
中学校給食に関するアンケート集計

生徒集計

（対象者３，６３６人 回答数３，３７４人 回答率９２．７９％）



問１：給食の中で、好きな献立（食べ物）はありますか。

はい
58.98%

いいえ
41.02%

● はい ５８．９８％
（１，９９０人）

● いいえ ４１．０２％
（１，３８４人）

※ 回答数 ３，３７４人

問１で好きな献立（食べ物）はあると答えた人の
上位の回答

１位 カレーライス ７３５人

２位 肉じゃが ２９２人

３位 から揚げ ２１３人

４位 ミルメーク １９２人

５位 パン １８２人

（複数回答あり）

問１で好きな献立（食べ物）はあると答えた人の
その他の回答

ビビンバ ハンバーグ 米粉パン みそ汁 シチュー
ごはん類 柿の葉すし 豚汁 魚類 麻婆豆腐 うどん
牛乳 揚げ物類 海藻サラダ 餃子 デザート類 果物
など。



問２：給食は全部食べていますか。

全部食べる
68.75%

たまに残る
23.98%

いつも残る
7.26%

● 全部食べる ６８．７５％
（２，３１９人）

● たまに残る ２３．９８％
（８０９人）

● いつも残る ７．２６％
（２４５人）

※ 回答数 ３，３７３人

問２：たまに残ると答えた人の上位の回答

１位 白ご飯 ２２１人

２位 野菜類 １３６人

３位 牛乳 １１９人

４位 魚類 ８３人

５位 パン ７０人

その他の回答
きのこ類 豆類 魚類 汁物 サラダ 果物 等

問２：いつも残ると答えた人の上位の回答

１位 白ご飯 ５６人

２位 野菜類 ３４人

３位 牛乳 ２６人

４位 全部 １８人

５位 パン １４人

その他の回答
魚類 汁物類 きのこ類 豆類 等



問３：給食の量はどうですか。

多い
27.22%

適量

56.89%

少ない
15.89%

● 多い ２７．２２％
（９１８人）

● 適量 ５６．８９％
（１，９１９人）

● 少ない １５．８９％
（５３６人）

※ 回答数 ３，３７３人

問４：あなたが、ご飯にあうと思う主・副菜（おか
ず）の献立はありますか。

ある
42.29%ない

57.71%

● ある ４２．２９％
（１，４２０人）

● ない ５７．７１％

（１，９３８人）

※ 回答数 ３，３５８人

問４でご飯にあうと思う主・副菜（おかず）の献立が
あると答えた人の上位

１位 魚類 ３９６人

２位 肉類 ２７３人

３位 から揚げ １９１人

３位 カレーライス １９１人

５位 肉じゃが １２９人

（複数回答あり）

問４であると答えたその他の回答

ハンバーグ みそ汁 麻婆豆腐 揚げ物類 しょ
うが焼き じゃこピーマン キムチ 納豆 餃子
のり 梅干 漬物 等



問５：給食以外で野菜を食べるとき、主にどのように調理した
ものを食べますか。一番多い食べ方を教えてください。

サラダ
62.34%

炒め物

（焼き物）
34.18%

煮物
0.98%

その他
2.50%

● サラダ ６２．３４％
（２，０９４人）

● 炒め物 ３４．１８％
（焼き物）（１，１４８人）

● 煮物 ０．９８％
（３３人）

● その他 ２．５０％
（８４人）

※ 回答数 ３，３５９人

問５でその他と答えた人の上位の回答

１位 汁物に入れる １３人

２位 生野菜 １０人

３位 野菜炒め ８人

４位 ドレッシング ７人

５位 ポテトサラダ ７人

問６：学校給食はエネルギーやミネラル・塩分などを栄養摂取基準に
基づき計算し栄養バランスを考えた献立となっています。
あなたは知っていましたか。

知っていた
64.95%

聞いたことがある

23.85%

知らなかった

11.20% ● 知っていた ６４．９５％
（２，１８１人）

● 聞いたことがある ２３．８５％
（８０１人）

● 知らなかった １１．２０％
（３７６人）

※ 回答数 ３，３５８人

問７：広陵町と香芝市にはそれぞれ、これから給食にも使われる地域
ブランドの食材があります。広陵町は「なすび」、香芝市は
「みそ」ですが、あなたは知っていましたか。

なすび
24.26%

みそ
8.57%

どちらも

知っていた

5.48%

どちらも

知らない

61.69%

● なすびは知っていた ２４．２６％
（８１５人）

● みそは知っていた ８．５７％
（２８８人）

● どちらも知っていた ５．４８％
（１８４人）

● どちらも知らなかった ６１．６９％
（２，０７２人）

※ 回答数 ３，３５９人



問８：給食の準備や片づけは慣れましたか。

慣れた
67.34%

少し慣れた

25.90%

慣れない

6.76%

● 慣れた ６７．３４％
（２，２６２人）

● 少し慣れた ２５．９０％
（８７０人）

● 慣れない ６．７６％
（２２７人）

※ 回答数 ３，３５９人

問９：朝食は食べていますか

食べている
86.13%

時々食べる

9.85%

食べない

4.02%

● 食べている ８６．１３％
（２，８９３人）

● 時々食べる ９．８５％
（３３１人）

● 食べない ４．０２％
（１３５人）

※ 回答数 ３，３５９人

問１０：今後給食で食べたいものはありますか。
自由記述の上位の回答

１位 揚げパン ６７５人

２位 ラーメン ２６７人

３位 寿司 １７６人

４位 ステーキ １３０人

５位 オムライス １１５人

（複数回答あり）

問１０：今後給食で食べたいものはありますか。
自由記述のその他の回答

揚げ物類（から揚げ、餃子等）
めん類（うどん、そば等）
肉類（焼肉、ハンバーグ）
ご飯類（カレーライス、親子丼等）
グラタン エビフライ 柿の葉すし 天ぷら お好み焼き
ビビンバ ピザ 焼きそば ナン たこ焼き フライドポテト
クロワッサン ミルメーク
デザート類（アイスクリーム、ケーキ等）
果物類（いちご、メロン等）
※不適切な回答に関しては割愛しています。
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