
【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, じゃがいものそぼろに（10/21）, せとうちさっ
ぱりサラダ（10/21）

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

じゃがいものそぼろに

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, 

せとうちさっぱりサラダ（10/21）
サラダを食べると、元気が少しあ炊き

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうち
さっぱりサラダ（10/21）

ミートソースがきいていておいしかつたです

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, こくとうパン
（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, せとうち
さっぱりサラダ（10/21）

ミートソスのめんがもちもちでおいしかったです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

たいのやき

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

りっちゃんサラダは、こんぶがおいしかった。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃ
がいものそぼろに（10/21）

おしかったから。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

２年生 あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー
（10/20）

なかがおいしかった。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ
ん  たいのしおやき（10/19）

ぶたこんぶごはんは、いろんなものが入，ていておいしかった。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, こくとうパン（10/20）

えいようがあるからです

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

りっちゃんのさらだのわけはとまとがおいしかったです。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

おいしいだいすきでいろんなしょくざいとしるとかパスタがおいしいから。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

ぶたとこんぶと、わかめとやさいがすきだからおいしかったです。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

わかめがつるつるでおいしかった。シチューはいつばいくがはいっておいしかった・

２年生 りっちゃんのサラダ（10/20） いろんなやさいが入っていて、おいしかったからです。

『「ひろしま食育ウイーク」人気メニューとうひょう!!』の結果



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, じゃがいものそぼろに（10/21） みそしるは、あたたかくておいしかったから。
じゃがいもがすきだから。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

たいのしおやきがおいしかったです。

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, じゃがいものそぼろに（10/21）

たいのしおやきは、みがつまっていて、おいしかったです。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

わかめみそしるはわかめのぬるぬるが入っていておいしかったですだのはやきはだがゃ承
おいしかったですさつまいものはあまくておいしかたです。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

しおやきはしおがよくきていていて味しかったです。またつくってください。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃ
がいものそぼろに（10/21）

おいしかったから。

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） たいのしおやきははがきいていておいしかったです。
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）
おいしかったからです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, みずなのおひた
し（10/19）

ぶたこんぶごはんはしょうゆのにおいとしよっかんとおにくがおいしかったです。Cakede

ひろしまなは
きじかんがもちもちでよかったです。水なのおひたしは、しゃきしゃきかんがすきでし
た。

２年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

パンは、ふわふわでおいしかったです。
サラダは年生のときのよりあとおいしかったo

スイートポテトはさといもがふわふわでいろんなたべものも、
おいしかったです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

パンと、シューと食べれるかろです。シチューはさつまいもが入ってておいしなたです。
じゃがいものそぼろには、えだまめがはいっていたり、シチューみたいな感じがして、お
いしかったです。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

ソフトめん
めんがほそかったからたベやすかったo

わかめのみそしる
わかめがうすかたからたベやすかったです
シチューは、パンと一緒に食べて美味しかった。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミート
ソース（10/18）

きらいなものがはっいていないから

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ごはん（10/19）, じゃがいものそぼろに
（10/21）

おいしいから

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 魚が大すきだからです



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 こくとうパン（10/20） パンわぜんぶおいし
２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト

シチュー（10/20）
こくとうパンがおいしかった。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

とてもおいしかったです。

２年生 あまなつサラダ（10/18）, ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20） あまくておいしいからです。
２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト

シチュー（10/20）
おいしかったです

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

おいしいから大すき

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

こくとうパンはフワフワしてあまくてすきです😄

２年生 ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20）, ごはん（10/21） おいしから
２年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ご

はん（10/21）
たいのしおやきはあんまりでなから、ごはんはあまいから、わかめがおいしいから

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

たいのあじがしおみたいだったからです

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

そぼろにを食べるとすっきりした

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 魚がすきだから
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17） ミ一トソウスがおいしいからです。
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）
また、たべたいです。すごくおいしかったです。また、たしてください。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

りっちゃんのサラダは一年生の時、食べたからなつかしかったからおいしかったです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

いろいろなものがあたから

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, こくとうパン（10/20）

とてもおいしかったからです。そして、パンがすきだったからです。そして、たいのしお
やきもすきだったのでとてもよかったです。

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 魚が大すきだから
２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, じゃがいものそ

ぼろに（10/21）
そふとメんミートソースは、パスタのそ一スみたいなのがめんがおいしかったです。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, ごはん（10/21）

りゅうは、ぜんぶのがあまいかあらです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ごはん
（10/19）

こんぶか"うまです。
スパは、うまい。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんの
サラダ（10/20）

リっちゃんのサラダを食べたら一年生を思いだからです

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト
シチュー（10/20）

とくに、おいしかったのはパンや、シチューです。りゆうは、おいしいからです。またた
べたいです。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ
ン（10/20）

ミートソースがおいしかった

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうち
さっぱりサラダ（10/21）

さっぱりしたさらだやりつちゃんのサラダはぞうがまぜるのをそうぞうしてたベました

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

こぐらパンが、おいしかったです

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

ぜんぶとてもおいしかった。いつもありがとうございます。

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

おいしいからです。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

りっちゃんのサラダは、一年生のころ国語（下）の方でならっていたなつかしいあじだか
らです。スイートポテトシチューとソフトめんミ一トソースはどこでもすきなあじだから
です。

２年生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

２年生 わかめのみそしる（10/17）, みずなのおひたし（10/19）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

２年生 Cake de ひろしまな（10/18）, いものこじる（10/19）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ

ん  たいのしおやき（10/19）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー

（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）
２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイート

ポテトシチュー（10/20）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）
２年生 わかめのみそしる（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ

ん  たいのしおやき（10/19）
２年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ

ラダ（10/20）
２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
２年生 みずなのおひたし（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいも

のそぼろに（10/21）
２年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, み

ずなのおひたし（10/19）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃ
がいものそぼろに（10/21）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミート
ソース（10/18）

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

２年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ
ン（10/20）

２年生 Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃ
んのサラダ（10/20）

２年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

スイートポテトシチュー（10/20）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテト

シチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）
りっちゃんのサラダが栄養満点で子どもたちの評判もよかったからです。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー

（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ

テトシチュー（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

ジャガイモのそぼろにがあたかくておいしかった

２年生 あまなつサラダ（10/18）, ごはん（10/21）, せとうちさっぱりサラダ
（10/21）

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃ
がいものそぼろに（10/21）

２年生 あまなつサラダ（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  

たいのしおやき（10/19）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
２年生 あまなつサラダ（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  

たいのしおやき（10/19）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ

ん  たいのしおやき（10/19）
２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしま

けんさん  たいのしおやき（10/19）
２年生 Cake de ひろしまな（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシ

チュー（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

２年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

スイートポテトシチュー（10/20）
２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
たいのしおやきがおいしかった。

２年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ
ん  たいのしおやき（10/19）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
たいのしおやきがおいしかった。

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
たいのしおやきがおいしかった。

２年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, スイー
トポテトシチュー（10/20）

黒糖パンが美味しかった

２年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

ぶたこんぶご飯のぶたとこんぶがおいしかった。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 スイートポテトシチュー（10/20）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18）
４年生 スイートポテトシチュー（10/20）
４年生 りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 スイートポテトシチュー（10/20）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 スイートポテトシチュー（10/20）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 こくとうパン（10/20）
４年生 こくとうパン（10/20）
４年生 じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） とてもシンプルでおいしい。
４年生 Cake de ひろしまな（10/18） パサパサしていないから

「グレーで塗りつぶした

セル」のメニューは，改

めて投票されていますの

で，記入されたコメント

のみご覧ください。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

４年生 こくとうパン（10/20）
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17） 豚昆布ご飯は給食にでないから
４年生 じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） たいのみがぎっしり詰まっていて美味しかった
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） めったに食べられないから
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18） 麺とソースの相性がよっかたから
４年生 じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18） ミートソースと麺が相性が良かったから。
４年生 じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）
４年生 わかめのみそしる（10/17）
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ

んさん  たいのしおやき（10/19）
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）
好きな味だったから

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, みずなのおひたし（10/19）, こくとうパ
ン（10/20）

４年生 わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシ
チュー（10/20）

４年生 わかめのみそしる（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たい
のしおやき（10/19）

４年生 いものこじる（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

スイートポテトシチューのいもが、甘かったけどシチューと食べると美味しかったです。

４年生 あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそぼ
ろに（10/21）

４年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

たまに給食に出るから。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, みずなのおひたし（10/19）, せ
とうちさっぱりサラダ（10/21）

４年生 こくとうパン（10/20）
４年生 こくとうパン（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

しおやきが相性いい

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
４年生 こくとうパン（10/20） やわらかい
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）
黒糖パンは、甘いから

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン
（10/20）

あまなつがおいしかった，

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, せとうちさっぱり
サラダ（10/21）

とてもさっぱりしていて病み上がりにピッタリだったから。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイート
ポテトシチュー（10/20）

４年生 わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン（10/20） わかめのみそしるを選んだ理由はあったかいからです。
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, 

せとうちさっぱりサラダ（10/21）
さっぱりしたから

４年生 あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうちさっぱり
サラダ（10/21）

とても食べやすくさっぱりしていたから。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

たいが、プリプりでおいしかた

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

鯛の塩焼きは、酸っぱすぎないので美味しかったです。

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうちさっぱりサ

ラダ（10/21）
さっぱりしていて美味しいから

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, せとうちさっ
ぱりサラダ（10/21）

ソフト麺は、麺が好きだから。甘夏サラダは、サッパリしていて美味しいから、瀬戸内サ
ラダも同じです。

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン
（10/20）

ミートソースが美味しかった

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

おいしかったから。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, みずなのおひたし（10/19）

鯛の味がしっかりきいてたから

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

温かいから



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイート
ポテトシチュー（10/20）

スイートポテトシチューのお芋が、甘くて美味しかった。

４年生 こくとうパン（10/20） おいしいから
４年生 わかめのみそしる（10/17）, みずなのおひたし（10/19）, じゃがいものそぼ

ろに（10/21）
わかめの味噌汁で、味噌の味がしっかりしていて、わかめがやわらかったから。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

ほっぺが落ちるほど美味しかったから

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, じゃが
いものそぼろに（10/21）

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17） 昆布が入っててとても美味しかった。
４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, じゃが

いものそぼろに（10/21）
４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）
鯛の塩焼きは身がふっくらしていて美味しかったからです。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

得にたいのしおやきがおいしかったです理由はかわやみがあぶらがあておいしかったです
😄

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

あたっかくて、しゃきしゃきしてたりと、いろんな味とかが楽しかったから

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

４年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
シンプルに美味しすぎる。❤️💯👍🏆😃

４年生 スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがい
ものそぼろに（10/21）

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

なつかしいりっちゃんのサラダが美味しかったです
ソフトめんミートソースも、麺が細くてたべやすかったです
スイートポテトシチューもポテトが甘くておいしかったべす

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

タイの塩焼きは、おいしかったです。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  

たいのしおやき（10/19）
美味かったです

４年生 ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, みずなのおひ
たし（10/19）

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ご
はん（10/21）

たいの塩焼きは、塩がきいてて美味しかったです。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, スイー
トポテトシチュー（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

すきだから。

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20） 米が好きだから
４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）
どれもあじがしっかりしていてとてもおいしかったです。

４年生 ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20） 私は、しろご飯が好きだし、パンもいつもかかさず食べているからご飯とパンにしまし
た。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

どれもあじがしっかりしていてとてもおいしかったです。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

どれもあじがしっかりしていてとてもおいしかったです。

４年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

りっちゃんサラダで、教科書にのっている材料をいれていて、美味しかったです。！

４年生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

あまつサらかは、あまなつみかんがあまくておいしかったです！
たいの塩焼きは、塩がきいていおいしいです！
スイートポテトシチューはいもがおいしかったです！

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

味が美味しかったからです。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  た
いのしおやき（10/19）

さっぱりしておいしかった

４年生 Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, ごはん
（10/21）

タイがめちゃくちゃおいしかった。

４年生 あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン（10/20）, せとうちさっぱりサラダ
（10/21）

得にあまなつさらだはさっぱりしていておいしかったです。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

とてもわかめのスープが美味しかった

４年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

とくに、たいの塩焼きがおいしかった皮は嫌いだったけど好きになった

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんの
サラダ（10/20）

おいしかったし野菜がさっぱりしていたから。

４年生 みずなのおひたし（10/19） 味付けが良く、野菜もシャキシャキだったから。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, 

せとうちさっぱりサラダ（10/21）
さっぱりしていておいしかったから。
皮がかりかりしていておいしかったから。

４年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

すごく美味しかったし、食感もよくて、また食べたいと思ったからです。

４年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

こくとうパンは甘くて美味しかった

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

わかめのみそしるのわかめが柔らかくて美味しかった

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

好きな味だったから



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, こくとう
パン（10/20）

黒糖パンが甘くておいしかった。
ソフトめんミートソースは、ミートソースがおいしかった。
広島なは、ふあふあしていておいしかった

４年生 わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

パンがふわふわで美味しかった。
サラダが昔を思い出してくれた。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
ひろしまけんさんたいのしよやきが、
おいしかったし、身から味がふきでたから。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ごはん（10/21）, じゃがいもの
そぼろに（10/21）

ごりごりしていたから

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

塩の味がとても美味しかった。
わかめがとても美味しかったです。
僕は、ミートソースが美味しかったです。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
全部美味しかった!

４年生 スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, ごはん
（10/21）

スイートポテトシチューは、なめらかで、りっちゃんのサラダは、なつかしい味がして、
ご飯は、もちもちしていて美味しかったです。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

鯛の塩焼きは、身がふわふわで、噛むと味がめっちゃ出てきました。

４年生 あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそぼ
ろに（10/21）

色々な食材が、混じっていて色々な味を、楽しむ事ができて美味しかったからです。

４年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, ごは
ん（10/21）

少し甘かったくれど美味しくたべれた。

４年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, ごはん
（10/21）

パンと米は基本的にごはんはふっくらしていてパンは色んな種類があっておいしからお変
わりするほど好きだし、鯛は身が引き締まってさっぱり美味しいし、ふっくらしていて噛
みごたえも良かったし、しかも広島県のタイで改めて美味しいと感ました。

４年生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こく
とうパン（10/20）

・甘夏サラダはフルーツとサラダが混ざっていてサッパリしていて美味しかったです。
・鯛の塩焼きは、皮がサクサクしていて中は、やわらかくて美味しかったです。
・黒糖パンは、毎回出るのを楽しみにしています。今日はパンかなーっと楽しみです。

４年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

リっちゃんのサラダは、色々な野菜が入っていてサッパリしていておいしいから。
こくとうパンは甘くて美味しいから。　
スイートポテトシチューは、温かくて美味しいから。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
タイは、皮がパリパリで身は、柔らかく美味しかったところ
わかめの味噌汁は、わかめの食感が良くスープが暖かく美味しいところ…

４年生 ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20） りっちゃんのさらだサッパリでおいしかった。こくとうパンは、味がこくっておい。ごは
んは、もっちりでおいしい。

４年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

鯛の塩焼きを、選んだ理由は美味しかったのもだけど、無料で頂いたのでとても嬉しかっ
たからです。

５年生 りっちゃんのサラダ（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 塩味がおいしかったから
５年生 こくとうパン（10/20） パンが好きだから
５年生 じゃがいものそぼろに（10/21） 苦手な野菜が入っていたけど美味しく食べることができたからです。
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17） 昆布いい味してました。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） じゃがいもが甘くて美味しかったから
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） いつもはじゃがいもが入っているのに、さつまいも?が入っていていつもとは違う感じがし

て美味しかったです。
５年生 じゃがいものそぼろに（10/21） ご飯と一緒に進んで食べられるから
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17） 味が濃くて美味しい！！具に味がしみている。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） 家であまり食べないから。
５年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 味などがさっぱりしていて食べやすかったから。
５年生 こくとうパン（10/20） パンが好きだから
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） 色々な野菜があって栄養たっぷりで美味しかったです。
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） たいのしおやきは量が大きくておいしかったです
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） スイートポテトが甘くて、シチューがあったかくて、とてもおいしかったです。
５年生 わかめのみそしる（10/17） みそ汁とご飯との相性が良かったからです。みそ汁の具の中が好きなのがあったからで

す。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） 味も美味しくて、スイートポテトもちょうどよい柔らかさだったから。
５年生 りっちゃんのサラダ（10/20） りっちゃんのサラダはたまにしか出ないので久しぶりに食べてやっぱり美味しいなと思う

からです。
５年生 わかめのみそしる（10/17） いろいろな具材が入っていて美味しかったです。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） おいしかったから。パンと食べれるから。
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 広島県産で魚が好きだったし、すごく美味しかっったから。
５年生 こくとうパン（10/20） 甘くて美味しかったから
５年生 わかめのみそしる（10/17） わかめと豆腐が入っていてすごくおいしかったから
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） トローリとしたしょっかんです。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） ポテトが甘くておいしかったから。
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） いつもは50グラムだけど20グラム増えていて塩味も美味しかった
５年生 ソフトめんミートソース（10/18） ミートソースのお肉のうまみがでていたので美味しかったです
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） 選んだ理由は、僕はとてもシチューが好きだから。それにとてもまろやかでおいしかった

です。
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17） ご飯に味がついているものが好きだから。

昆布だしが美味しかった。
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） あまり出ない給食だし味がしっかりついていて美味しかったからです！
５年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 選んだ理由は、りっちゃんのさらだが好きだから。
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 僕は、タイの白焼きを食べてとっても美味しかったし初めて食べていいなあと思いまし

た。
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17） ご飯がふわふわしていて食べやすいし、材料も美味しかったから。
５年生 こくとうパン（10/20） 給食が苦手なので食べやすい美味しい
５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） いつもよりも７０gに増量されていて、阿多田島の人が無償でたいをくれたから。

「グレーで塗りつ

ぶしたセル」のメ

ニューは，改めて

投票されています

ので，記入された

コメントのみご覧

ください。

＊１つしか選択で

きなかったため，

再度，投票して

います。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 あまなつサラダ（10/18） サラダ全般が好きなので、
リッチャンのサラダにしようかまよったけど、
甘夏サラダにしました。
甘夏が甘かったのと、キャベツや他の野菜が、
甘夏と合っていたから、
甘夏サラダにしました。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, Cake de ひろしま
な（10/18）

５年生 ごはん（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそぼろに
（10/21）

どの給食も美味しかったです

５年生 わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン（10/20） 具材がたくさん入っていて美味しかったです。
５年生 あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ（10/20） 僕は、サラダ全般が好きなので、

甘夏サラダとリッチャンのサラダにしました。
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス

イートポテトシチュー（10/20）
ポテトが甘くておいしかったから。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, みずなのおひたし（10/19）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
苦手な野菜も美味しく食べることができたからです。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

どれも１つ１つの味がしっかりと出ていていいと思った。

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

選んだ理由は、僕はとてもシチューが好きだからで、とてもまろやかでおいしかったで
す。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

りっちゃんのサラダはたまにしか出ないので久しぶりに食べて美味しいなと思うからで
す。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン
（10/20）

ぶたこんぶごはんと、わかめのみそしると、こくとうパンがいちばん美味しかったから。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
サラダがさっぱりして美味しかったです。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, いものこじる（10/19）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

全部味がしみていた！！

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

スイートポテトシチューが、いつもはシチューにじゃがいもが入っているのに、さつまい
も?が入っていたのでいつもと違う感じがして美味しかったです。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

シチューのじゃがいもが甘くて美味しかったから。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひ
ろしまな（10/18）

ミートソースのお肉のうまみがでていて美味しかったです

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
味などがさっぱりしていて食べやすかった。

５年生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

鯛の塩味が美味しかった。
芋はそんなに食べないけどシチューで食べやすかった

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

おいしかったから。シチューとパンで食べたのがおいしかったから。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがい
ものそぼろに（10/21）

スイートポテトが甘くて、シチューは、あったかくて、とてもおいしかったです。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

麺類、サラダ、パン類が好きだから。

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

こくとうぱんがあまくて甘くて美味しかったからです。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, せとうちさっぱりサラダ（10/21）

家であまり食べたことのないものだから。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

３つさっぱりしたしょっ感です。

５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃ
んのサラダ（10/20）

サラダもシチューもケーキもどれもちょうどよい美味しさで私にぴったりだったからで
す。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, じゃがいものそぼろに（10/21）

じゃがいものそぼろにはじゃがいもがホクホクしてておいしかったです。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

タイ）あまり出ないメニューだし味がしっかりついていて美味しかったからです。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, じゃがいものそぼろに（10/21）, せとうちさっ
ぱりサラダ（10/21）

瀬戸内サラダがすごく美味しかったです‼

レモンが好きなので、また出してもらえると嬉しいです‼

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20）, じゃ
がいものそぼろに（10/21）

このメニューはほとんどきゅうしょくにでていてとってもおいしいからです。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, みずなのおひたし（10/19）

鯛の塩焼きは、７０グラムに増量されていて、阿多田島の人が無償で、タイをくれたか
ら。

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

こくとうパンは食べやすかった
シチューはいろいろ入っていておいしかった
そぼろには、ご飯と一緒に進んで食べやすかった

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, こくとうパン（10/20）

パンがすきだから

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

こくとうパンはやわらかくておいしったです。シチューとサラダは野菜がたっぷりでおい
しかったです。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, Cake de ひろしま
な（10/18）

ご飯がふわふわしていたし、ほかのざいりょうも美味しかったから

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

好きな物で栄養があるから。家で食べたことがない味でおいしかった。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, ごはん（10/21） 給食が苦手なので食べやすいし、やわらかくおいしかった

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

５年生 わかめのみそしる（10/17）
５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

５年生 ごはん（10/19）, こくとうパン（10/20）, ごはん（10/21） 米は噛むほど甘くなるから。」
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, りっちゃんのサラダ（10/20） 普通に美味しかったからです。
５年生 みずなのおひたし（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃん

のサラダ（10/20）
野菜がシャリシャリして美味しかった。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

５年生 こくとうパン（10/20）
５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20） おいしい
５年生 こくとうパン（10/20） 甘かった
５年生 こくとうパン（10/20） あまいのがすきたいから
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ちぐさあえ

（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, 

Cake de ひろしまな（10/18）, ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たいのし
おやき（10/19）, みずなのおひたし（10/19）, いものこじる（10/19）, こく
とうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ
（10/20）, ごはん（10/21）, じゃがいものそぼろに（10/21）, せとうちさっ
ぱりサラダ（10/21）

全部美味しいし栄養バランスがいい

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ごはん（10/19） 自分の好きなものが入っている

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, み
ずなのおひたし（10/19）

美味しいから。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシ
チュー（10/20）

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

シチューは、温かくて美味しかったから。

５年生 スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうち
さっぱりサラダ（10/21）

りっちゃんののサラダで、さっぱりしておいしかったから。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

  味付けが良かった

５年生 こくとうパン（10/20） パンが好きだから…。
５年生 ソフトめんミートソース（10/18） パスタが好きだから
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ

ン（10/20）
美味しいから

５年生 こくとうパン（10/20）
５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト

シチュー（10/20）
黒糖パンは甘いから シチューは美味しいから ミートソースは麺類が好きだから

５年生 わかめのみそしる（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, ごはん
（10/21）

スイートポテトシチューが、甘くて美味しかった。
その他も美味しかった。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ちぐさあえ
（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, 

Cake de ひろしまな（10/18）, ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たいのし
おやき（10/19）, みずなのおひたし（10/19）, いものこじる（10/19）, こく
とうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ
（10/20）, ごはん（10/21）, じゃがいものそぼろに（10/21）, せとうちさっ
ぱりサラダ（10/21）

全部美味しい！

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

甘くて栄養満点でおいしいから♡

５年生 あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー
（10/20）

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, こくとうパン（10/20）, スイートポテトシ
チュー（10/20）

美味しいから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミート
ソース（10/18）

美味しかったから！

５年生 こくとうパン（10/20） 甘くて美味しいから
５年生 こくとうパン（10/20） 甘いのがすきだから
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） ポテトが入っていて美味しかったから。
５年生 こくとうパン（10/20） 別に、パンが好きだからですよ……。
５年生 せとうちさっぱりサラダ（10/21） さっぱりしてて食べやすい。
５年生 スイートポテトシチュー（10/20） さつまいもが入っていたから美味しかった。
５年生 ソフトめんミートソース（10/18） パスタが好きだから。
５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）
鯛の塩焼き　シンプルな味付けでタイ本来の味がでておいしかったです。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

ソフトめんミートソース
ミートソースが甘くて美味しかった
ひろしまけんさん　たいのしおやき
塩とタイがマッチしていておいしかった
スイートポテトシチュー
のうこうでおいしっかった

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃん
のサラダ（10/20）

ご飯とのあいしょうがいいです

５年生 ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ごはん
（10/21）

うまっから

５年生 ごはん（10/19）, ごはん（10/21） たん順に美味しかった
５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）
りっちゃんのサラダは、作品通り色々な野菜が使われていて、とても美味しかったです。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさ
ん  たいのしおやき（10/19）

おいしかったから

５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） ケーキdeひろしまなはスポンジがふわふわだったから



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, み
ずなのおひたし（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

選んだ料理は全部味付が美味しかったです。また出てきてほしいと思いました

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, Cake de ひろ
しまな（10/18）

もともとうどんが好きだし野菜は苦手だったけれど野菜が全部好きな野菜だったから

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 塩がきいていておいしかったから。
５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき

（10/19）, こくとうパン（10/20）
ご飯とあっておいしいかったから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひ
ろしまな（10/18）

特にCake de ひろしまなが美味かったです。なぜかというと僕は、コーンが嫌いだけどう
まく感じおかわりもできました。

５年生 あまなつサラダ（10/18）, みずなのおひたし（10/19）, せとうちさっぱりサ
ラダ（10/21）

私は、はるさめサラダとかが好きで特に中華風が好きだからです！

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

「学校でタイが出たから。」
「ソフトめんミートソースは好きだから。」

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, じゃが
いものそぼろに（10/21）

初めて食べたのが多かったから。

５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃ
んのサラダ（10/20）

スイートポテトと、シチューのかけあわせが甘くておいしかったから。

５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, こくとうパン（10/20）, ごはん（10/21） おいしかったから

５年生 ちぐさあえ（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, じゃがいものそぼろに
（10/21）

あまなつサラダで、ちょっとすっぱくておいしかったです。
選んだ理由はまたたべてみたかったからです。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こくとうパン（10/20）, じゃが
いものそぼろに（10/21）

こくとうパンは、安定においしかった。たいのしおやきは、ご飯と相性が良くてとてもお
いしかった。

５年生 りっちゃんのサラダ（10/20） りっちゃんのサラダは毎年でてくるのを楽しみにしていて、物語の場面を想像しながら、
食べました。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミート
ソース（10/18）

初めて食べた物や、もとから好きだった給食があったし、その日の給食は残さずに増やし
たくてじゃんけん大会になったので、他の物を増やして食べきりました。

５年生 みずなのおひたし（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいも
のそぼろに（10/21）

野菜は、食感がシャキシャキしていたのでとても美味しかったです。
後の２つは、甘みもあって、いい匂いがしたのでいいと思いました。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ごはん（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）

５年生 ソフトめんミートソース（10/18） ミートソースとソフトめんが良くあっていたから。
５年生 あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン（10/20）, せとうちさっぱりサラダ

（10/21）
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, Cake de ひろしま

な（10/18）
・ご飯の味付けが好きだったから
・味噌汁の具がとても好きだから
・ちょっとしたデザートがすきだから

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

匂いが良く美味しかったから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, せ
とうちさっぱりサラダ（10/21）

ぶたこんぶごはんはフードロスのことを考えていてＳＤGSで環境にも優しくて美味しいか
ら



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ちぐさあえ
（10/17）

SDGsの、ことも考えてあったし、美味しかったから

５年生 あまなつサラダ（10/18）, いものこじる（10/19）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

ぶたこんぶごはんは出汁を取った後の昆布を使っていたから食品ロスをしていなくてしか
も美味しい。　
　
わかめのみそしるは具だくさんで美味しかったまた給食に出してほしい　
　
りっちゃんのサラダは１年の時の教科書にのっていた「りっちゃんのサラダ」にでてくる
サラダが材料まで再現されていて美味しかった給食の放送で「りっちゃんのサラダ」の物
語を思い出せるから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ
ン（10/20）

わたしは、パンけいが好きでパンがでたひは、最後、食べています…

味がしみこんでいるかんじがして、すごくおいしくて、大好です。
５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ちぐさあえ

（10/17）
おいしかったから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス
イートポテトシチュー（10/20）

  全部おいしかったけど
ぶた昆布ご飯やスイートポテトシチュー、鯛の塩焼きが自分の好みに合った

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

選んだ理由は、おいしかったし、もう一度食べたいからです。
どのようにおいしかったかは、すごく美味しかったです。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ごはん（10/19）, ひろしまけんさん  たい
のしおやき（10/19）

ご飯が好きでいつもたくさん食べているから。タイはやわらかくて美味しいし食べやすい
から。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

わたしは、りっちゃんのサラダを、ひさしぶりに食べるので、最しょはヘらしていたけ
ど、食べてみると思たい以上おいしかったので、おかわりをしました。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

私は、給食が大好きです！その中でも、とても美味しかったのが、上の３つです。りっ
ちゃんのサラダは大好きなものです。思い出の味です。とても美味しかったです！！！！

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

５年生 あまなつサラダ（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

さっぱりしていて美味しかった。

５年生 あまなつサラダ（10/18）, ごはん（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

５年生 こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがいものそぼろ
に（10/21）

好きなものがいっぱいあったから。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト
シチュー（10/20）

温かくてさわやかなあじがしたから。

５年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, みずなのおひたし（10/19）, 

りっちゃんのサラダ（10/20）
３つとも私の好みでサッパリしていて美味しかったから

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト
シチュー（10/20）

いつも食べないいりょうりがこのみっつでとても美味しかったから。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

自分の好きな味

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  

たいのしおやき（10/19）
鯛は塩っぽさが良かった。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, せとうちさっぱ
りサラダ（10/21）

食べやすかったからです。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, いものこじる（10/19）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

りっちゃんのサラダがさっぱりしていておいしかったです。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテト
シチュー（10/20）

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, ごは
ん（10/21）

ほとんど栄養が入っていて美味しから。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, みずなのおひたし（10/19）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

私が好きなやつが入っていたから

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパ
ン（10/20）

みそ汁のわかめが美味しかった

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうちさっぱ
りサラダ（10/21）

りっちゃんのサラダがおいしかったです。理由は、１年生の時からずっと好きだったか
ら。

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

自分の好みの味

５年生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こく
とうパン（10/20）

鯛の塩焼きはさっぱりしていて美味しかったです！サラダとパンは甘くて美味しかったで
す

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイート
ポテトシチュー（10/20）

ミートソースがおいしかった。

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサラダ（10/18）, こくとうパン
（10/20）

パン美味しいから　　あまなつサラダも

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

㋷口に美味しさが広がって、とても印象に残ったから。

５年生 わかめのみそしる（10/17）, ちぐさあえ（10/17）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

あじやえいようがあった

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミート
ソース（10/18）

５年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, スイートポテト
シチュー（10/20）

スイートポテトシチューは、甘いポテトとシチューの味がとてもあっていておいしかった
から。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

５年生 こくとうパン（10/20）, スイートポテトシチュー（10/20）, じゃがいものそ
ぼろに（10/21）

スイートポテトやルーがあっておいしかったから

５年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, わかめのみそしる（10/17）, りっちゃんのサラ
ダ（10/20）

豚昆布ご飯、、、豚が柔らかくて美味しかったです！昆布と豚がうまくマッチして何回も
食べたくなりました！
わかめの味噌汁、、、わかめが大好きだからです！今の寒い冬に出てくる味噌汁はたまり
ませんでした！わかめがとろとろで美味しかったです！
リッチャンのサラダ、、、思い出のあるサラダが出てきて嬉しかったし、沢山の具材が
入っていて嬉しかったです！味付けも最高に美味しかったです！
いつもおいしい給食ありがとうございます！これからも頑張ってください！
たくさんあったけれど、この３つが特に美味しかったです！

５年生 わかめのみそしる（10/17）, いものこじる（10/19）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

りっちゃんのサラダは、味がさっぱりしていておいしかった

５年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

こくとうパン（10/20）
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）
６年生 じゃがいものそぼろに（10/21） 和楽て、体が温まる感じがしたからです。
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 鯛を無料でもらえたからです。
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20）
６年生 せとうちさっぱりサラダ（10/21） さっぱりしていて、美味しかった。
６年生 こくとうパン（10/20） 甘くて食べやすかったからです。
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 肉とトマトの組み合わせが美味しかった。
６年生 こくとうパン（10/20） 甘くて食感がいい食べ物です。美味しかったです
６年生 じゃがいものそぼろに（10/21） じゃがいものそろどにが一番ご飯に合うから
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 美味しかった
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 鯛の塩が効いていて美味しかった。。。。。
６年生 せとうちさっぱりサラダ（10/21） シャキシャキした食感とさっぱりしているところがとても美味しかったです。
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 塩がきいていたから
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 塩とタイのバランスが良かった
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） おいしかったから。
６年生 せとうちさっぱりサラダ（10/21） さっぱりしてたべやすかったから。
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 地域の人のおもいが、こっもっているから。
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） いいバランスでとてもおいしかった
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 美味しかったから
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） あっさりしていたからです。
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） はじめて食べておいしかったから
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 阿多田島の方たちから頂いた鯛がとても美味しかったから
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 魚が好きだからです。
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） たいの味が良かったから。
６年生 わかめのみそしる（10/17） わかめがとても美味しかったからです
６年生 スイートポテトシチュー（10/20） リっちゃんのサラダも良かったけど、シチューのほうが好きな味だったから。
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） たくさんの野菜が入っていてさっぱりしていて美味しかったからです。

「グレーで塗りつ

ぶしたセル」のメ

ニューは，改めて

投票されています

ので，記入された

コメントのみご覧

ください。

＊１つしか選択で

きなかったため，

再度，投票して

います。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 家でも鯛はあまり食べれないので、食べれたとき1番おいしかったから。
６年生 わかめのみそしる（10/17） 自分は温かいものが好きなんです。味噌汁を飲むと体が温まりおいしいからです。
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） おいしかったからです
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 美味しそうだたからです
６年生 こくとうパン（10/20） 味がしっかりあった
６年生 ごはん（10/19） コシヒカリだから（？）
６年生 こくとうパン（10/20） 味がしっかりあった
６年生 こくとうパン（10/20）
６年生 こくとうパン（10/20）
６年生 あまなつサラダ（10/18） あまなつ美味しかった。
６年生 じゃがいものそぼろに（10/21） おいしいから
６年生 スイートポテトシチュー（10/20） 暖かくて、今の時期にぴったりだから。
６年生 ソフトめんミートソース（10/18） 味が薄すぎず、濃すぎなかったので、美味しかったです。
６年生 ソフトめんミートソース（10/18） 美味しくて覚えていたから
６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 味付けがとても良かったです。また、さっぱりしていて美味しかったです。
６年生 わかめのみそしる（10/17） ワカメが好きだから
６年生 わかめのみそしる（10/17） 体が温まる料理が好きだからです✨
６年生 こくとうパン（10/20） コッペパンなどよりも、味がついていてその味も美味しいし、食べやすいからです。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17） ごはんとあっていておいしかった
６年生 じゃがいものそぼろに（10/21） じゃがいもにまでおいしいしるが染み渡っていた
６年生 ソフトめんミートソース（10/18） ミートソースの味がしっかり感じられてとても美味しかったです。
６年生 ソフトめんミートソース（10/18） 美味しいから選んだ　　　　麺が細くて美味しかった
６年生 わかめのみそしる（10/17） わかめが新鮮
６年生 ごはん（10/19） しょっぱいから
６年生 ソフトめんミートソース（10/18） ・ミートソースが美味しかった。

・麺が入ってて美味しかった。
６年生 スイートポテトシチュー（10/20） こくとうパンと一緒に食べたらおいしかったから
６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） この学校で初めて出て美味しかったからです！

鯛の塩加減などもちょうど良かったです！なのでまた出してほしいくらいです！😊

６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 鯛の身と皮の間に、脂が沢山あったから良かった
これが無かったら美味しくない

６年生 りっちゃんのサラダ（10/20） 一年生のお話に出ているから懐かしいと思いながら食べれる。
野菜も入っていて美味しいから。

６年生 Cake de ひろしまな（10/18） 広島菜などを、美味しく食べれたから。
野菜なのに、お菓子みたいで、美味しかったです。

６年生 ソフトめんミートソース（10/18） もともとパスタが好きだから
６年生 こくとうパン（10/20） 一番好きなパンだから
６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, ス

イートポテトシチュー（10/20）



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, こくとうパン（10/20）, りっちゃんのサ
ラダ（10/20）

どれも味がさっぱりしていて美味しかったから。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ちぐさあえ（10/17）, ひろしまけんさん  たいの
しおやき（10/19）

鯛の塩が効いていて美味しかった。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, み
ずなのおひたし（10/19）

おいしかったから。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけ
んさん  たいのしおやき（10/19）

魚が好きだから。

６年生 わかめのみそしる（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポ
テトシチュー（10/20）

味の濃い、薄いがなくて、とても美味しかった。

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）

塩が効いていたから。

６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, せとうちさっぱりサラダ（10/21）

さっぱりしていて、おいしかった。

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, みずなのおひたし（10/19）, せとうち
さっぱりサラダ（10/21）

シャキシャキさっぱりでとても美味しかったです。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ソフトめんミートソース（10/18）, あまなつサ
ラダ（10/18）

あまなつさらだの食感

６年生 Cake de ひろしまな（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, 

こくとうパン（10/20）
地域の人の思いが、こめられているから。

６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, スイートポテトシチュー
（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）

タイと塩のバランスが良い・酸味が良い・パンとの相性が良い

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, い
ものこじる（10/19）

どれもとても美味しかったから。

６年生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, 

じゃがいものそぼろに（10/21）
おいしかった

６年生 わかめのみそしる（10/17）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, こ
くとうパン（10/20）

味が濃く美味しから（食感も）

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

肉とトマトの組み合わせが美味しかった（りっちゃんのサラダ）

６年生 スイートポテトシチュー（10/20）, りっちゃんのサラダ（10/20）, じゃがい
ものそぼろに（10/21）

じゃいもがほろほろしていて体が温まったからです。りっちゃんサラダはシャキシャキし
ていて美味しかったです。

６年生 わかめのみそしる（10/17）, こくとうパン（10/20）, せとうちさっぱりサラ
ダ（10/21）

味噌汁はあたたかく美味しかったです。

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, スイートポテトシチュー（10/20）, りっ
ちゃんのサラダ（10/20）

みんなが好きなような食べ物がたくさん出てくるから

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, こくとうパン（10/20）

美味しかった

６年生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, いものこじる（10/19）, スイートポテトシチュー（10/20）

味が良かった。



【学年】何年生
ですか。

【おいしかったメニュー】おいしかったメニューを、３つまで 選んでくださ
い。

【理由など】
選んだ理由やどのようにおいしかったかを書いてください。

６年生 ぶたこんぶごはん（10/17）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうちさっぱ
りサラダ（10/21）

さっぱりしていたり、こってりしていたりしておいしかったからです。

６年生 ちぐさあえ（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, りっちゃんのサラダ
（10/20）

あっさりしてるからです。

先生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 鯛を給食でいただけるとても貴重な体験だったので，阿多田島の方々の気持ちも感じてよ
りいっそうおいしかったです。

先生 ソフトめんミートソース（10/18） 美味しいから
先生 みずなのおひたし（10/19）
先生 ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19） 皮までおいしかったです。
先生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ちぐさあえ（10/17）, ひろしまけんさん  たいの

しおやき（10/19）
豚昆布ご飯
豚肉と出汁の味がご飯によく合っていました。昆布の歯ごたえも食感のアクセントになっ
て，しっかり噛みたくなり，噛むことでさらに旨味が増す，美味しいご飯でした。
鯛の塩焼き
脂の乗った真鯛がふっくらと焼き上がり，塩味で鯛の旨味をしっかりと味わうことができ
ました。

先生 みずなのおひたし（10/19）, りっちゃんのサラダ（10/20）, せとうちさっぱ
りサラダ（10/21）

茹で野菜で食べやすく、味付けもおいしかったから

先生 ぶたこんぶごはん（10/17）, Cake de ひろしまな（10/18）, スイートポテト
シチュー（10/20）

先生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ちぐさあえ（10/17）, ひろしまけんさん  たいの
しおやき（10/19）

先生 ソフトめんミートソース（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき
（10/19）, みずなのおひたし（10/19）

先生 ぶたこんぶごはん（10/17）, ちぐさあえ（10/17）, スイートポテトシチュー
（10/20）

先生 ソフトめんミートソース（10/18） とてもおいしかったです。
先生 あまなつサラダ（10/18）, ひろしまけんさん  たいのしおやき（10/19）, りっ

ちゃんのサラダ（10/20）
鯛の塩焼きは身がふっくらしていて、皮もパリパリでとてもおいしかった。
甘夏サラダ…フルーツと野菜の組み合わせが抜群で、ドレッシングもおいしかった
りっちゃんのサラダは毎年楽しみにしています。山盛りにして食べました。

先生 ぶたこんぶごはん（10/17）, あまなつサラダ（10/18）, いものこじる
（10/19）

それぞれの素材の味を感じることができ，とてもおいしかったから。


