生（男）２人・（女）６人）

ご飯と牛乳の組み合わせをやめてほしい。ご飯の時はお茶がいい。（中学生（男）１人・（女）２人）

ご飯に合う飲み物にしてほしい。（中学生（男）１人）

牛乳がぬるい。（小学生（男）２人、中学生（男）１人・（女）１人）

牛乳をもっと冷やして出してほしい。（小学生（女）２人）

冷たい牛乳にしてほしい。（中学生（女）２人）　　　　牛乳がぬるくてまずくなっている。（小学生（男）１人・（女）２人）

牛乳がずっと置いておくとぬるくなって時々飲めなくなるので、ジュースなどを出してほしい。（小学生（女）１人）

牛乳をふかしてほしい。（小学生（男）１人）　　　　　牛乳を飲めるような感じにしてほしい。（中学生（女）１人）

牛乳の量が多い。（中学生（女）１人）

牛乳の量が少ない。（小学生（男）１人、中学生（男）４人・（女）１人）

牛乳の量を増やしてほしい。（小学生（男）６人・（女）１人、中学生（女）１人）

牛乳を１Lにしてほしい。（中学生（男）１人）　　　　　牛乳を500mlにしてほしい。（小学生（男）１人）

夏はもっと牛乳が飲みたい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

飲み物が少ない。（中学生（男）１人）

牛乳をもっと少なくしてほしい。（小学生（女）１人）

牛乳は嫌だ。（中学生（男）１人）　　　　　牛乳はやめてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

牛乳が毎日出ないことを望む。（小学生（女）１人）

牛乳はなんで給食に毎日でるんですか？なぜ牛乳なのか知りたい。（小学生（女）１人）

牛乳しか出てこない。（小学生（男）１人）

牛乳の日は時々にしてほしい。（小学生（男）１人）　　　牛乳は週４回。（小学生（女）１人）

牛乳以外の飲み物も出してほしい。（小学生（男）２人・（女）２人、中学生（男）３人・（女）４人）

牛乳・飲み物 飲み物にも種類がほしい。（中学生（男）１人）

コーヒー牛乳にして欲しい。（小学生（男）５人・（女）３人、中学生（男）３人）

月１回コーヒー牛乳にしてほしい。（小学生（男）１人）

週に１～２回コーヒー牛乳にしてほしい。（小学生（男）１人）

フルーツ牛乳にしてほしい。（中学生（男）１人）

牛乳じゃなく、お茶がいい。（小学生（男）１人・（女）４人、中学生（男）７人・（女）９人）

牛乳をお茶にしてほしい。カルシウムは魚で摂る。（中学生（女）１人）

お茶がほしい。（小学生（男）２人・（女）１人）

緑茶にしてほしい。（小学生（男）３人）　　　　　抹茶にしてほしい。（小学生（男）１人）

ジュースを出してほしい。（小学生（男）３人、中学生（男）１人・（女）１人）

牛乳じゃなくてジュースがいい。（小学生（女）１人、中学生（男）２人・（女）１人）

飲み物を金曜日と水曜日にジュースを出してほしい。（小学生（男）１人）

月に１回ジュースが飲みたい。（小学生（女）１人）

毎週１日でもいいから飲み物をジュースにしてほしい。（小学生（女）１人）

クリスマスにジュースがほしい。（小学生（女）１人）

野菜ジュースを出してほしい。（中学生（男）１人）

牛乳じゃなくてオレンジジュース(特別なメニューの日)（中学生（女）１人）

牛乳のかわりにアップルジュースがいい。（小学生（女）１人）

牛乳をのむヨーグルトにしてください。（小学生（女）１人）

牛乳をカフェオレにしてほしい。（中学生（男）１人）

いちごオレが飲みたい。（中学生（男）１人）

季節にあわせてココアとかを出してほしい。（小学生（女）１人）　　　　寒い時は、ココアがいい。（小学生（男）１人）

牛乳に入れる色々な味の粉を出してほしい。（小学生（女）１人）

白バラ牛乳一筋でいってほしい。（中学生（男）１人）

牛乳はパスチャライズでない方がいい。（中学生（男）１人・（女）１人）

牛乳を低脂肪にしてほしい。（中学生（男）１人）

牛乳をビンにしてほしい。（中学生（男）１人）

牛乳ではなく味噌汁にしてほしい。（中学生（男）１人）

ご飯の時の牛乳を別に飲む時間にしてほしい。（中学生（男）１人）

毎日牛乳が出ていて、のむとき気持ち悪くなる。（小学生（女）１人）

牛乳はお腹が冷える時がある。（中学生（女）１人）
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ストローの袋が少し開けにくい。（中学生（女）１人）

デザートを増やしてほしい。（小学生（男）４人・（女）１４人、中学生（男）７人・（女）１１人）

デザートをもっと増やしてほしい。（小学生（男）２人・（女）３人、中学生（男）３人・（女）４人）

デザートを多くしてほしい。（小学生（男）４人・（女）４人、中学生（男）３人・（女）３人）

デザートをもっと出してほしい。（小学生（男）６人・（女）１１人、中学生（男）１人・（女）４人）

デザートの量を増やしてほしい。（中学生（男）１人）

デザートの日を増やしてほしい。（小学生（男）７人・（女）３人、中学生（男）２人）

デザートの出る日をもっと増やしてほしい。（小学生（男）３人、中学生（男）１人・（女）１人）

デザートの日を１日増やしてほしい。（小学生（男）１人）

デザートの出る日が少ない。（小学生（男）１人、中学生（女）１人）

毎日デザートを出してほしい。（小学生（男）１３人・（女）７人、中学生（男）９人・（女）７人）

デザートの回数を増やしてほしい。（小学生（女）２人）

デザートの種類を増やしてほしい。（小学生（男）２人・（女）１人、中学生（女）１人）

デザートの数を増やして下さい。（中学生（男）１人）

デザートが食べたい。（小学生（男）４人）

デザート少ない。（中学生（男）２人・（女）３人）　　　デザート小さい。（小学生（女）１人）

デザートが増えたら、苦手な物も少しは食べれると思う。（中学生（男）１人）

デザートはなんで毎日ないんですか？（小学生（男）１人）

デザート 週に一回デザートが出てほしい。（小学生（男）１人・（女）３人、中学生（男）１人・（女）１人）

デザート週３回が良い。（小学生（女）１人）　　　　デザートを２日に１回。（中学生（男）１人）

昔はデザートが多かったと親から聞いていたので多くしてほしい。（中学生（男）１人）

毎日果物を出してほしい。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（男）１人）

果物をもっと出してください。（小学生（男）２人・（女）３人）

フルーツを増やしてほしい。（中学生（男）３人・（女）１人）　　　フルーツの日を増やしてほしい。（小学生（女）１人）

果物を時々出してほしい。（小学生（女）１人）

ゼリーの日をもう少し増やしてほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

ゼリーを増やしてほしい。（小学生（男）１人・（女）２人）

毎日ゼリーを出してほしい。（小学生（男）１人、中学生（男）１人）

ナタデココ入りのゼリーがいい。（小学生（女）１人）

ゼリーの果物の名前がわかりません。出来れば名前をのせて下さい。(特にマンゴーか桃か） （小学生（女）１人）

なぜ、ゼリーがさいきん出ないんですか。（小学生（男）１人）

１２月２５日のケーキの味を選ばせてほしい。（小学生（男）１人）

ケーキとかゼリーを１週間に２個位（無理なら１週間に１個）ほしい。（小学生（女）１人）

今まで出て来たことのないような美味しいデザート。（中学生（女）１人）

アイス（小学生（男）７人・（女）４人、中学生（男）１人・（女）１人）、プリン（小学生（男）２人、中学生（男）１人）、
タルト（小学生（男）３人・（女）１人）、クレープ（中学生（女）１人）、梨クレープ（中学生（男）１人・（女）１人）、
２０世紀梨クレープ（中学生（女）１人）、クレープアイス（小学生（男）１人）、フルーツポンチ（中学生（女）１人）、
マカロン（中学生（男）１人）、抹茶のデザート（小学生（女）１人）、みたらし団子（小学生（女）１人）、
ジャイアントコーン（小学生（男）１人）、チョコ・あめ（中学生（女）１人）、お菓子（小学生（男）１人・（女）１人）
 が出してほしい。

メロン（小学生（男）１人）、モモ（小学生（女）１人）、リンゴ（小学生（女）１人、中学生（男）１人）、
ぶどう（小学生（女）２人）、パイナップル（小学生（女）１人） が出してほしい。

クリスマスケーキをチョコケーキにしてほしい。（小学生（女）１人）

生クリームをケーキで出さないでほしい。（小学生（男）１人）

バッドとおわんを変えてほしい。（小学生（女）１人）

お皿の汚れが、落ちていない時がある。（小学生（女）３人）　　　　　食器が汚い。（中学生（男）１人）

魚の次の日のさらが臭い。（中学生（男）１人）

食器の赤いの何ですか？（中学生（女）１人）

食器はどのように洗っているのですか。（小学生（女）１人）

スプーンはあるけどフォークがないからつけてほしい。（小学生（女）１人）

時間が短い。（小学生（男）１人、中学生（男）２人・（女）３人）　　　　　時間が短すぎる。（中学生（女）１人）

時間をもう少し増やしてほしい。（小学生（女）１人、中学生（女）３人）

時間が足りない。（中学生（男）１人）　　　　　量が多いので時間が足りない。（中学生（女）１人）

食べる時間が１０分程しかない。（中学生（男）１人）

食事時間 もう少しだけ時間を増やしてもらうと、給食を増やしてもゆとりをもって食べられる。（小学生（女）１人）

時間が少なく、残す人も多いので改善してほしい。（中学生（男）１人）

量が多く時間も少ししかないことがある。時間が沢山あれば食べられる。（中学生（女）１人）

魚の骨を取るのに時間がかかり、給食を食べる時間がなくなる。（中学生（男）１人・（女）１人）

もう２０分はやくしてほしい。（１２時） （小学生（男）１人）
音楽をかけてほしい。（中学生（女）１人）

食事環境 友達が給食中に変な言葉を言って食べる気がなくなることがあるからそれを直してほしい。（小学生（男）１人）
同じ給食費出すなら食堂でも作ってほしい。（中学生（男）１人）
家の方がいい。（中学生（男）１人）

家庭でよく食べていそうな「しる」「野菜」「肉」「魚」を出してほしい。（小学生（女）１人）

弁当がいい。（中学生（男）４人・（女）２人）　  　 　給食じゃなくて弁当がいい。（中学生（男）４人・（女）１人）

弁当の日を増やしてほしい。（中学生（女）１人）　　   　給食をなくしてほしい。（中学生（男）１人・（女）１人）

ピーナッツアレルギーだからアーモンドが入っている料理を少なくしてほしい。（中学生（男）１人）

弁当

家庭食

食器・食缶・什器
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アレルギー
代替品を作る時間がなくて代替品を持ってこない時があるけど、そういう場合は、持ってこなくていいですか？（小
学生（女）１人）

魚アレルギーの対応食ってないんですか。（小学生（女）１人）

残ってしまうものがあるので、もっと工夫してほしい。（中学生（男）１人）

パンやご飯がとても余るのでもったいないなと思う。何か工夫して余らないようにしてほしい。（中学生（女）１人）

もう少し１クラスの量を少なくすれば、残菜もなくなるし、残らない。（中学生（女）１人）

残菜 食かんに入っている給食が多い。クラスの人があまり食べてくれないのでめっちゃ余る。（中学生（女）１人）

自分でラップとか海苔とかふりかけとかジャムとかを持ってこれたら残飯が減ると思う。（中学生（女）１人）

昆布の天ぷらがめっちゃ残ってる。（中学生（女）１人）

残したい。（小学生（女）１人）

配るのが大変です。（小学生（男）１人）

配膳する時に、分量が多い人がいたり、少ない人などバラバラなのが少し困っている。（小学生（女）１人）

給食当番 学年が上がり、量が一気に増えたので配分が難しい。（小学生（女）１人）

野菜とかおかずの汁とかが多くて、片付けの時に困る。（中学生（男）１人）

生徒が当番するのをやめてほしい。（中学生（男）１人）

髪の毛が入っている時がたまにある。（小学生（男）１人・（女）１人、中学生（女）１人）

髪の毛が汁に入っている時がある。（小学生（男）１人）

たまに虫が入っている。（中学生（女）１人）　　　２年か１年の時に汁にダンゴ虫が入っていた。（小学生（女）１人）

異物混入は必ずやめてください。（中学生（男）１人）

毎日の給食は、とてもおいしいので、これからもさらにおいしい給食を作るためにがんばってください。（中学生
（女）１人）

レシピなどを教えてほしい。（中学生（女）１人）　　　照り焼きの作り方が知りたい。（中学生（男）１人）

その他 家で作りたいので、メニューのレシピが知りたい。（小学生（女）１人、中学生（男）１人・（女）１人）

調味料を持っていきたい。（小学生（男）１人）

給食代が無料になってほしい。（中学生（男）１人）

食べたくない。（中学生（女）１人）　　　ＮＯ （中学生（女）１人）

特になし。（小学生（男）７２人・（女）５５人、中学生（男）１５０人・（女）８０人、特別支援（女）１人）

９ 教職員の自由記載意見

　　設問の解答で、「その他」欄に記載されて意見は、概ね次のとおりである。

問１　給食の味付け

自由意見記載者数　２３人（小学校１１人、中学校１２人）

給食の味付

薄・濃の度合いがメニューによって差が大きい。（中学校１人）

濃いよりは薄い方がよい。（中学校１人）

薄味に感じる時がある。（小学校１人、中学校１人）　　　和え物、魚の蒸し煮など薄い味の時がある。（中学校１人）

薄いと感じることはないが、時々濃いと感じることがある。（中学校１人）

特に魚は全体的に味が薄く感じる。（小学校１人）

野菜サラダの時の味が薄く感じる。（中学校１人）　　　野菜が薄味の時があり食べづらい。（中学校１人）

野菜のおひたしやサラダなどは昼頃になると、水分が出るのか薄く感じることもある。（中学校１人）

味付け・味の濃さ 酢の物が、酸っぱい時とそうでない時がある。（小学校１人）　　　酢がきついと感じることがある。（中学校１人）

以前は給食センターで味のばらつきがあったが、尚徳共同調理場は薄味のことがない。（中学校１人）

汁の出汁の量が足りないような気がする。もう少し濃いともっとおいしいと思う。（小学校１人）

発汗量が多い日に残菜が多い。塩分が足らないと感じる。（小学校１人）

暑い中で、辛いものを食べられない子が多い。また、酢のものに苦戦している。酢の物が多い。（小学校１人）

時に辛い。（小学校１人）　　　「辛い」という生徒が多い日がある。（中学校１人）

たまに、子どもにとって辛いと感じることがある。（小学校１人）

時々、子供が「辛い」という。大人は大丈夫。（小学校１人）

辛味をつけた献立が、低学年にとって辛すぎることがある。（小学校１人）

時々出るキムチやピリ辛系の味付けは食べなれていない。低学年には食べづらいと感じる。（小学校１人）

生徒それぞれ。（中学校１人）

　　なお、各表中の「区分」は整理のために新たに付記したもので、必ずしも回答者の意図に沿っているわけではない。

異物混入

区　　　　分
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問２　給食の配缶量

自由意見記載者数　７３人（小学校３５人、中学校３５人、特別支援学校３人）

給食の配缶量

多く感じる。（小学校１人）　　　　いつも多いと感じる。（小学校１人、中学校２人）

多いときも少ないときもある。（小学校２人）

同じ食缶でもメニューによって多い時と少ない時がある。（小学校１人）

１年生とっては多いように感じる。（中学校１人）

具材により極端に量が少ない時がある。（中学校１人）

職員室の汁物は大体お椀に1/３～１/２で少なく感じる。逆に特別支援学級は余るほど入っている。（中学校１人）

適量が入っているが、生徒が食べない。（中学校１人）

給食の量 適量だと思うが、子どもたちの食が細く、大多数の子が減らして食べている状況がある。（小学校１人）

夏休み明けは、まだ少なめが嬉しい。（小学校１人）

おかずは適量だと思うが、ご飯の量とパンの大きさはちょっと多いと感じる。(中学校１人)

ごはんは、少し多いように感じる。それ以外は、適量。(小学校１人)

米飯は多いが、おかずは少なく感じる。(中学校１人)

米飯の量は多い。汁のない二重食缶に入っているおかずはいつも少ない。(中学校１人)

主菜が少ない。米飯はもう少し少なくて良い。(中学校１人)

ご飯の量は多く、サラダの量は少ないと感じる。(特別支援学校１人)

ご飯が多い。（小学校８人、中学校３人）　　　ご飯が多い。最近の子はあまり多くは食べない。（小学校１人）

ご飯の量が多い。（小学校６人、中学校３人、特別支援学校１人）　　米飯の量が多い。特に１年生。（中学校１人）

米飯が非常に多いと思う。(中学校１人)　　　米が多すぎて食べきれない。(中学校１人)

ご飯の量・ ご飯が少し多く感じる。（小学校３人、中学校１人、特別支援学校１人）

パンの大きさ 職員室分の米飯はいつも多いと感じている。（小学校１人）

味付けご飯の量が少し多い気がする。（小学校１人）

２学期になり、ご飯の量が増えたが、中々難しい。（小学校１人）

夏場はどうしてもご飯(白米)が余ってしまう。（中学校１人）

ご飯よりパンの残量が多い。(中学校１人)　　　パンが大きいので全部食べない人が多い。(中学校１人)

野菜、サラダ等で多い日と少ない日がある。(小学校２人)

サラダで時々少なく感じる時がある。(小学校１人)　　　おかずによって、少ないと思う時がある。(中学校１人)

野菜のかさが多い時がある。(中学校１人)　　キャベツの時は多い。(小学校１人)　　ひじきが多い。(中学校１人)

汁物は多いが、汁食缶に入っている煮物（肉じゃがなど）の時、少ない気がする。(中学校１人)

肉じゃがのように固形物が多いメニューの時によく足りなくなる。(中学校１人)

野菜（丸缶）に入っているものの量の偏りが多く配るのが難しい。(小学校１人)

少なく感じることがあるが、最終的に残菜で残ってしまったり、食べる量の二極化を感じる。(小学校１人)

クラスとして少食気味なので余ることが多い。(中学校１人)　　　残菜の原因になる。(中学校１人)

食べる生徒の問題。(中学校１人)

わかりません。(中学校２人)　　　級外なので不明。(中学校２人)

問３　給食の食品や食器等の数

自由意見記載者数　３２人（小学校１３人、中学校１９人）

給食の食品や食器数について

牛乳が時々足らないことがあったり、多い時がある。（小学校１人）

食品の数量 牛乳が時々多いときがある。（中学校１人）

1度だけパンが人数分ない時があった。（中学校１人）

ほぼ良いと思う。（小学校１人）

いつも１枚多い。（小学校１人）　　いつも３枚多く届いている。（小学校１人）　　いつも５枚が多い。（中学校１人）

一度足らないことがあった。（大量に）（中学校１人）　　１～２枚足りないことがあった。（中学校１人）

まれに、入れ間違いがある。（小学校１人）

ちょうど３０セットで不便を感じることがある。（小学校１人）

予備を１～２枚入れてもらえると、いざという時に助かる。（小学校１人、中学校１人）

食器の数量 そもそも何枚設定なのか。（中学校１人）

元々何枚入っているのか知りたい。欠席者があった場合、何枚残して作れば良いか分かりやすくなる。（中学校１
人）

今年度は生徒数＋教員数ちょうどの食器が届いている。配膳の時に数が分かりやすくて助かりますが、食器の余
分があればおたまが二重食缶に水没しなくてすむのになと思う。（中学校１人）

おたまを置く用の食器やランチ皿があると助かる。（小学校１人）

ランチ皿の数が５～７枚多い時がある。人数分だと欠席者が出た時に数えやすいのですが。（中学校１人）

１学期はぴったりの数でしたが、１名が転出した後、２学期はそのまま１枚ずつ多く入っている。（予備として使わせ
ていただいている。）（小学校１人）

職員室は少ない人数で運ぶので、食器の数は人数＋３ぐらいだと良いのですが…。（小学校１人）

わからない。（小学校２人、中学校７人）　　　把握していない。（小学校１人、中学校１人）

級外なので不明。（中学校１人）
その他

区　　　　分

区　　　　分

その他

副食の量
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問４　給食全般について

自由意見記載者数 １５３人（小学校　８０人、中学校　６８人、特別支援学校　５人）

給食全般について感じたこと

いろいろな食材や料理に出会えるように考えてあって、どうしても偏りがちな食事をしている子ども達に大変貴重で
効果的な食体験を与えてくれていると思う。（小学校１人）

手間ひま、栄養バランス、安全性など努力に頭が下がります。（特別支援学校１人）

１つの献立に色々な食材が入っていてよいが、入れ過ぎではと思う時がある。（小学校１人）

工夫しすぎていて、なじめない時がある。（中学校１人）

栄養バランスよりも満足感、楽しみ、喜びに重点を！！（中学校１人）

体に良いことは分かるが、酢の物や純和風で成長期の子どもが好まない献立も結構あるように思う。残食が多い
献立は再考してもらいたい。（中学校１人）

和食でまとめられているメニューは体に良いのも分かっていますが、中学生は少しテンションが下がります。ガツ
ン！としたものが、一品でもあるとよいように思います。（中学校１人）

組み合わせがワンパターンになりつつある。（小学校１人）

見た目も含めて子ども向きのメニューがもっとあってもよいと感じる。（小学校１人）

大人好みのメニューが多いように思う。栄養バランスは良いが、子ども目線のメニューを工夫すると残菜ももう少し
減ってくると思う。（小学校１人）

栄養をバランスよくとるためでしょうが、１週間通せばバランスがよくなる程度。毎日味付けが変わるだけで中身は
さほど変化していないことがある。（中学校１人）

小さく切ったメニューが重なることがある。（小学校１人）

献立 ご飯やパンに合う食材が少ない。（小学校１人）　　　パンのメニューの時のバランスが悪い。（小学校１人）

メニューのバランスを考えて欲しい。パンに合うメニューを考えて欲しい。（中学校１人）

パンの日はおかずが少なく味が濃いと感じる。一方、ご飯の日はおかずもご飯も多く、味が薄いことが多い。米飯
の日は食べきることが難しい。（小学校１人）

おかずによってはご飯が適当である時にパンが出てくる時があるので、できたらご飯だと子どもも喜ぶと思います。
おいしいです。（中学校１人）

「ヒミツの県民ショー」で放映されるようなオリジナルメニューがほしい。（小学校１人）

アルファ化米のときは、せめて水分の多いおかずがほしい。（小学校１人）

オムレツはいただけません。卵が美味しくなくて、他の卵献立に変更してもらえませんか？（小学校１人）

いかとポテトのフライのカラメル和えの組み合わせは不思議な感じ、気分的に納得できない。味は悪くないのです
が、そのような組み合わせが時々ある。（小学校１人）。

枝豆とかおかずじゃない。これでどうやってご飯食べるの？と思うおかずの組み合わせの日がある。（中学校１人）

カレーはオーソドックスなものがいい。（小学校１人）

カレーにゴーヤが入っていると、味が苦く感じた。（小学校１人）

主菜がちくわの磯辺揚げの時とか、肉か魚がないと生徒もテンションがいい。（中学校１人）

クレープとかデザートをもっと出してほしい。（小学校１人）

味ご飯の時におかずが少ないと感じる。味ご飯の時はデザートが多いが、デザートではなくおかずにしてほしい。
（中学校１人）

デザート類を付けるなら一品増やした方が良い。（中学校１人）

昨日(8/31)のフルーツポンチは初かな？良かったです。（中学校１人）

寒い季節の冷たいデザートは考えてほしい。（小学校１人）

カロリー少し低めに。（中学校１人）

いつも美味しくいただいている。（小学校４人、中学校２人）

とてもおいしく食べている子ども達です。ありがとうございます。（小学校１人）

汁物などの味が良い。（小学校１人）

酢のものはやはり食べづらそう。酢がきついかもしれません。（中学校１人）

酢の物がすっぱく残菜が多くなる。（中学校１人）

夏に味が濃いものというか食べにくい食材が続くことがある。（小学校１人）

味付け
味が薄い時があり、この夏の暑さでは、食欲がわかないので、もう少し濃くしても良いのでは（塩分のことも考えら
れておられるでしょうが）と思う。（中学校１人）

たまに汁の味がとても薄い時がある。（中学校１人）　　　味付けが薄い傾向（魚など）（中学校１人）

大切な一食なので「おいしい」と思える給食にしてほしい。（中学校１人）

難しいことかもしれませんが、味を付けてほしい。（中学校１人）

香辛料を上手に使っていただきたい。（中学校１人）

先日の辛みそ炒め（？）が辛くて食べられない子がいた。（小学校１人）

キムチスープは、低学年には辛いかも。（特別支援学校１人）

謎の味付け、食料の味付けがある。（中学校１人）

おかずの量が少ない。（小学校１人）              生徒に人気のあるメニューは量が少ない。（中学校１人）

量 野菜がものすごく多い日と少ない日があって配膳に困る。（小学校１人）

職員分が多い。（中学校１人）

色合いがもう少し良いといい。（小学校１人）

色どりが今一つと思う時がある。（小学校１人）
見た目・色合い 小さく切ってある方が、配膳しやすいし、偏りがなくなるので良いけど、見た目がわるい。子どもは、まず、見た目が

大事だと思う。沢山の食材を食べさせようと考えてくださっているとは思いますが、少し多過ぎと思うこともある。ゴ
チャゴチャ、ぐちゃぐちゃした料理になってしまって、おいしそうに見えない。（小学校１人）

見栄えを工夫して欲しい。配膳された見栄えが悪いものは、味は悪くないのに残量が多いと思う。（中学校１人）

区　　　　分
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星形やハート型に切った野菜が入っているので楽しみがある。（小学校１人）

ラッキーにんじん等が、かわいい。（小学校１人）

時にある星型（ハート型もあったかな）の野菜は気分がいい。（中学校１人）

切り方が小さすぎて箸で食べにくいことがある。（小学校２人、中学校２人）

細かく切りすぎの野菜、海草は箸でつかみ難く、食べ難い。（小学校１人）

切り方が小さすぎて低学年には食べにくそうだと感じることがある。（特別支援学校１人）

時々、じゃがいも、キャベツの芯、玉ねぎなど、びっくりするかたまりが入っていることがある。（小学校１人）

調理 （切り方など） キャベツの芯が入っていることが多いので除いてくださるとありがたい。（小学校１人）

キャベツの芯を気にする生徒がいる。（中学校１人）

汁物に、野菜のヘタや皮の部分が入っていることが多く、目につく。　野菜の切り方がとても大きい時があった。
（小学校１人）

じゃがいもの煮崩れを防ぐためだと思うが、最近固い。（中学校１人）

汁の具材（種類）が多すぎて、献立名にあるメインの食材が目立たない時がある。（小学校１人）

和え物が良く混ざっていて盛り付けしやすい。（特別支援学校１人）

手ごねハンバーグは生過ぎ。（中学校１人）

かき揚げなどの油の量（含まれている）がとても多くて、食べたら胃もたれする。（中学校１人）

コストによるが、質のいい油を使ってほしい。（中学校１人）

魚の焼き加減を工夫してほしい。（小学校３人）　　　魚が生臭く感じることがある。（小学校２人、中学校３人）

焼き魚の火の通りが十分でない時がある。（小学校１人、中学校３人）

焼き魚をしっかり焼いてほしい。（小学校２人）

ししゃもは、もっと火を通してもらいたい。（小学校１人、中学校１人）

魚の火の通し方（生っぽい時とパサパサの時がある。仕方ないですよね。）（小学校１人）

魚が蒸し焼きになっていて臭みがあって食べにくい。（小学校１人）

特に魚が焼魚となっていますが、一度湯通ししてからなのか、とても固い時がある。（小学校１人）

魚料理
魚（特に焼魚）が固くて、あまりおいしくないように思います。特に８月末のはまちのみりん付け？は血合いのところ
が血が回っていて味液につけてあっても、おいしくありませんでした。お金のことも関係があると思いますが、おい
しいお魚が食べられるとうれしいです。（小学校１人）

魚について、時々魚くさいというか美味しくないと思うときがある。出来れば味付けがしてあるほうが子どもたちに
とっても食べやすいのでは…。（小学校１人）

魚がパサパサになった気がする。（小学校１人）

焼魚が食べにくいようです。（小学校１人）　　　焼魚がパサパサして食べにくいことがある。（中学校２人）

魚はどうしても火が通り過ぎになってしまうのでしょうが、子どもは食べにくいと思います。（小学校１人）。

魚がかたく、身がほぐしにくい。小骨がはずしにくい。（小学校１人）

最近、お魚系の献立が多く、魚を食べ慣れない児童は食べるのが大変そうです。（小学校１人）

魚（焼き、煮、フライを含む）が多い気がする。（固かったり、パサパサで食べにくいことが多い。）（中学校１人）

魚を減らしてほしい。（小学校１人）

青魚の蒸したものについては、見た目で食べたくないという生徒が多い。（中学校１人）

野菜が多くてありがたい。（小学校１人）

煮物などの時、食材の種類が多すぎて、何の料理かわからない時がある。もっとシンプルでよい。（中学校１人）
食材 加工食品をなるべくやめてほしい。（生徒は好きかもしれませんが）特にウィンナーソーセージの回数を減らしてほ

しい。（中学校１人）

最近、きゅうりが続くことが多いと思う。（小学校１人）　　　しいたけが多い気がする。（中学校１人）

ご飯が水っぽいことが多い。（中学校１人）　　　　　ご飯がベチャベチャの時がある。（小学校１人）

ご飯が多すぎる。（中学校１人）　　　　　ご飯が多いように感じる。完食は難しい。（中学校１人）

米の炊き具合が時々べちゃつきがある。（中学校１人）

低学年１学期の米飯を少なめにしていただいてありがたかった。そのままでちょうどいいと思うのですが…。（小学
校１人）

パンが大きすぎるように感じる。（中学校３人）

パンをもう少し小さくし、その分、おいしくしてほしい。（中学校１人）

パンが美味しくない。（小学校１人）

パン パンがおいしくない。業者によって、味、柔らかさに差があり過ぎるように思う。（中学校１人）

パンがパサパサの時がある。（小学校２人）　　　　　コッペパンがどうしても食べにくい。（中学校１人）

パンの日を週１日から週２日に増やしてほしい。（小学校１人）

パンにジャムを付ける日を作ってほしい。（小学校１人）

麺類とパンを一緒に出されると、どちらか一つで良いのではと思う時がある。（小学校１人）

パンと麺類が同時に出る献立はどうかと思う。（小学校１人）

炭水化物 炭水化物（パンとか）に炭水化物（パスタとか）の組み合わせは辛い。（中学校１人）

スパゲティとパンなど炭水化物がダブルで入っている時は、あまりよくないと思う。（特別支援学校１人）

パンとうどんは合わないように思う。（中学校１人）

子ども達には、たまにはスパゲティなどの麺類もいいかもしれません。（小学校１人）

汁物は毎日あってほしい。（小学校１人）　　　　汁物がない給食は、生徒から不満が出ていた。（中学校１人）

汁物がなくて、食べにくい時がある。（小学校３人）

おこわやピラフの日は汁がなくちょっと食べにくい。（小学校１人）

パンの時、汁がほしい。アルファー化米の時、汁がほしい。（小学校１人）

アルファー化米の時にも汁が出るとうれしい。（小学校１人、中学生２人）

ご飯

汁物・麺類

- 27 -



口のパッサパサになる日がある。（汁物のない日）（中学校１人）

うどん、ラーメンなど麺類は、低学年の子は配りにくい（すくいにくい）。（小学校１人）

魚とみそ汁を組み合わせの時に残菜がかなり多いのが気になる。（中学校１人）

残菜 主食を残す生徒の多さ。（中学校１人）

煮物のみの日は、ご飯の残りが少ない。（小学生１人）

地産地消食材をもっと取り入れてほしい。（小学校１人）

地産地消に取り組んでおられると思いますが、もっと推進していただきたい。（中学校１人）

季節の食材が取り入れてあってよい。（小学校１人）

季節感 行事、季節に合わせたメニューで良いと思う。（小学校１人）

鳥取県以外でも古くから食べられている郷土料理が出るといいと思う。（小学校１人）

最近、行事的な（伝統的な）食事（食料）を食べたことがないという児童が多くなってきていると感じている。（小学校
１人）

昨年のキャンペーンの時の給食はすごくおいしかった。（中学校１人）

食器がたまに汚れている。（中学校１人）

淀江小は食器が良くないと思います。白っぽいものに変えてはどうでしょうか。（小学校１人）

野菜系一重食缶に汁気が多く、皿と一緒になっているバットでは食べづらい時が多い。トングが小さくて使いにく
い。（パンのトングではない方、おかず用の） （中学校１人）

食器・什器 ランチトレーが重くてとても大変です。何とかなりませんか。（小学校１人）

汁物が子ども達にとってすくいにくい時（長い具材の時）があり、その時は、麺用お玉を２本にしてほしい。（小学校
１人）

豆のスープの時、はしでは食べづらいので、スプーンを付けてほしい。（中学校１人）

先割れお玉（？）の左利き用（もしくは両利き用）を用意してもらいたいなと思う。（中学校１人）

アレルギー除去食チェックが担任任せになってしまうことに不安がある。（小学校１人）
アレルギー 魚アレルギーの生徒がいるが、味噌汁と魚という組み合わせが多く、結果的に野菜（和え物）しか、おかずがない

時がある。どちらか一方を肉類、あるいは、だし使用以外の汁物だといいなあと思っている。（毎回でなくてもいい
ので）（中学校１人）

いつもありがとうございます。（中学校１人）

夏場の牛乳の管理が心配です。(短時間ですが)（小学校１人）

問５　給食時間の指導で難しいと思われること

自由意見記載者数 10４人（小学校６６人、中学校３７人、特別支援学校１人）

指導が難しいと思われる指導内容ついて

姿勢（小学校３人）

食事のマナー
くずれた姿勢で食べる児童（特に低学年）が増えたと思います。担任の先生に指導され高学年になると良くなって
いますが。（小学校１人）
箸の持ち方、使い方。骨のある魚の食べ方。（小学校１人）　　　魚の食べ方 （マナー）（小学校１人）

食器等の返し方(個人)について（小学校１人）　　　食器を丁寧に扱う。（中学校１人）

偏食に対する指導。（小学校６人、中学校３人、特別支援学校１人）

偏食の文化（家庭での）（中学校１人）

偏食、少食が多く、困っている。（小学校１人、中学校１人）

偏食がある児童、少食の児童が多く、学校だけでは難しい状況です。（小学校１人）

好き嫌い・偏食 好き嫌いなく食べること。（小学校４人、中学校２人）

好ききらいなく、苦手なものでも、頑張って食べようとする態度。（小学校１人）

好き嫌いで「食べれん」と一口も手を付けづに泣く子の指導。（小学校１人）

初めて食べるものが時々出てくる。それを食べさせるのが難しい時がある。（食わず嫌いのような）（小学校１人）

苦手な食材があるときは昼休憩の終わりまで机に向かっている子が数多くいる。魚をほぐすのも苦手な子が多い。
（小学校１人）

完食させること。（小学校８人、中学校４人）　　　時間内に食べること。（小学校６人、中学校２人）

限られた時間内で完食できるように指導すること。本校児童は食の細い子があり、米飯が残りがちなこと。（小学校
１人）

食べる量が少ない、食べる時間がかかる、偏食が多い等で残菜が多く困っている。（小学校１人）

残菜をなくすことについて。（中学校３人）

残飯、残菜、残乳を少なくしたいが、キャンペーンをしないと減らない。（中学校１人）

残菜、特にご飯。（中学校１人）　　　主食を残す生徒の多さ。（中学校１人）　　　残す。（小学校１人）

残しても当たり前なのが気になる。（小学校１人）　　　残飯ゼロは難しい。（中学校１人）

完食・残菜 必要と思われる量を食べていない生徒が多い。大量に残すことが当たり前になっている。（中学校１人）

時間内に片づけまでしようと思うと「残さず食べる」という指導がなかなかできない。（中学校１人）

食が細い児童に食べさせる指導。（小学校１人）　　　ご飯（お米）の食が小さい。（小学校１人）

基本的な食事の量が非常に少ない児童が最近増えてきているように思う。（小学校１人）

食べ物への感謝、残すことにためらいがない。（中学校１人）

残すこと、減らすことを当たり前のように感じている。そのことについて保護者も子供と同じ感覚。（中学校１人）

時間の感覚をもって、自分にあった量を食べきること。（小学校１人）

思春期の（特に女子）児童にしっかりと食べることを指導すること（食事を減らそうとする子）。（小学校１人）

各々の食べる量の差が気にはなりますが、やはり個人差があるので難しいことだと思います。（小学校１人）

その他

地産地消・郷土料理・
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給食時間に指導するのは難しい。準備をさせてとにかく時間内で食べさせるだけで、精いっぱい。（中学校１人）

慌ただしくて、指導している余裕がない。（中学校１人）　　　時間が短い。（中学校１人）

給食時間の調整が難しい。（１年生には短く、３年生にはちょうど良い。） （中学校１人）

給食時間
給食時間内に食べきれなくて、遅れて食器を返す児童が１０名以上（低学年）はいるのではないか。時間を延ばし
た方がいいのか、時間がきたら片付ける方がよいのか、考えさせられました。（小学校１人）

準備、配膳、食事、片付けの時間があわただしく、落ち着いた食事時間として感じることができない、給食の担当で
あることも影響している。（中学校１人）

食べるのが遅い児童。（小学校１人）　　　話が止まらず、時間内に終わらない人がいること……。（小学校１人）

最近食べる順番については色々あるので、交互食べ（三角食べ）についての指導はいらないのでは。（小学校１
人）
交互食べ（三角食べ）について昔はそれが良いとされていたが、今は色々な説があり指導しにくい。（小学校１人）
交互食べ（三角食べ）については、高学年になると指導しても中々変えられない。（小学校１人）
家庭での指導と給食指導がそわない。（小学校１人）

家庭での指導が十分でない児童がいたり、指導された内容が異なっていたりする。（小学校１人）

各家庭のしつけが異なり、偏食が平気で容認されている中での完食はとても無理がある。（小学校１人）

家庭での習慣がそのまま給食に出ている。家庭への協力は難しいですね。（小学校１人）

家庭で身に付けてほしいことを学校で指導しなければいけない点。（小学校１人）

家庭での習慣がそのまま学校給食に出てくるので難しい。（小学校１人）

家庭における食育指導。本来学校でするものではない。（中学校１人）

食が小さい子への指導とその保護者への啓発。　（小学校１人）

家庭によって子どもの食事のマナー、好き嫌いなどに差があるので食べるのが大変な子もいること。（小学校１人）

アレルギー対応（小学校２人、中学校１人）　　　アレルギーの安全管理（小学校１人）

マスク忘れが多い。（小学校１人）

箸の管理。家庭の状況もあるが、洗って毎日持ってくることが難しい生徒がいる。（中学校１人）

衛生・安全 白衣を着ない人がいるので衛生面の指導の必要性を感じている.。（中学校１人）

手洗いのあとじゃれあったり、自分の髪を触れる姿がある。（中学校１人）

子どもの手洗いや台、ふきん等、衛生面での不安がある。（小学校１人）

エアコンのない教室での食事は、衛生的でないし、暑くて食欲もわかない。（中学校１人）

細かすぎる野菜やコーンのときに、スプーンがついてないと、マナーの指導が難しい。（小学校１人）

高学年を担任すると特に給食室への付き添いが時間的に難しい。（小学校１人）

給食準備をする時の当番の指導＋当番以外の指導が、担当まかせでは難しい。（中学校１人）

その他
今年、今日までに骨が刺さった、刺さったかもという児童が４人いる。食べ方等の指導も大切ですがどこまで学校
で？と思う部分もあり、骨のない魚を提供してもらえるとありがたい。（小学校１人）
食育指導が学校により差があると感じている。（給食指導の先生の有無の差） （小学校１人）

給食時間の指導に必要と考えていない。（中学校１人）

味わうことの楽しみはないものだろうか。（中学校１人）

各先生方に指導をゆだねているので、少しずつ指導の仕方（あいさつの仕方、残菜を減らす方法・手段など）（小
学校１人）

わかりません。（中学校１人）

問６　児童生徒が給食を残す理由

自由意見記載者数 １５８人（小学校９９人、中学校５６人、特別支援学校３人）

児童生徒が給食を残す理由

量が多い。（小学校１６人、中学校９人、特別支援学校１人）　　　量が食べられない。（小学校２人）

量が多い。（特にご飯）（小学校２人）、（特にパン）（中学校１人）、（特にパン、ごはん）（中学校１人）

量が多い。特にご飯。パンは小分けにしてほしい。（中学校１人）

量が多い。特に女子。（中学校１人）　　　　女子等に対し、元々の配分量が多い。（中学校１人）

子どもによっては、量が多い。（小学校２人）　　　１年生には量が多い。（中学校１人）

生徒にとって適量でないから。（中学校１人）　　　適量の課題。（中学校１人）

給食の量を減らしてもいいと思う。（小学校１人）　　　食べられる量の調整ができていない。（小学校１人）

量 家庭で食べている量より多いように感じる。（小学校３人）

ご飯の量が多い。（小学校９人、中学校３人）

早く準備ができていても、量が多く（特に白米）食べきることが難しい。（中学校１人）

そもそもご飯をあれだけの量食べなれていない児童が多い。（小学校１人）

パンが大きい。（中学校２人）

パンのサイズが大きすぎる。このままでは食べれない。パンに関しては改善を求む。（中学校１人）

パンなど、そのものの大きさが大きすぎて見た目でお腹がいっぱいになる。配膳や業者が大変かもしれませんが、
半分の大きさで１人２個とかにしたら、減らすのも増やすのもやりやすくなる。（中学校１人）

パンは量が多いので、食べきれない時がある。ジャム等があれば、なんとか食べれるのでお願いしたい。（中学校
１人）

後中生は食べる量が少ない。３年生は特に部活が終わってから、食べる量が減った。（中学校１人）

薄味のため、おいしくない。（中学校１人）　　　物によって美味しくないという意見を聞く。（中学校１人）

味。子どもの好きなものもメニューに入れてほしい。（小学校１人）　　　大人向きのメニューが多い。（小学校１人）

味の好み（酢はかなり酢ばゆく感じるらしい）。（小学校１人）

味付けの問題は個人差がありすぎるので仕方ないとも言える。（中学校１人）

食べ方

家庭との関係

区　　　　分
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私は美味しいと思いますが。（中学校１人）

生徒の言葉としては「美味しくない」と言うが、実際は「食わず嫌い」であったり、イメージで言っていたりすることが
多い。（中学校１人）

食材・調理・味付 見た目（色合い）　（中学校１人）

見た目。特別配慮が必要な児童が増えていることも関係している。（小学校１人）

見た目がおいしそうに見えない。わかりやすい（何の料理か）料理は食べていると思う。（小学校１人）

見栄え。パン、ご飯に合わない食材が出た時。（中学校１人）

食材のかたさ。仕上げの味付け等。（中学校１人）

水分も多くて、短時間に食べるのが（完食）、難しいかも。（中学校１人）

家庭では１品に沢山の食材を入れないため。（中学校１人）

夏にはもう少し塩分がほしい。（中学校１人）

パンにうどんという考えられないメニューが見られる。（中学校１人）

家庭での食生活に偏りがある子どもがいる。（小学校１人）

家庭で好きな物を好きな量だけ食べる癖がついているから。（小学校１人）

親も好きな物しか食べさせてないのでは？（小学校１人）

保護者の考え方（無理して食べなくてもよい）や育成歴（小学校１人）

家庭の食生活のアンバランスが食事の好ききらいや食事量に反映されていると感じる。（中学校１人）

家庭で様々な食材にふれる機会の少ない生徒が多いように思う。（中学校１人）

家庭での食生活・しつけ 家庭での食のあり方が変化しているかもしれない。普段食べ慣れないものが出る等。（小学校１人）

家で食べ慣れていないものがあり、なかなか箸が進まない。（小学校１人）

家でコンビニ弁当やインスタント食品、外食に慣れていて濃い味付けを好む傾向がある場合。（小学校１人）

家で食べる量が少なく、学校で食べられない。（小学校１人）

食事を楽しいものだと思えていないように見える。家庭での食育でしょうか？（小学校１人）

家庭への啓発。（小学校１人）

魚については、家で出てこない。ほぐしてあるものを食べるなど、食べる習慣がなく、残りやすい。（小学校１人）

魚を食べる習慣が少ないためか、骨をとても怖がって食べるのにとても時間がかかります。（小学校１人）

食が細い。（小学校８人、中学校２人）　　　少食（小学校４人、中学校２人）　　　偏食（中学校１人）

食べられる量が少ない。（小学校２人、中学校１人）

時間がないというより、時間をかけても元々食べる量が少ない。（小学校１人）

食べられる量に個人差があり、少食の子はよく減らす。すると、一人前が多くなる。（小学校１人）

食がとても細い。嫌いな物でもがんばって食べようという気持ちが薄い子がいる。（小学校１人）

個人差 （小学校１人、中学校２人）　　ダイエット （小学校１人、中学校１人）　  こだわり（発達障害） （小学校１人）

小食・偏食 思春期で食べる量を気にする生徒がいるため。（中学校２人）　　　年頃だから。（中学校１人）

意識の問題（子供） （中学校１人）　　　食生活（食事内容）の乱れ （中学校１人）

減らしても、時間がある日でも、残す子はいる。（小学校１人）

完食の習慣がない。（小学校１人）　　　普段からの食事量が適量に達していない。（小学校１人）

満腹になって。（小学校１人）　　　　　周りの子のまねをして減らす。（小学校１人）

野菜が好きで食べる生徒が少ない。（中学校１人）

魚嫌いが多い。（小学校１人）　　　　魚がすごく残ってびっくりする。（小学校１人）

魚など身を取るのが面倒。（中学校１人）

わがまま以外にない。（中学校１人）

食事にとれる時間が少ない。（２０分）（小学校１人）

給食当番の出発が遅れがち。（小学校１人）

準備の取り掛かりが遅くなり、食べる時間がない。（小学校１人）

食べる速さに個人差があり、ゆっくり食べる子どもにとって間に合わないことがある。（小学校１人）

食事時間 食べる速さ（噛む、口に入れる量、箸でつまめる量など）に個人差があり、時間がないこともありますが、だんだん
……と思います。（小学校１人）

食べるペースがとても遅い。（小学校２人）

食べるのがゆっくりなので、時間が足りない。（小学校２人）

普段食べている量が少ないのか、量を食べるのに時間がかかる。（小学校１人）

時間があっても食べるペースがつかめず集中して食べられず時間が終わってしまう。（小学校１人）

話をしすぎて時間がなくなる子もいる。（小学校1人）　　　おしゃべりが多い。（小学校２人）

もやしを一本ずつ食べていたり…。時間がいくらあっても…。（小学校１人）

雰囲気（中学校１人）　　　友だちにつられるということもあるのでは？（中学校１人）

体調による。（中学校２人）

薬の副作用で食べられない子が何人かいる。（小学校１人）

アレルギーなどあり、体調が悪くなる。（特別支援学校１人）

量、味覚、触覚的に過敏。（特別支援学校１人）

歯が抜けて食べにくい。（小学校１人）　　　歯がなくて噛み切れない。（小学校１人）

暑いと食欲が出ない。（小学校１人）　　　私は、あまりにも暑いので、食べたくない時もあります。（小学校１人）

暑い時は、残飯が多いと感じる。（小学校１人）

残さない。（小学校１人）

自分のクラスはほとんど残さない。ご飯が少し残るぐらい（１年生なので）（中学校１人）

食事をすることに関心がない。（小学校１人）　　　食に対する興味がないのだろうなと思う。（小学校１人）

食べることがめんどうくさい児童がいる。（小学校１人）

残さずに食べようという指導が難しい。「無理やり食べさせる」「片付けの時間が決まっている」などの声がある。
（中学校１人）

食事態度

体調

その他
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問７　学校栄養職員等望むこと

自由意見記載者数 ３１８人（小学校２０６人、中学校１０８人、特別支援学校４人）

食に対する指導で学校栄養職員等に望むこと

メニューや味付け等いろいろ工夫しておられるので、この調子で頑張ってほしい。（中学校１人）

季節感が感じられる献立が取り入れられているのは、とてもうれしい。今後も継続をお願いしたい。（中学校１人）

栄養のバランスを考えてもらい感謝している。それとメニューに合ったものをお願いしたい。例えば、パンの時はシ
チューのようなものにしてもらうと助かる。どうしてもパンは食べにくいのか、多く残ってしまう。（中学校１人）

暑い季節、食べやすいメニューを考えてくださり、ありがとうございます。２学期のスタートもしっかり食べて良いス
タートが切れました。 （小学校１人）

熱中症警報が出ている日など、給食の塩分が熱中症予防に大変役立ちました。その日に合わせて加減することは
難しいと思いますが、職員の方のご努力に感謝しています。（小学校１人）

味の工夫をお願いします。（中学校１人）

児童が食べやすい献立を考えていただくと嬉しい。 （小学校１人）

子ども達が食べやすい食材の大きさや味付けを考えてほしい。（中学校１人）

苦手な食材でも食べられる調理の工夫 （小学校１人）

献立・調理 好みはあるので、いろんな食材が食べやすい味付けを工夫して欲しい。（中学校１人）

家庭でいろいろな食材を使われないところもあるので、旬のものを多く使った見た目にも子どもが喜びそうなメ
ニューがよい。（特別支援学校１人）

いつもおいしい給食をありがとうございます。パンの時の汁やおかず、ご飯のみの時（アルファー化米の日）の献立
などパサつかず、食べやすい組み合わせをお願いします。（中学校１人）

和洋のバランス、特にパン食の時には洋食を意識したメニューにしてもいいのでは。（以前はパンにラーメンやうど
んとかいうメニューがあった） （小学校１人）

パン食の日に野菜が少ないと感じます。合うおかずが難しいとは思いますが、食物繊維不足になるのでぜひお願
いします。（中学校１人）

残飯を減らすために、ご飯の量を減らして欲しい。ふりかけ等を増やしてほしい。パンを週２回にしてほしい。（中学
校１人）

ソースやドレッシングはシンプルにして素材の味を生かしてほしい。（中学校１人）

他県の給食なとを参考にしてみたり、話したりして情報交換をしたりしながら進めてほしい。（中学校１人）

調理方法で例えば本日の献立の○○の作り方を具体的に教える。（小学校１人）

いつもお世話になり、ありがとうございます。（小学校７人、中学校２人）

いつもありがとうございます。子どもたちは興味をもって話を聞いています。（小学校１人）

いつもおいしい給食をありがとうございます。（小学校２人、特別支援学校２人）

いつも栄養のバランスのとれた献立で感謝している。（小学校１人）

すごく一生懸命かかわってくださっているので感謝している。（中学校１人）

よく考えてもらっており、感謝している。（中学校１人）

今の取組みで良い。（小学校１０人、中学校４人）　　　十分ご指導いただいている。（小学校５人、中学校３人）

いつも分かりやすく、丁寧に指導をしていただきありがたい。（小学校１１人、中学校１人）

私達が指導できない専門的なことを教えていただいています。いつもありがとうございます。（小学校１人）

いつもありがたいお話をありがとうございます。学校栄養職員の方のお話で食についての栄養や知識を子供たち
も改めて考えて感謝して食べているのではないかと思います。（中学校１人）

分かりやすく児童の心に響く指導で、大変ありがたい。話の後、頑張って食べることの必要性を感じる児童が増え
ている。（小学校１人）

楽しく食べること。食べ物が体をつくることをいつも楽しく教えて頂き、感謝している。（小学校１人）
いつもタイムリーな話をしていただき、ありがたく思っている。（小学校２人）

タイムリーな話題をいつもありがとうございます。訪問に来られると、クラスの残菜も減るのでチャンスがあればたく
さん来てほい。（中学校１人）

学年に応じた指導や時期に合わせた指導 （いつもそうしていただいており、ありがたい。）（小学校１人）

様々な角度から話をしていただいているので、満足している。（小学校１人）
感謝・指導効果 これまでも、絵などを使ってわかりやすく指導してくださっていて、たいへんありがたく思っている。（小学校１人）

いつもわかりやすいお話をして下さって、とても勉強になります。絵などがあって、子供たちも熱心に聞いていま
す。（中学校１人）

視覚的に分かりやすい指導で食への知識が高まってよい。（小学校１人）

魅きつける教材、教具で指導され、ありがたい。（中学校１人）

各学年に指導に入っていただき、いろいろな視覚的教材があって、わかりやすくとてもありがたい。（小学校１人）

魚の写真や名前を紹介する掲示物等、その日の献立に関する情報は食への関心を高めることに役立ったと思う。
（小学校１人）

教室での指導や掲示等、効果的にしてくださっていると思う。好き嫌い等は小さい頃から習慣だったりするので、直
すのは中々難しいと思うが、色々な知識を得ることによって、少しづつ意識は変わってくる生徒はいるのではと思
う。（中学校１人）

今していただいている指導（栄養クイズなど）が、子ども達にとって大変よい勉強になっていると思う。（小学校１人）

学期に何回か来て指導していただいている。資料を使いわかりやすく指導していただいている。（小学校１人）

生徒の行事にあわせた内容など工夫をしていただきありがたく思う。とても興味をもって聞いている。（中学校１人）

年何回かの給食指導、とてもわかりやすいです。ありがとうございます。（小学校１人）

いつも定期的に来ていただいて、ありがとうございます。（小学校１人）

来校して指導していただき大変嬉しく思っている。（中学校１人）

いつも短時間でわかりやすく指導していただき感謝している。（小学校１人）

区　　　　分
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熱心に訪問に来ていただき、ありがたく思っている。（小学校１人）

話をしていただいたことに、子供はとても興味を持ちます。これからもよろしくお願いします。（小学校１人）

各クラスを回ってくださって食の指導。ありがとうございます。（小学校１人）

給食指導に入ってもらったり試食会で話をしてもらったりして助かっている。（小学校１人）

給食指導や授業などいつも関わっていただき感謝している。（小学校１人）

時々、生徒たちに話をしていただけて、良いことをしていただいているな、考えて作られているなと生徒に示しても
らえていると思っている。（中学校１人）

指導に来ていただくと、「食べてみよう！」という気持ちになるようなので、しばらくは意識して食べられるようになる
ので、ありがたい。（小学校１人）

感謝・指導効果 保護者からの問いかけにもすぐに対応して下さり感謝している。（小学校１人）

今、度々、学校栄養士さん、調理員さんに指導に入っていただき、とてもありがたい。調理場があるからできるこ
と。以前、給食センター配送の学校だったが、こんなに月に何度もしてもらえなかった。（小学校１人）

熱心に指導していただきありがたい。２学期は家庭科の授業にも入っていただけるということで、楽しみにしてい
る。（小学校１人）

毎回、工夫を凝らした指導をしていただいている。視覚的な支援をしてあり、子供が分かりやすいので今年もこの
ような指導をお願いしたい。（小学校１人）

いつも学年に合った話をしていただき、食物に興味をもって食べ始めるので、このような指導を続けていただけると
うれしい。（小学校１人）

日頃より児童等にしっかり学校給食の意義や栄養等、食育について理解を進めていただいている。今後も地道に
継続した取り組みをお願いしたい。（小学校１人）

先日、栄養等の指導をしていただきました。私にとっても勉強になりました。続けてほしいです。（中学校１人）

工夫された食事指導を今後も続けてほしい。（小学校１人）

興味を促す取り組みがあってよい。続けてほしい。（中学校１人）

昨年度もして下さっていた定期的な食に関する指導は、お互いの繋がりも生まれる中、とてもありがたかったです。
今後共よろしくお願い致します。（中学校１人）

子ども達が興味を持って話を聞くよう、資料などをしっかり準備してくださって、ありがたく思っています。これからも
よろしくお願いします。（小学校１人）

楽しく教えてもらって、喜んでいる。魚の食べ方、姿勢の掲示物、印象に残った。（小学校１人）

今のように魚のほぐし方、三角食べの仕方などイラストつきで教えていただくと子供達の意識がぐんと上がる。（小
学校１人）

ランチルームに遅くに持ってくる子に対して、はげましの言葉などをかけていただいて、子どももはげみになるなと
思っている。（小学校１人）

いつも楽しい栄養指導をしていただいているので、もっとたくさん来ていただきたい。（小学校１人）

学校に足を運んでいただいてますが、より多いと嬉しいです。（小学校１人）

今後も継続して学校訪問を行っていただきたい。（小学校１人、中学校１人）

今後もクラス単位で食育指導をお願いします。（中学校１人）

今のように定期的に学級を訪問していただき、子どもたちからも見える存在になってほしいです。（小学校１人）

定期的にクラスに来て食育指導をしてほしい。（小学校１人）

今まで通り、年に何回か食育指導をしていただきたい。（中学校１人）

これまでのように、時期に合わせて入っていただきお話をしていただくこと。（小学校１人）

今まで通り、学年、学期に合わせたものを楽しみにしている。（小学校１人）

今のように地道に声をかけていただくとありがたい。（小学校１人）

今までどおりわかりやすい話を楽しみにしている。（小学校１人）

引き続き食に関する話をするために訪問してほしい。（小学校１人）

できたら学期に１回ではなく、２～３回来てもらいたいが、人数や時間に限りがあるので難しいですよね。（小学校１
人）

子どもたちと一緒に食べる機会を多く持ち、反応を見てほしい。（小学校１人）

給食時間に一緒に食べる時間を増やしてはどうでしょう。（小学校１人）

計画的な指導(各学級、季節、実態に合った)　（中学校１人）

食事についての話を計画的にしてほしい。（小学校１人）

もっと子供達に食育の授業をしてほしい。学校訪問の機会を増やして生徒の食事風景を観てほしいと思う。（中学
校１人）

食育授業のときは、担任を手助けしていただきたい。指導案と掲示物を提出していただけると助かる。（小学校１
人）

家庭科の学習にも入ってもらい、専門的な立場から食について指導していただけるような授業作りをしたい。（小学
校１人）

児童の目に見えない部分を教えてほしい。献立の決め方、調理員さんの工夫・苦労、残菜の量→それを見てどう
思われているか等。 （小学校１人）

適度な回数 (多いかも)　（中学校１人）

いつも興味深く聞かせてもらっています。しかし、内容量が多い気がする。短い時間の中でおさまる内容でお願い
したい。（中学校１人）

食事中の説明は生徒が聞いてないので申し分けない。早めに入ってこられ、一緒に食べた後で説明がいいと思
う。（中学校１人）

食べながら聞く栄養職員の話は、いつも申し訳ない。食事中の話（指導・講話）はやめて、別の学活などにお願い
したい。（中学校１人）

できれば食べながらではなく、しっかり聞けるようにしたい。（小学校１人）
給食時間での指導は時間が少なく、食べながら聞いて終わる形式になってしまう。（小学校１人）

指導訪問
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食に関する指導を給食で指導すべきかどうか。（中学校１人）

巡回指導は朝読書の時間とかの方が生徒は話を聞く姿勢になりやすいのでは。（中学校１人）

短時間でしてほしい。（小学校１人）

中学生はあまりありがたく聞かないので、小学校のうちに食に関する指導をしていただくとありがたい。（中学校１
人）

今後も島根スマイルでお願いします。（小学校１人）

食品についての栄養、知識について話をしてほしい。（小学校５人、中学校２人）

食についての知識面で”なるほど！”と、思えるようなものも織りまぜながら、話していただけるとありがたい。（小学
校１人）

栄養指導（小学校３人、中学校２人）　　　栄養指導を授業中にも入れるなど（中学校１人）

食べることのよさや栄養指導をどんどんお願いします。（小学校１人）

食品に関する専門的なお話し（栄養について）は、今もしていただいていますが、お願いできるとありがたい。（小学
校１人）

食材の栄養、生活のリズムと食生活、食材の食べ合わせなど繰り返し指導の内容にあるとよい。（小学校１人）

食品に含まれる栄養について、どんな良さがあるのか。（小学校１人）

食品がどんな栄養があるのか、体にどんな必要があるのかを教えてほしい。（中学校１人）

栄養について（小学校１１人、中学校３人）

もう少し、栄養について詳しい話が嬉しいです。子供がもう分かりきっている。（小学校１人）

その日の給食について、栄養面等を話して下さっているのはとても良い。（小学校１人）

給食にどれだけの栄養があり、どう体に良いか。（小学校１人）

栄養・知識
学校給食は子どもたちの成長に必要な栄養がバランスよくとれるように、よく考えられていることを具体的に伝えて
ほしい。（特別支援学校１人）

牛乳、食材がもたらす栄養について。（小学校１人）

摂るべき栄養素の話（中学校１人）　　　食べ物の栄養素について（小学校１人）

体づくりのために、どんな栄養が必要か。（小学校１人）

栄養のバランスや大切さでよい。（小学校３人）

栄養のバランスや、なぜいろんな食材を食べるのか教えていただけたら嬉しい。（中学校１人）

栄養や食事の大切さ等専門的なところから、子どもたちにとどく指導をお願いしたい。（小学校１人）

栄養、食事の大切さ。作ってみたいと思うような話など。（中学校１人）

栄養のことや食べ方など専門的なことを指導していただきたい。（小学校１人）

教室に入って栄養のことや体の成長、マナーなどについて指導してほしい。（プロの目線で） （小学校１人）

指導内容 バランスよい食事について　（中学校１人）

栄養面の指導で、特に発達に必要な知識やバランス等の指導の充実。（小学校１人）

栄養が生活や身体のどういうところに必要か。（中学校１人）

間違ったダイエット等をせず、バランスよく食べる大切さを教えてほしい。（中学校１人）

中学生の成長期に栄養がはたす役割について具体的な指導をしてもらうとありがたい。（中学校１人）

鉄分やカルシウム、マグネシウムなどの無機質ビタミンを摂取することでどんな効果があるのか試していただき、
様々な食材を食べる意識を培っていけたらと思う。（中学校１人）

食の大切さ。（中学校１人）　　　食の大切さ、楽しさ（小学校１人）

食べ物の大切さ。体にとってよい食べ物について。（小学校１人）

給食をしっかり食べることの大切さについて話していただけるとありがたい。（何度も） （小学校１人）

担任では伝えることが難しい食の大切さやエピソードをふまえた話等。（小学校１人）

食べることは、健康づくりの大事なポイントであること。食べることは、生涯の楽しみであること。食べることは、文化
であること。（中学校１人）

食べることが自分の体の大切な働きをしていることを引き続き指導していただきたい。好き嫌いの減少に繋がるの
では…。（小学校１人）

食の大切さ・
成長

すでにしていたたいていますが、朝食を食べなかったり、好き嫌いをする児童が多いので、成長するには食事が大
事！！ということを伝えてほしい。（小学校１人）

食が与える体や心への影響について具体的に教えていただけるとうれしい。（小学校１人）

いろいろな食品を食べることで、体に起こる良い影響を教えていただきたい。（小学校１人）

バランスの良い食事が児童の成長に大切であるということ。（小学校１人）

バランスのよい食事の大切さや残すことのハードルの低さ。（中学校１人）

バランスよく食べることが、体の成長や健康につながること。（家庭の食習慣を含めた食の指導）（小学校１人）

健康（スポーツ）と食事について話していただいている。今後もお願いしたい。（中学校１人）

 ～を食べると～になる、～になりにくい。の指導を具体的に。（小学校１人）

「食べた物で人の体はできていること（よりよい食事）」 「食事と健康」 「食事と運動」 「食事と習慣」 等より効率のよ
い関係、食べ物等について話してやって下さい。（小学校１人）

食べることが身体をつくる。頑張りにつながる大切さを伝え続けて下さい。（中学校１人）

思春期の心と体づくりとからめて話をしてほしい。（中学校１人）

栄養バランスの大切さだけではなく、食べる量（学年に合わせた成長に必要な量）についての指導。（小学校１人）

食べないとどうなるか。（小学校１人）

食することへの意欲の向上を目指す。（小学校１人）

好き嫌いなく食べることの大切さ。（中学校１人） 　　　残さず食べてほしい願い、理由（小学校１人）

バランスよく好き嫌いなく食べることなどお話してほしい。（小学校１人）

好き嫌いで偏食になるとどのような危険性があるか。（中学校１人）

好ききらいを少しでも減らせるような指導方法を教えてほしい。（または、指導してほしい。）（小学校１人）
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栄養のことよりも、好きか嫌いかで平気で食事を残す生徒が多いと感じている。好き嫌いや偏食を改善できるよう
な指導をしていただけると助かる。（中学校１人）

きらいなものでも、楽しく食事がしたくなるような指導をお願いしたい。（小学校１人）

好き嫌い・偏
食

与えられたものを減らさずに食べられるようになってほしい。好き嫌いをせず、たくさん食べる児童を育てるには、
どうしたらよいでしょうか。（小学校１人）

全部の食材を食べることで、バランスが取れることを指導してほしい。嫌いなものだけ残してしまう子がいる。（小学
校１人）

苦手な野菜や魚について話していただくと、すぐに意欲的に食べようとする子供達です。給食訪問が楽しみです。
（小学校１人）

食わず嫌いもある。（中学校１人）
きらいなものが体にどのような影響（よい）があるのか？（中学校１人）
好き嫌いで残す生徒が多いので、バランス良く食べることの良い点など。（中学校１人）
お菓子やジュースをなぜ食べ過ぎるとよくないかなどについて、指導していただけるとうれしい。（小学校１人）

色々な食材について食べないといけないという気持ちになれるような指導 （今もしてもらっているが繰り返しする必
要がある）。（小学校１人）

感謝して食べることにつながる指導（小学校１人）

感謝して食べること。（センター、運送などたくさんの方のかかわり）（小学校１人）

作っている人等に対しての感謝の気持ち。（小学校１人）

食に関して、感謝の気持ちを一段と育む指導。（中学校１人）

食への感謝 命を大切に。感謝。食べられることを当たり前に思うな！（小学校１人）

感謝の心。（小学校２人）　　　作っている人等に対しての感謝の気持ち。（小学校１人）

食のいのちについて、いのちをいただくということについて。（小学校１人、中学校１人）

給食センターのことなどについて。（いろいろなことを知って感謝の気持ちを持てるようにしていきたい）（小学校１
人）

完食する子、しない子の差がはげしいので、感謝の気持ちをもって食べること、栄養のことなどについて、もっと話
を聞きたい。（小学校１人）

旬の食べ物について（中学校１人）　　　　　　旬の食材について（小学校１人）

食材・生産者
野菜などを作ってくれた人の顔が見えるといい。（作る上での苦労を知れば苦手でも挑戦しようと思うかも） （小学
校１人）

郷土の食についての話をこれまでのようにやっていただきたい。（これまでの話がわかりやすくよかった。） （中学
校１人）

給食を作ってくださる方々の願いや思いも話していただけるとうれしい。（小学校２人）

指導内容 一食分の食事にどれだけ多くの人が関わり、苦労をされているものが学校へ届いているか。（小学校１人）

調理員の思い
作っている人（調理員さん、栄養士さん、生産者の方々等）の顔が見える指導の工夫を！食べたくない。まずい
等、平気で言ってしまう子が多い。（小学校１人）

学校給食がどのように作られているか学ばせる機会がほしい。（小学校１人）

給食センター内の様子が見学できると嬉しいのですが。（小学校１人）

完食の大切さ。（小学校１人）　　　全部食べることへの指導（中学校１人）

出されたものを食べることの大切さ 。(無理はいけないが)  （小学校１人）

完食するためにはどうすればよいか、案があれば教えてください。（小学校１人）

「頑張って食べよう！」という気持ちになるような指導。子供たちは表先生を身近に感じ、給食に対してよいイメージ
を持ち「美味しい。頑張って食べる！」と思っている。（小学校１人）

完食・残菜 残さず食べることの重要性について。（小学校１人）　　　残さず食べるための話。（小学校１人）

残すということ。（中学校１人）

絶対量が多すぎではないか。あまりにも残菜が多いと感じる。計算量と実態量の隔たりがもっと埋まらないだろう
か。（小学校１人）

残菜が多いから食べるように指導されていますが、もっと食べやすいメニューだったり、一人あたりのごはん（白）
量は適当でしょうか。無理に食べさせるのはどうかなと思います。（残さない努力はしている） （中学校１人）

残菜が多いと胸が痛む。（中学校１人）

残菜がどのように処理されているか学ばせる機会がほしい。（小学校１人）

食事のマナーについても指導があると嬉しいです。（小学校６人）

食事のマナーについては、知らない子がとても多いように感じる。家で教わることのない子が多いので、学校で取
り組んでもらいたい。（小学校１人）

最近、ひじをついて食べたり、箸の持ち方を知らない児童が増えてきたように感じる。マナー指導も必要なのか
な？と思っている。（小学校１人）

食べ方・マ
ナー

栄養に関しての指導もとても大切だと思うのですが、箸の持ち方や食べ方や三角食べについても、おもしろい指導
法があれば、教えてほしい。日々の指導がなかなかできていません。（小学校１人）

食というか、箸やお椀の持ち方 （小学校１人）

特にないですが、マナー良く、でも楽しく食べれるようになってほしい。（小学校１人）

お箸の持ち方を。（小学校１人）　　　箸の持ち方の指導も、たまにはできないでしょうか。（小学校１人）

最近、野菜から先に食べる食べ方がマスコミでよく取り上げられていますので、交互食べを指導する際、それぞれ
の食べ方の目的や効果を説明していただきたい。（小学校１人）

三角食べのよさ （小学校１人）

最新の食べあわせについて。野菜から食べ始めると、血糖値の値が上がりにくい。（小学校１人）

栄養職員の方が気になることをどんどん教えてほしい。（中学校１人）

「食育」の日の意義をもっと子供に具体的な内容で伝えてほしい。（小学校１人）

現状のように旬の話題を話して下さることがありがたいと思っている。（中学校１人）
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学年によって変えてほしい。（中学校１人）　　　低学年向けの話をしてほしい。（小学校１人）

資料の充実 （小学校１人）

前回の総体前の食事のお話が聞けて良かった。（中学校１人）

大会前後にどのような食事のとり方をすればよいか掲示をしてもらったが、大変良かったので、生活との関連する
ことを取り上げてもらうとありがたいと思う。（中学校１人）

部活、学習に効果的な食材と取り方等。（中学校１人）

ファミレス、コンビニなどでどのような組み合わせで食べたらいいかとか（ますますコンビニを利用すること多くなる
ので）、試合の時、何を持っていくのがベストかなど教えてもらえたらいいかも。（中学校１人）

生徒の生活に関連した内容・時期の指導。すでにしていただいていると思いますが。（中学校１人）

その他 郷土料理のことについて（中学校１人）

給食の歴史、おかずの種類や量の変化など。（小学校１人）

食に関する伝統的な文化、形式、言葉の由来など。（小学校１人）

鳥取の給食のよさのアピール。（小学校１人）

料理のトッピングのプリント、楽しく読ませていただいている。（中学校１人）

給食が楽しくなるような話。（小学校１人）

楽しい話や少し怖い話から、実際の給食や家庭での食事につながる話。（小学校１人）

食に関する興味、関心が高まるようなお話など。（小学校１人）

目の前で食べているもの（食材、調理法、味付け）に興味、関心を持つことから、食生活への興味、関心につなが
るような話題や知識の提供。（中学校１人）

児童が知らないことを教えていただけると、興味を持って話を聞くことができる。前回のように給食センターの設備
の話は児童も楽しく聞いていた。（小学校１人）

こんなにすごいぞ給食！！みたいなアピールをしていただければ、大変な苦労や努力をされている職員の皆様に
感謝できると思う。（小学校１人）

うまく言えませんが「食べるものを選ぶ力」が育つといいなと思う。（小学校１人）

児童より家庭への啓発が必要と思う。（小学校１人）

保護者への啓発をお願いしたい。（中学校１人）

学校配置をしてもらい、常時、食育について係わってもらいたい。（小学校１人）

前校で姿勢を気を付けることの意味とか、魚の食べ方とか、とても丁寧に指導してもらい、ありがたかったですが…
…。全学校に配置されていないことを残念に思う。（小学校１人）

その他 給食についての情報発信がもっとあっていいと思う。（中学校１人）

食器、特にトレーを変更して欲しい。（小学校１人）

給食のない日が続くと子どもが食べてないなあと言っている。とてもよく食べるクラスで給食が楽しみです。（中学
校１人）

低学年は牛乳を先に飲んでしまいお腹が一杯になって他の物が食べれない。（小学校１人）

特になし。（小学校１２人、中学校１９人）

問８　魅力ある学校給食

自由意見記載者数 ２６６人（小学校１５９人、中学校１０５人、特別支援学校２人）

魅力ある学校給食にするための取組

いつもありがとうございます。（小学校２人）

いつもおいしい給食をありがとうございます。私も子ども達も毎日おいしく楽しみに食べています。（小学校１人）

いつも工夫してくださり、ありがとうございます。（中学校２人）

とても魅力的な給食です。様々な工夫をすることはとても大事なことだと思います。ありがとうございます。（小学校
１人）

いつもおいしい食事をありがとうございます。栄養士の先生が来級されて栄養のことを説明してくださって、ありが
たいです。（中学校１人）

感謝 今のままでとても美味しくいただいている。（小学校２人）

メニュー、使用される食材など、とても変化に富み、満足しています。ありがとうございます。（小学校１人）

今のままでよい。（小学校４人）　　　今のままで十分です。（中学校２人）

十分満足できるものだと思う。（小学校２人）　　　今でも十分魅力的である。（小学校１人、中学校１人）

十分魅力的だと思う。公立学校給食はポプュリズムに走ってはいけません。（小学校１人）

今して下さっていることで十分魅力あります。1年で給食の作り方を教えてもらい、私が感動しました。他の学年にも
伝えたいなと思いました。（小学校１人）

今の取組を地道に続けていくことが大切だと思います。（小学校１人）

郷土の食材を用いたり、子どもが考えた献立を取り入れたり、現在の取組みでよいと思う。（特別支援学校１人）

バラエティーにとんだ給食、日々感謝です。（小学校１人）

献立 毎日楽しみです。お世話になっています。（中学校１人）

おいしい給食をこれからもよろしくお願いします。（小学校２人）
もっと美味しくする。（中学校１人）　　美味しい、楽しみな献立。（中学校１人）　　味や献立の改善 （中学校１人）
メニューの充実 （小学校２人、中学校１人）　　献立の再考 （中学校１人）
栄養も大切ですが、やはり、食べ物なので、おいしさが大事です。（中学校１人）
子ども目線での献立 （中学校１人）

栄養価や量について考えておられるとは思いますが、子どもが食べないと全く成果とはなりません。子どもが喜ん
で食べるためにも、もう少し食べる側の目線が必要だと思います。（中学校１人）

保護者への啓発

区　　　　分
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子供たちに人気のメニューをもう少し増やしてほしい。給食を楽しい時間であると思う子を1人でも増えてほしい。
（小学校１人）

人気のメニューの頻度をもう少し上げてみてもよいのではないでしょうか。（中学校１人）

楽しみであれば良い。（中学校１人）

子ども達全員が、給食が楽しく、好きだ！と言えるような給食のメニューの見直しや食育をもっと取り入れていく。
（小学校１人）

給食がおいしい！と家族に言いたくなるような献立を、他の地域がどんなものを出しているか調べてみては？（中
学校１人）

条件は違うと思いますが、他市町村の給食内容からの検討をお願いしたい。されているとは思いますが……。（中
学校１人）

今の子の食生活にたまには近づけるのもいいかもしれません。（小学校１人）

子供の苦手な食材をいかに工夫して食べたくなるメニューに。（中学校１人）

月に一回ぐらいはワクワクする献立があれば（児童が大好きな） （小学校１人）

どう考えても、パンとうどんは一緒はないと思う。家では作ったことがないのでとても戸惑う。（中学校１人）

普段家庭であまり食べない料理なども出るのですが、子どもがなかなか食べつけません。ある程度、児童の好み
も考慮に入れて献立を考えていただけたらと思います。（小学校１人）

子どもたちの食べやすいメニューを増やすようにお願いします。給食を楽しみにする日が多くなるとうれしく思いま
すし、残菜も減ると思います。高い食材でなく安全でなるべく安いものを使っていただき、その分浮いた額をふりか
けやジャム等にあてていただくとうれしく思います。（中学校１人）

ご飯、味噌汁、野菜おかずなどの和食は食べなれているので、残菜はあまり出ない。冒険も必要かもしれないが、
シンプルが一番。（小学校１人）

奇抜なものではなく、なるほどと思わせる取り合わせの新メニューの導入。（小学校１人）

奇をてらったメニューは必要ありません。（中学校１人）

限られた予算・食材で調理されていると思います。しかし、美味しいメニュー開発への挑戦は続けて下さい。（中学
校１人）

種類 オリジナリティ（中学校１人）

味や郷土愛がもてるような工夫……。（小学校１人）

彩りの工夫を引き続き。（小学校１人）

彩りが豊かであってほしい。（小学校１人、中学校１人）　　　色とりどりにする。視覚的配慮。（小学校１人）

限られた予算の中での献立は難しいと思いますが彩りの良いものがあるといいですね。（中学校１人）

彩り、見た目、魚が続く、このあたりがポイントかと思いますが、今でも十分よいと思います。（小学校１人）

献立
煮物等家庭ではなかなか食べないので、給食でどんどん出して、多様な食べ物にふれる機会を増やすといいと思
います。（小学校１人）

１年生の様子から、家庭で食べているメニューや食材が少なくなってきていると感じる。「食べたことがない」子ども
が増えている。給食では、家庭やファミレスでは味わえないメニューを是非これからもお願いしたい。（小学校１人）

家庭でも果物をとることが少なくなっていると感じている。ぜひ、果物を出してやってほしい。（中学校１人）

月に１～２回ぐらい、思い切ったメニューはどうでしょうか。（メン類の時にパン、ご飯をつけない。牛乳をコーヒー牛
乳にしてみる。など）（小学校１人）

普通の家庭料理でよい。特別変わったこと（珍しい料理）をする必要はないと思う。デザートやジャム付属の物を増
やして手軽に食べられるようにしてほしい。年々ハードル（手がこんでいる）が上がっているような気がする（質が向
上していると思う）。給食はありがたいし、関わる方々の日々の努力はよく見えている。（中学校１人）

夏野菜カレーのメニューは良いと思うのですが、いろんな素材を入れすぎると、野菜本来のおいしさがけんかしてし
まうと思います。（例えばゴーヤなど） （小学校１人）

魚料理、肉料理のバランスをお願いしたい。最近、魚料理に片寄っている気がする。（小学校１人）

黒糖パンの回数を増やしてほしい。鶏肉とサツマイモのピーナツで甘く絡めたものを出してほしい。バリエーション
のある給食。（中学校１人）

夏の暑い日、教室３５℃の中で食べやすいメニューがあるとうれしい。（小学校１人）

暑い日が増えてきている近年なので、冷たいデザートが夏季に増やせると子供たちの意欲、モチベーションが上が
ると思う。（小学校１人）

デザートの回数を増やしてほしい。（中学校１人）　　アイスクリームなどデザートがあると嬉しい。（小学校１人）

毎学期の初めと終わりは、子どもも完食を目指そうと気持ちが向きやすいので、子どもも食べやすいメニューであ
ると、気持ちよく始まって、気持ちよく終わりやすいのかなと思う。（小学校１人）

おかずの内容がクリスマスとかに豪華になり過ぎないように均等化も必要かと思う。（中学校１人）
プレミアムフライデーはごちそうの日 （小学校１人）
「Chef ～ 三ツ星の給食」（フジテレビ）みたいにできたら最高ですね。（小学校１人）

大山町の給食（味）を参考にする。大手企業とコラボする。（モス、吉野家、サーティーワン、ピエロ弁当など） （中
学校１人）

米飯給食最高だと思います。メニューも地産地消でおもしろいメニューもありすぎだと思います。（小学校１人）

私は変わったメニューが好きです。あと、ダイエット食を！（小学校１人）

カロリーを控えめにして欲しい。（中学校１人）

郷土料理の充実を。（小学校２人、中学校１人）

郷土料理をこれまでのように出していく。（小学校１人、中学校１人）

郷土料理を多く取り入れてほしい。そこから話が広がる。（中学校１人）

郷土料理の積極的導入。世界の代表的な料理を取り入れたり、メリハリのある献立。（小学校１人）

郷土料理の日。どこかの地域料理メニューの継続。（小学校１人）

郷土料理・和
食など

郷土料理、外国料理など献立を考えるのは大変だと思うが、毎日給食を楽しみに子どもたちがしているので、今後
もよろしくお願いしたい。（小学校１人）
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地域に伝わる文化でもあるので、郷土料理とか、各国の料理などの紹介も含めて提供していただけたらと思いま
す。（中学校１人）

郷土の物を多く取り入れるといいです。行事やその都度、楽しいことが入るといいと思います。（小学校１人）
鳥取県だけではなく、他県（鳥取県とつながりのあるところ）の郷土料理をメニューに取り入れる。（小学校１人）
その地域の食文化を感じられる給食だと良いと思う。（小学校１人）

各県や各国の献立シリーズとかはどうでしょう。（中学校１人）

鳥取の給食のよさのアピール （小学校１人）

日本食の良さを伝えていく取組み （小学校１人）

外国の料理を取り入れてください。今日はタイ料理の日、今日は韓国、中国の日、…とか。（小学校１人）

外国の献立がもっとあってもよいと思う。（中学校１人）

今も、季節の食材や地域の伝統食などを導入していただいていますが、それを伝えることで子供たちの食に対す
る意識が高まると思います。（中学校１人）

地域の特色を生かした学校給食 （小学校１人）

地産地消 （中学校３人）　　　地産地消（引き続き） 山陰ならではの食材を使った料理 （小学校１人）

地域の食材を多く取り入れる。（小学校４人、中学生２人）

地産地消を中心とした献立の工夫 （中学校１人）

地域の特産をおいしくいただけるメニューが多くいとうれしい。（小学校１人）

地産地消で、鶏、豚、牛を使ったものを出してほしい。あと、カニも。（小学校１人）

地産地消
地域の特産物を今まで以上に出していただき、地元のすばらしさを給食を通じて感じさせていただきたい。（小学校
１人）

地産地消が見えるような取組（生産者さんと給食を食べるなら） （小学校１人）

地産地消、郷土色をもっと出しても良いと思う。地域によっては給食中の放送で献立メニューの紹介など生徒がし
ている学校もある。（中学校１人）

地域の食材などの説明もあると関心が高まると思う。（小学校１人）

地元の食材を紹介する。（献立発表などで） （小学校１人）

季節感のある献立が良いと思う。（小学校１人）

季節対応 旬の物や季節の物を使って、季節を感じさせたい。（小学校１人）　　　　　　旬の物を提供。（中学校１人）

季節に合ったタイムリーな献立。（中学校１人）

毎年していただいている児童に献立を考えてもらう取組みを楽しみにしている。（小学校１人）

献立
児童が考えたメニューが出ることがあるが、そのように「参加している」と思える取組みはとてもいいと思う。（小学
校１人）

子どもたちの考えたメニューが出されるときがありますが、みんなうれしそうに食べている。新しい感覚のメニューを
取り入れるのも良いのではないかと思う。（小学校１人）
どんどん子どもの考えたメニューを取り入れていくのはどうでしょうか。（小学校１人）

子どもからアンケートをとったり、子どもが考えてメニューを作るなど、半年に１回ぐらいあるとよい。（中学校１人）

既にされていますが、子どもの考えたメニューや子どもの希望を取り入れたメニュー。（小学校１人）

ふるさとのメニューは、募集　応募　給食に採用されるのは、良いと思います。（小学校１人）

リクエスト 児童にメニューを考えさせて、実際に給食で頂くことを引き続き行ってほしい。（小学校１人）

   メニュー 子供たちが献立に参画する取組。（小学校１人）         自分たちで献立を作る。（中学校１人）

オリジナルメニューの募集の継続。（小学校１人）

子どもの考えたメニューが生かされた給食。（小学校２人）

子どものアイディアを活かした給食の献立をより積極的に取り入れること。（小学校１人）

子どもの希望を叶えるような給食の献立があってもいいなと思う。（小学校１人）

児童からのリクエストを取り入れる。（バランスを考えて）（小学校１人）

児童のアイディアメニューを募集する。（小学校１人）           リクエスト、アイデア給食。（小学校１人）

完全リクエスト給食（年１回でも…） （小学校１人）      子ども達によるリクエスト給食を月に１回やる。（中学校１人）

学期に一回でもお楽しみメニューを希望した日に設定できるとか ……（デザートなど全校中止の時にあると残念な
ので …… ）（中学校１人）

子どもたちへの好きな給食アンケート等 （小学校１人）            看板メニュー、人気投票（小学校１人）

好きなメニューランキング、週間などイベント。（小学校１人）

バイキング形式。（小学校３人、中学校２人）

バイキング形式の給食が年に１、２回でもあるとうれしい。小規模なので全校で食べれるかも。（小学校１人）

バイキング形式など目先を変えることが年に１回ぐらいあってもいい。（食数が多くて無理でしょうが。）（中学校１
人）

選択メニュー バイキング方式。交流給食などイベントや変化があると楽しい。（小学校１人

時々、バイキング形式の日があってもいいかな？　　同じ食材でも料理の仕方で食べれたり食べれなかったりする
ので、いろいろな献立の中から食べると食べやすくなる。（小学校１人）

バイキングランチ、デザートビェッフェなど、もっと子ども達に楽しく食と関わる時間があるとよいと思う。（小学校１
人）

特別メニューの週間が増えるとたのしい。（小学校１人）

メニューを例えば水曜日はサラダは選択制（学校毎）にするとかできるといいかも？（小学校１人）

何でもかんでも混ぜ込んだり、一般的ではない味付けをやめて（カレーにゴーヤ、ひじき、レバー等）、普通の味付
けのものが食べたい。（小学校１人）

味付
酸味があると食べる量が少なくなるので、酸味をやわらげてほしい。　お米が進むような味付けの料理を増やして
ほしい。（小学校１人）

美味しい給食です。（中学校１人）

３つの旨味(グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸)の相乗効果を生かして料理の良さを引き出す。（中学校１人）
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和食の時、味のメリハリがない日がある。（小学校１人）

たくさんの味に慣れ親しむ取組み。（小学校１人）

センター方式というしばりはありますが、新鮮さと温かさ、これがかなりポイントかなと感じる。（小学校１人）

主菜と副菜のメリハリがなくなるので、あまり細かく刻まない方がよいと思う。（中学校１人）

イワシなどの小魚の日は、生徒が多く残す。缶詰のように骨まで柔らかく煮込むことができれば嬉しい。（中学校１
人）

ちょっとした工夫（ハート型人参のような）をとりいれること。食の興味がわくような取組み、料理など。（小学校１人）

にんじんが大好きという生徒はあまりいないけど、スープにハートや星などの形のにんじんが入っていると喜んで
いる。遊び心があって、うれしい。（特別支援学校１人）

調理 具材をハート型や星型に切ってもらうことで子どもの人気が上がる。良いアイディアだと思う。（小学校１人）

野菜がいつも茹でてあるので、シャキシャキ感が欲しい。（小学校１人）

魚などの焼き具合をもう少し色目が良いように。（小学校１人）

ゴーヤがカレーに入っていたり工夫がしてあるおかげで苦手なものが食べられるようになった子がたくさんいる。あ
りがとうございます。（小学校１人）

味噌汁の味噌はどうなっているのでしょうか。夏を越して味のわるくなったみたいな味噌なので残念です。保管とか
どうなっているのでしょうか。出汁はきっときちんとしたものを使っておられると思うのですが、味噌がだいなしにして
いる気がします。（小学校１人）

量 おいしいものを各自の適量で。（中学校１人）

余るのであれば、ご飯の量を減らすことはできないものか？（中学校１人）

本当に米飯の量は適量でしょうか。他校ですが、「無理して食べている」とも聞きます。栄養量からはいいのでしょう
か。他の市町村等と比べてみてください。（中学校１人）

ご飯 学級ではどうか知りませんが、教職員用の「ご飯」はいつも多すぎる。（中学校１人）

ご飯と牛乳は基本合わない。（小学校１人）

ごはんにふりかけを付けてほしい。（中学校２人）

白ごはんの美味しさを知るのも大切ですが、たまにはふりかけを付けてほしい。（中学校１人）

もう少し味付けご飯やふりかけの回数を増やしてほしい。（中学校１人）

パンが大きすぎる。（中学校１人）

パン食時、もっとバラエティーに富んだパンが食べたくなる。（中学校１人）

パンに変化がほしい。カレーとナンなどの日があると盛り上がりそう。（中学校１人）

パンが固い時があり、子ども達がかなり苦労している。もう少し食べやすいといい。（小学校１人）

パン パンをもう少し改善してほしい。（小学校１人）

パンを改善する（マズイ）。焼きそばパンとかコロッケパンにして下さい。（中学校１人）

パンをぶどうパンのようなフルーツを練りこんだものにしてほしい。（小学校１人）

パン食の時たまに出てくるジャムとか中に食材が入っているパンを増やす。（中学校１人）

パンにジャムを付けてほしい。（中学校３人）　　パンを残さず食べるためにジャムなどがあると良い。（中学校１人）

黒糖パンの回数を増やしてほしい。（中学校１人）

汁気がない日が時々あり食べ難い。（小学校１人）

汁やスープがないとご飯を食べるは難しいので、炊き込みご飯の時など考えて欲しい。（中学校１人）

汁・麺類 ご飯は美味しいと思う。スープや汁が美味しくなればよいと思う。（中学校１人）

麺類がメインの時は、ご飯やパンは思いきってなしにしてもいいと思う。それに代わる物をメニューに加えてもらっ
た方が食べやすい。（小学校１人）

栄養バランスや様々な食材を使うなど、とても工夫して、苦労して作っていただいている給食なのに、残菜が多い
のが申し訳ない。残菜ゼロ作戦など何か良い方法はないかなと思う。（小学校１人）

残菜を減らす取り組み。（中学校１人）　　　残菜ゼロを目指して、学校全体で取り組める企画をする。（小学校１人）

残菜データからメニューを見直すこと。（中学校１人）

残飯が多い食材はもう統計的にわかっているはず。これは変えませんか。（中学校１人）

残菜・食べ残し センターでの残菜などの処理の様子が生徒に写真や映像で伝わるといいと思う。（中学校１人）

どのように給食で残った食べものが扱われているか、子ども達に知ってもらいたい。残さず食べてほしい。（小学校
１人）

人気メニューと不人気メニューを組み合わせると食べ残しが減らないでしょうか。（中学校１人）

難しいですが、酢の物系がよく残るようなので、時にはサラダなどに変えるのもよいかと思う。（中学校１人）
彩りがあまり良く無い時があり、そんな時は多分子供たちは残すだろうと感じる。（中学校１人）
白飯が多く残るので塩やふりかけなど使いたい。栄養バランスよりも食べ残しの指導を重視したい。（中学校１人）

ふりかけ、のりをつけてご飯残しを減らす。（小学校１人）

食器をかえてほしい。（中学校１人）　　　食器の改善。（中学校１人）

お茶碗と汁椀が左右に並べられる食器にすること。（小学校１人）

食器を持って食べるという指導を他の市町村ではしていましたが、米子市の食器ではできない。（小学校１人）

バットにおかずを入れるのはやめたい。ちゃんと皿に入れ、器を持って食べるようにしたい。（小学校１人）

メニューによっては、皿をもって食べなせればならないもの（スタミナ納豆など）も現在の食器でそれが難しい。その
ため手を使って食べざるを得ず、（特に低学年は）衛生的にも良くない。きちんと皿が分かれた食器を使わせること
が正しい食育だと感じる。是非考えていただきたい。（小学校１人）

食器・食缶・什器
新しいセンターになって当番の人数が増え、廊下は大混雑している。食缶も重いし、汁がたれ、服がよごれる。第
一センターは小学校、第二センターは中学校にしてほしい。（小学校１人）

第二センターの食器でいただいていました。この度の転勤で以前の食器になりました。やっぱり、食作法の面から
も食べ易さの面からもこのランチ皿はよくないと思います。（中学校１人）
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食器の返却の仕方について再考いただきたい。食器を洗うことを前提にすれば、縦向きに立てて返却するのが効
率が良いが、一度水分油分がついたものを縦にすれば重力で汚れが下がるのが当然。1滴も残さないように食べ
きる、飲み切る指導を徹底し、優先すべきと言われればそれまでだが、きれいにして教室を出るまでにとても時間
がかかる。床のそうじにも時間がかかる。（小学校１人）

食器は、新しい物（トレー方式）にいずれは米子市内全校が変わるのでしょうか。運ぶのには、給食当番が増える
し、重いしなど感じましたが、食べやすさ、見た目はトレータイプがいいと思いました。目から入る印象も魅力につな
がると思います。（小学校１人）

食器のかごを何とかしてほしい。余った汁が垂れない設計にしてもらいたい。（小学校１人）

ごはん粒が茶わんにくっつきとれにくい。茶わんの素材を検討されるとよいと思う。（小学校１人）

スプーンが必要なときは（細かい食材）つけて欲しい。（小学校１人）

カレーなどの時、ご飯にカレーをつけて食べるのか、カレーの器にご飯をつけて食べるのか。やはり、食器の問題
もありかと思う。（中学校１人）

食器を金属から陶磁器にする。（中学校１人）

銀色の食器は温かみがない。ヒミツの県民ショーや県郡市と比較しても残念に思う。早く替えて欲しい。コレールに
してはどうか。（小学校１人）

時間の確保。（小学校１人）　　　時間に余裕があるとよい。（小学校１人、中学校１人）

配膳、食事、片づけの一連の給食活動において時間のゆとり（心のゆとり）があること。（中学校１人）

もう少しゆっくりと食べることができるように時間設定を考える必要があると思う。（中学校１人）

給食時間・食事時間
学校側の問題として、時間がゆっくりとれないところがあり、それが色々とマイナスになることがある。手洗いが十
分でなかったり、残飯が増えたり、しかし、今の時間日程では中々給食時間を増やせない。難しいところです。（中
学校１人）

低学年など、準備や片付けに時間がかかり、時間内に食べきれない子もいる。効率よく準備や片づけが出来る工
夫を考える必要がある。（小学校１人）

給食の時間を楽しいものにすること。（もぐもぐタイムは必要なのか等） （小学校１人）

ランチルームの設置 （中学校３人）

食事環境
ランチルームはとても大切なハード面だと思います。財政的に難しいので仕方ないところです。どこか一校でも整え
ていただくと普及すると思います。学校からも訴えていこうと思います。 （中学校１人）

食べる環境 （例：ランチルーム、食器、メニュー）  （小学校１人）

日頃から感謝の気持ちをもって給食を食べる意識化。（小学校１人）

普段から感謝の気持ちを持って、楽しく給食を食べていきたい。（小学校１人）

十分、今のままでも魅力があると思いますが、子ども達にもっと感謝の気持ちを持って食べてほしい。（小学校１
人）

給食に関わってくださる方の思いを聞くなど児童が感謝の気持ちをもって食べる取組み。（小学校１人）

作っている人(調理員さんや農家の方)の声が届くような取組。（中学校１人）

給食センターの方のお話をいつも楽しみにしている。（小学校１人）

作っている方のお話を聞く。作っている方の様子を写真などで見る。（小学校１人）

作っている方の顔が見えるようにしたい。（小学校１人）

作っていただいている方の顔が見える（わかる）といいかな？作っている方の想いも届くといいかな？（小学校１
人）

給食センターで給食を作っておられるところ、食材が届くまで等のDVDがあると良いと思う。（小学校１人）

給食について、給食に関わっている人についてもっと知ることが必要と思う。（中学校１人）

作る側になる機会や見学する機会があればと思う。人が人に作っているということを知った方がよい気がする。（中
学校１人）

給食が運ばれてくるまでに、多くの方の努力や働きがあってこそだという指導を学校がきちんと指導する。栄養士
や調理員さんなどに現在していただいているように訪問指導で直接子どもたちと触れ合う機会をもつ。献立紹介を
いつも楽しみにしている。今後ともよろしくお願いしたい。（小学校１人）

食品が給食として目の前に来るまでの流れを知る学習。（中学校１人）

食に関する意識づけ。（中学校１人）

給食を食べることが子どもたちにとってどういうことなのかをしっかり理解させて楽しく食べていくことが大切だと思
う。（小学校１人）

食育指導
食べることの必要性、大切さを伝え、それが自分の体を作ることにつながっていることを理解させることが必要。
（中学校１人）

特に野菜や魚を食べることの大切さや、ご飯粒を残さないようにすることの意義。魚のきれいな食べ方なども、もし
かしたら必要かもしれません。（中学校１人）

一回、一回の指導機会を大切にする。実態に応じていく。（小学校１人）
いろんな食材を用いた料理で食の経験を増やすこと。（小学校１人）
食のありがたみや食事の楽しさをもっともっと子どもたちに感じてもらえたらいいなと思う。（小学校１人）

魅力の捉えによりますが、将来恥ずかしくないような食事ができるようにしてあげたいですね。（小学校１人）

家庭で一人でテレビを見ながら食べたりしている子が多いせいか、集団で食べる時のマナーがよくない気がする。
食べ方一つで相手を不快にさせてしまうこともあるということ、機会をとらえて伝えていきたい。（小学校１人）

担当教員を中心に食についての話をしてもらったり、絵本の読み聞かせをしてもらったりしており、とてもよい取組
だと思っている。（中学校１人）

幼少の頃からの食育支援（中学校１人）

食事中のより楽しい会話、きまりよい準備・片づけ（小学校１人）

献立募集だけでなく（高学年に限られてしまいがち）クイズなど低・中学年も楽しめる工夫があると良い。（小学校１
人）

絵本の読み聞かせが面白かったので（給食番長）次年度も続けたい。（中学校１人）
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以前、寸劇をしていただいた。（小学校１人）

「親子で考えた献立」というのを夏季休業や冬季休業の前に課題で出したということがあってもいいかなと思った。
（小学校１人）

献立の紹介の工夫。（小学校１人）

嫌いな物は食べないというのが子供たちの中で当たり前になってきているように感じる。担任の力だけで子供の意
識を変えていくのは難しいと思う。（小学校１人）

給食訪問の方法を検討してほしい。生徒がものを食べながら目上の人の話を聞くというのは、教育の方法として
は、マナー違反でもあり、疑問を強く感じている。（中学校１人）

家庭との食生活とかけ離れていて「残すな」とか「好き嫌いするな」という指導はいらない。（中学校１人）

給食って女性の教員が多いので、このメニューはこんな思いで作られていて、○○と指導してほしいというような研
修を男性教員にしてはどうでしょうか。（小学校１人）

家庭での食育の質の向上。（中学校１人）　　　家庭との連携 （小学校１人）

家庭で食べたことのないものに対して拒否反応を示している生徒がいる。保護者の方の「食への意識」改善が必
要なのかなあと思う。（中学校１人）

残菜が多いのは、生徒の好き嫌いのためもあると思うので、家庭への啓発が出来れば、生徒へのよい影響がある
と思う。（中学校１人）

家の方にも、もっと給食に興味関心を持っていただけたら、少し変わるかなと思う。（小学校１人）

保護者の人にもっと給食の内容を知ってもらう。（中学校１人）

学校給食の充実とともに家庭での食生活も充実してくると良いと思う。（小学校１人）

教員からだけでなく家庭からの意見も聞き入れると良いと思う。（中学校１人）

給食を美味しくないと言って食べない生徒が多い気がするので、家庭での食生活についても調査が必要と思う。給
食の味付けや食材などは特別なものではないことが多いので、それを拒否する味覚が心配になる。（中学校１人）

毎年のアンケートに書かせていただくことが、献立上は余り反映されていないように思う。どう変わったかをアピー
ルされることも必要ではないかと思う。（小学校１人）
生徒のアンケートの結果を生かす。（中学校１人）

他の町村等で実施されているようなアンケートメニューなどあってもよいかと思う。（中学生１人）

教員も給食センターを見学するといいかもしれません。（小学校１人）

全ての面で個が生かされる給食となるのが理想です。（食事の量、味など） （中学校１人）

テレビのサラメシが好きなのですが、みんなで１つのものを食べるのは、仲間づくりにもなると思う。（中学校１人）

クラスの仲間作り、集団づくりの向上。（中学校１人）

献立について、その日のメインの紹介などあれば、委員会の放送などで紹介します。（中学校１人）

図書館と連携した取組みはどうか。（小学校１人）

特にない。（小学校８人、中学校８人）　　　わかりません。（中学校２人）

その他

保護者啓発・家庭での食
生活
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学校給食アンケート             学校     性別
せいべつ

   男
おとこ

  女
おんな

  
 

 あてはまる番号
ば ん ご う

に〇をつけてください。 
 

問
と い

１ 学校
が っ こ う

給食
きゅうしょく

はすきですか。 

（１） すき            （ 問
と い

２へ ） 

（２） どちらかというとすき    （ 問
と い

２へ ） 

（３） どちらかというときらい   （ 問
と い

３へ ） 

（４） きらい           （ 問
と い

３へ ） 
  

問
と い

２ 問
と い

１で「１ すき」または「２ どちらかというとすき」と答
こ た

えた人
ひ と

へ聞
き

きます。 

すきな理由
り ゆ う

について、あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて選
え ら

んでください。 

（１） おいしい 

（２） 毎日
まいにち

ちがうものが食
た

べられる 

（３） 家
いえ

では食
た

べたことのないものが食
た

べられる 

（４） 栄養
え い よ う

のバランスがよい 

（５） 友達
と も だ ち

と楽
た の

しく食
た

べられる 

（６） あたたかいものが食
た

べられる 

（７） その他
た

 （理由
り ゆ う

を書
か

いてください） 

  

 

問
と い

３ 問
と い

１で「３ どちらかというときらい」または「４ きらい」と答
こ た

えた人
ひ と

へ聞
き

きます。

きらいな理由
り ゆ う

について、あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて選
え ら

んでください。 

（１） おいしくない 

（２） きらいなものが出
で

てくる 

（３） 家
い え

では食
た

べたことのないものが出
で

てくる 

（４） 量
りょう

が多
お お

い 

（５） その他
た

 （理由
り ゆ う

を書
か

いてください） 

 

 

問
と い

４ 味付
あ じ つ

けはどうですか。 

（１） 全体的
ぜんたいてき

に味付
あ じ つ

けがうすい 

（２） 全体的
ぜんたいてき

にちょうどよい 

（３） 全体的
ぜんたいてき

に味付
あ じ つ

けがこい 

（４） その他
た

 （理由
り ゆ う

を書
か

いてください） 

 

 

問
と い

５ 給食
きゅうしょく

を残
の こ

さず食
た

べていますか。 

（１） 毎日
ま い に ち

全部
ぜ ん ぶ

食
た

べる     （ 問
と い

７へ ） 

（２） ほとんど残
の こ

さない    （ 問
と い

７へ ）       

（３） ときどき残
の こ

す      （ 問
と い

６へ ）  

（４） 毎日
ま い に ち

すこし残
の こ

す       （ 問
と い

６へ ） 

（５） 毎日
ま い に ち

たくさん残
の こ

す    （ 問
と い

６へ ）      【うらにつづく】  
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問
と い

６ 問
と い

５で（３）～（５）に〇をつけた人
ひ と

へ聞
き

きます。 

給食
きゅうしょく

を残
の こ

す理由
り ゆ う

について、あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて選
え ら

んでください。 

（１） おいしくない 

（２） 量
りょう

が多
お お

すぎる 

（３） 食欲
しょくよく

がない 

（４） 太
ふ と

りたくない 

（５） 一度
い ち ど

にたくさん食
た

べられない 

（６） 時間
じ か ん

がない 

（７） 油
あぶら

っぽい 

（８） きらいな物
も の

がある 

（９） 体
からだ

の調子
ち ょ う し

がよくない 

（１０） その他
た

 （理由
り ゆ う

を書
か

いてください）                

 

 

 

問
と い

７-1 パンとご飯
は ん

では、どちらがすきですか。 

（１） パンがすき 

（２） ご飯
は ん

がすき 

（３） パンとご飯
は ん

どちらもすき 

 

問
と い

７-2 給食
きゅうしょく

のパンについて、あてはまるものを選
え ら

んでください。     

（１）おいしい 

（２）おいしくない 

（３）ふつう 

 

問
と い

７-3 給食
きゅうしょく

のご飯
は ん

について、あてはまるものを選
え ら

んでください。     

（１）おいしい 

（２）おいしくない 

（３）ふつう 

 

問
と い

８ 朝食
ちょうしょく

は毎日
ま い に ち

食
た

べていますか。 

（１）毎日
ま い に ち

食
た

べる 

（２）食
た

べない時
と き

もある 

（３）食
た

べない 

 

問
と い

９ 学校
が っ こ う

給食
きゅうしょく

について、何
な に

か気
き

になること、困
こ ま

っていること、望
の ぞ

むことなどがあれば、 

自由
じ ゆ う

に書
か

いてください。 

 

 

 

 

ご協力
きょうりょく

ありがとうございました。 
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学校給食アンケート（教職員用） 

                           学校（    年・特支・級外）  

教職員の方にお尋ねします。 

あてはまる番号に〇をつけてください。 
 

問１ 給食の味付けが児童生徒にとって適当であるかについてお尋ねします。 

（１）適当である 

（２）全体的に薄味に感じる 

（３）全体的に濃味に感じる 

（４）薄い時と濃い時の差がある 

（５）その他 （具体的に記入してください） 

 

                             

問２ 給食の配缶量（食缶に入っている量）についてお尋ねします。 

（１）適量が入っている 

（２）時々少なく感じる 

（３）時々多く感じる 

（４）日によって多いときや少ないときがある 

（５）その他 （具体的に記入してください） 

 

 

問３ 給食の食品や食器・ランチ皿等の数についてお尋ねします。 

（１）間違いなく届いている 

（２）時々足らないことがある 

（３）何度も足らないことがあった 

（４）時々多いときがある 

（５）数の間違いが多くなった気がする 

（６）数の間違いが少なくなった気がする 

（７）その他 （具体的に記入してください） 

         

 

問４ 給食全般について感じたことを回答してください。（複数回答可） 

（１）野菜の切り方が大きく、低学年は食べにくそう 

（２）切り方が小さすぎて食材がよくわからない 

（３）煮物、汁物など火のとおりが十分でないことがある 

（４）火のとおりが過剰なことがある 

（５）味にメリハリがない 

（６）同じ食材が続くことがある 

（７）郷土料理をもっと献立に入れて欲しい 

（８）外国料理の献立を増やして欲しい 

（９）和食中心がよい 

（１０）栄養バランスのことが考えられていてよいと思う 

（１１）特にない 

（１２）その他 （具体的に記入してください） 

 

 
                                    【うらにつづく】  
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問５ 児童生徒に対する給食時間の指導において、日頃から指導が難しいと思われていることが

あれば回答してください。（複数回答可） 

（１）感謝の気持ちを持って食べることについて 

（２）食事のマナーについて 

（３）食品についての栄養や知識について 

（４）給食当番などみんなでする作業について  

（５）衛生管理・食中毒について  

（６）みんなで一緒に食べることについて  

（７）食べ方・箸の持ち方について  

（８）交互食べ（三角食べ）について  

（９）特にない 

（１０）その他 （具体的に記入してください） 

 

      

 

 

問６ 児童生徒が給食を残す理由についてお尋ねします。（複数回答可） 

（１）おいしくない 

（２）好ききらい 

（３）食べたことがない 

（４）時間がない 

（５）その他 （具体的に記入してください） 

 

 

 

 

問７ 食に関する指導で学校栄養職員等に望むことはなんですか。（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

問８ 魅力ある学校給食にするためにどのような取組みが必要と思われますか（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご協力ありがとうございました。 
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