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都市部における学童期児童の食生活と家庭での 
コミュニケーションに関する考察
──東京都世田谷区の学童期児童を事例に──

上岡美保*・伊藤　希**

要約：わが国における食をめぐる諸問題が指摘される中で，国民への食育が一つの課題となってい
る。しかしながら，成人の食生活や生活習慣を変えることは容易ではない。その意味で，子どもへの
食育は非常に重要である。本研究では，学童期児童の食生活及び生活の状況を調査し，学年が上がる
につれ食生活や生活が消極的になっている点，家庭でのコミュニケーションが良好な食生活と関連が
ある点，良好な食生活が日常生活の充実にも関連している点を明らかにした。今後，さらなる子ども
の食育推進においては，上級学年にこそ積極的なコミュニケーションが必要であるとともに，年齢に
応じた適切な食生活指導を行うことが重要である。

キーワード：都市部，学童期児童，食生活，生活，食育，コミュニケーション

　Ⅰ．　は じ め に

　わが国では，食をめぐる環境の変化の中で，生
活習慣病の増加や栄養バランスの崩れ，孤食・欠
食等の食生活の乱れ，食料自給率の低下等，様々
な問題が指摘されている。こうした食をめぐる諸
問題を改善するため，2005 年に「食育基本法」が
成立した。食育基本法が成立した翌年には，5年
後の 2010 年を完成年度とする食育を推進するた
めの「食育推進基本計画」（以下第一次計画）が定
められた。この中では，食育推進に当たって，9
項目の具体的目標値が定められた。しかし，完成
年度では，この中の 2項目のみの達成にとどまっ
た1）。
　2011 年からは「第二次食育推進基本計画」（以
下第二次計画）が定められている。第二次計画では，
「周知から実践へ」をコンセプトとして，①生涯
にわたるライフステージに応じた間断ない食育の
推進，②生活習慣病の予防及び改善につながる食
育の推進，③家庭における共食を通じた子どもへ

の食育の推進の三つの重点課題が掲げられた。そ
れに伴って，第一次計画の具体的目標値 9項目を
改善して，新たに 11 項目が定められた2）。第二
次計画は 2015 年が完成年度となっており，現段
階での成果の確認と今後の見直しの時期に入って
いる。第二次計画における食育推進に当たっての
現状は，多くの具体的目標値で目標に向けて改善
の方向に進んではいるものの，現段階で目標値を
達成している項目は「農林漁業体験を経験した国
民の割合」のみとなっており，各項目の一層の食
育推進が望まれる。
　周知の通り，食育基本法が対象としているのは
あくまでも国民全体であり，子どものみを対象と
しているわけではない。しかしながら，食育基本
計画の具体的目標値の達成が困難なことからもわ
かるように，特に，成人の意識や行動を外部の力
によって改善していくことは非常に難しい。そう
いった意味では，ライフステージの中でもその後
の食生活に大きく影響を与え，かつ次世代の日本
を担う子どもの食育を強化することは重要である
といえる。食育基本法の基本的な取組の方針の一
つにも，子どもの食育における保護者，教育関係

 * 東京農業大学
** 元東京農業大学国際食料情報学部



14 農村研究　第 121 号（2015）

者等の役割が明記されており，次世代の日本を担
う子どもの食育が強調されている。
　学童期の食生活を対象とした既存研究には，近
年多くの研究蓄積がある。例えば，成瀬ほか
（2008），竹原ほか（2009），辻本・奥田（2009），有
宗ほか（2009）等がある。成瀬ほか（2008）は，
小中学生を対象として，家庭の食事時間の楽しさ
が食の興味や心の安定に及ぼす影響について解明
している。竹原ほか（2009）は，児童及び生徒の
共食の状況を明らかにしており，朝食の共食状況
と摂取状況についても考察を行っている。辻本・
奥田（2009）は，食生活や食習慣と健康状態や学
習態度との関連性について，有宗ほか（2009）は
小学生の欠食・偏食に関してその要因を分析して
いる。岡村・草川ほか（2009）は，児童の朝食摂
取と生活リズムとの関連について，朝食を摂取す
る児童と摂取しない児童間で生活リズムに差があ
ることを明らかにしている。戎・新野ほか（2011）
は，朝食欠食の子どもの生活習慣や保護者との関
わりについて明らかにしている。江崎・別府
（2012）は親子の関係が食生活や児童の意識にど
のように影響するかについて解明している。下岡・
中藪（2011）や伊東・岡崎（2011）は，児童の生
活習慣あるいは生活リズムと食生活との関連性に
ついて明らかにしている。以上のように，既存研
究においては，生活リズム・生活習慣と食習慣の
関係の解明，朝食をはじめとする欠食の要因解
明，食生活と健康の関係の解明等が中心的課題と
なっており，それらの重要性は十分把握できる。
しかしながら，「食育基本法」の前文にあるように，
食育が，「生きる上での基本であって，知育，徳
育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけら
れるとすれば，最終的には，生活そのものの質を
高めることにつながるべきであると考える。
　以上の内容を踏まえ，本研究では，「子どもへ
の食育を推進することの意義は子どもの生活の質
の向上である」と仮定し，第一に，食生活が充実
している児童は，毎日の生活そのものも充実して
いるのではないか，第二に，家庭でのコミュニケー
ションと食生活の充実は関連があるのではないか

について，児童を対象とした調査から検討するこ
とを目的とする。

　Ⅱ．　調査の概要

　本研究では，前述の点を踏まえ，学童期児童を
対象とした「食生活と生活に関するアンケート調
査」を実施し，学童期児童の食生活の現状を改め
て把握するとともに，児童の食生活の充実と生活
の充実との関連について検証することである。
　検証に際しては，児童への調査の中で，「食生
活の充実」を裏付ける項目として，食べる事への
興味（食べることが好きかどうか），提供された食事
の喫食状況（量をしっかり食べているか），嗜好調査
による平均値（好き嫌いの程度）等について把握す
る。「家庭でのコミュニケーション」を裏付ける
項目としては，共食の状況（誰と食べているか），
家族との会話の程度（どの程度家族で会話している
か），料理の手伝いの頻度（家族と関わりを持ってい
るか）を中心に把握する。「毎日の生活の充実」
を裏付ける項目としては，毎日の楽しさの程度（毎
日が楽しいか），精神的なストレスやイライラを感
じる程度について把握する項目をそれぞれ設定し
た。
　調査対象の選定については，以下の通りである。
「食育基本法」の中では，子どもの食育における
保護者，教育関係者等の役割の重要性はもちろん
のことであるが，食に関する体験活動と食育推進
活動の実践については，総則の第六条において，
「食育は，広く国民が家庭，学校，保育所，地域
その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用し
て，食料の生産から消費等に至るまでの食に関す
る様々な体験活動を行うとともに，自ら食育の推
進のための活動を実践することにより，食に関す
る理解を深めることを旨として，行われなければ
ならない。」と明記されており，教育機関だけに
とどまらず，家庭や地域との連携において，実践
されるべきであるとされている。このことから，
本稿での調査は，全国に先駆けて学校協議会を設
置し，開かれた学校づくり及び地域とともに子ど
もを育てる教育を推進している東京都世田谷区に
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焦点を当てることとした。それに関連して，世田
谷区内で「地域運営学校」に指定されている区立
小学校の中でも，地域だけにとどまらず，小中の
連携・協働による質の高い「世田谷 9年教育」を
掲げている S小学校，Y小学校の 2 校の児童を
対象に「生活と食生活に関するアンケート調査」
を実施した。S小学校では，4年生から 6年生ま
での全児童，Y小学校については，5年生，6年
生の全児童である3）。調査時期は，2011 年 7 月に
実施した。調査方法は，各クラスにて教員が配布
し，児童がその場で記入し，教員が回収する集合
調査法で実施した。回収数は 529 部，有効回答数
は合計 527 部，有効回答率は 99.6％であった。
　調査内容は，家庭の状況（家族構成，祖父母の同居，
食事を作る人の状況等），児童自身の普段の生活に
ついて（就寝・起床の時間，朝や夜の共食の状況，家
事手伝いの状況，家族とのコミュニケーション，普段

のストレス等），普段の食生活について（食べるこ
との好き嫌い，外食・中食の利用状況，間食の状況，

ダイエットの経験，サプリメントの利用等），料理の
嗜好（55 の料理について）についてである。
　回答者属性は，全体で，4年生 82 名（男 47，女
35），5 年生 230 名（男 122，女 108），6 年生 215 名
（男 104，女 111）となっている。
　以下では，主として 3つの点に焦点を当てて調
査結果を見ていくこととする。まず，1点目は，
食生活や生活に関する学年別及び性別の傾向につ
いて概観する。2点目は，各質問項目毎のクロス
集計を行い，児童の生活と食生活がどう関連して
いるかについて検討する。3点目は，児童への料
理の嗜好調査と食生活・生活の傾向について検討
する。

　Ⅲ．　学年及び性別からみた児童の食生活及び
生活・意識に関する傾向

　本節では，課題の検証に先立ち，児童の食生活
及び生活・意識に関する傾向について概観する。
表 1は，食生活や生活に関する 11 項目について，
学年別及び性別に回答結果をみたものである。表
中の＊は，一元配置の分散分析による平均の差の

検定より，各項目の学年間での傾向に 5％で有意
差がみられた項目である。学年間で有意差の見ら
れた項目は，「5料理の手伝いの頻度」「6食べる
事への興味」「8サプリメントの利用」「10 普段の
イライラ・ストレスの状況」「11 毎日の楽しさ」
であった。以下では，有意差の確認できなかった
項目も含め，各項目の学年での傾向について見て
みることとする。
　まず，朝食の摂取状況については，「毎日食べ
る」とする児童は全体で 95.0％であった。一方，
「めったに食べない」「ぜんぜん食べない」とする
児童は 1.2％であった。本調査と同時期の日本ス
ポーツ振興センターの『平成 22 年度児童生徒の
食事状況等調査報告書調査』4）によれば，小学校
全体で，「毎日食べる」90.5％，「1週間に 4～5日
食べないことがある」1.0％，「ほとんど食べない」
1.5％という結果と比較すると，毎日朝食を食べ
る児童は全国平均よりも 5 ポイントほど高かっ
た。学年毎に朝食摂取の状況をみると，5，6 年
生は 4年生に比較して，「毎日食べる」という児
童が若干ではあるが減少している。
　朝食及び夕食の共食状況については，学年毎の
特徴は特に見られなかった。全体としては，朝食，
夕食共に，「お母さん」「兄弟・姉妹」が多くなっ
ている。「お父さん」については朝食よりも夕食
で 8ポイントほど多かった。しかしここで注目す
べきは，朝食を「ひとり」で食べている児童は全
体の 23.1％と「兄弟・姉妹」「お母さん」「お父さ
ん」との共食に次いで多い点である。また，夕食
についても「ひとり」で食べている児童は 7.4％
と少なくなかった。この点については，従来より
指摘されている様に共働き世帯の増加，片親世帯
の増加等，家族形態の多様化といった背景も関係
しているものと考えられる。ただし，学年でみる
と，朝食，夕食共に「ひとり」で食べている児童
は，上級学年で割合が増加しており，自分である
程度準備・食事ができる年齢と判断されている場
合も多いことが推察できる。
　提供された食事の喫食状況については，全体で
「いつもだいたい全部食べる」という児童が 67.6 
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　　　　　　　　　　　　　　 表 1　学年別・性別にみた食生活・生活の状況 （%）

項　　目 回答区分
回答数 全体 4年生 5年生 6年生 男子 女子

（全体） （527） （82） （231） （216） （273） （254）

1. 朝食の摂取状況

毎日食べる 497 95.0 96.3 94.7 94.9 93.8 94.1
週に 2～3回は食べる 20 3.8 2.5 4.8 3.3 4.4 3.1
めったに食べない 4 0.8 1.2 0.0 1.4 0.7 0.8
ぜんぜん食べない 2 0.4 0.0 0.4 0.5 0.4 0.4

2. 朝食の共食状況（複数回答）

お父さん 161 33.0 32.9 35.1 30.6 27.1 42.1
お母さん 237 53.6 58.5 57.1 47.7 45.8 79.5
兄妹・姉妹 224 57.0 47.6 65.4 51.4 43.2 68.9
おじいさん 8 1.5 2.4 2.2 0.5 1.1 2.8
あばあさん 10 1.9 1.2 3.0 0.9 1.5 4.3
ひとり 28 23.1 18.3 20.8 27.3 5.1 5.1
その他 8 4.2 2.4 3.9 5.1 0.7 6.7

3. 夕食の共食状況（複数回答）

お父さん 214 41.1 43.9 41.1 39.8 31.9 42.1
お母さん 404 86.0 81.7 89.2 83.8 41.0 79.5
兄妹・姉妹 342 68.2 59.8 73.6 65.3 38.8 65.7
おじいさん 14 2.7 1.2 5.2 0.5 1.8 2.8
あばあさん 25 5.1 6.1 6.5 3.2 2.2 5.5
ひとり 29 7.4 3.7 9.1 6.9 5.1 6.3
その他 34 12.1 6.1 11.3 15.3 2.2 6.7

4. 提供された食事の喫食状況
いつもだいたい全部食べる 351 67.6 60.5 65.2 73.0 67.4 65.0
ときどき残す 153 29.5 35.8 32.2 24.2 27.8 30.3
いつも残す 15 2.9 3.7 2.6 2.8 2.9 2.8

5. 料理の手伝いの頻度
いつもする 50 9.5 14.6 7.9 9.3

＊
8.1 11.0

＊ときどきする 379 71.9 74.4 76.0 66.7 67.8 75.6
ぜんぜんしない 98 18.6 11.0 16.2 24.1 23.4 13.4

6. 食べることへの興味

とても好き 162 31.5 37.8 35.1 25.0

＊

34.4 26.4

＊
好き 153 29.7 29.3 29.3 30.3 28.9 29.1
ふつう 180 35.0 30.5 32.4 39.4 30.4 37.8
好きではない 18 3.5 2.4 2.7 4.8 4.0 2.8
全く好きではない 2 0.4 0.0 0.4 0.5 0.0 0.8

7. ダイエットの経験・意識

したい 58 11.2 8.6 11.1 12.4 9.2 13.0

＊
している 82 2.7 0.0 3.1 3.3 12.1 19.3
したことがある 14 6.0 2.5 4.4 9.0 2.9 2.0
したくない 31 15.9 17.3 17.7 13.3 4.0 7.9
興味がない 332 64.2 71.6 63.7 61.9 70.3 54.7

8. サプリメントの利用

利用したことがある 59 11.4 6.2 12.4 12.3

＊

12.1 10.2
ときどき利用している 301 5.2 4.9 5.8 4.7 53.8 59.8
常に利用している 6 1.2 0.0 0.9 1.9 1.5 0.8
よくわからない 27 24.0 37.0 23.1 19.9 4.8 5.5
ない 124 58.2 51.9 57.8 61.1 26.0 20.9

9. 家族との会話の頻度

よくする 336 63.6 76.8 66.2 55.8 59.3 68.1

＊
する 158 29.9 15.9 26.4 39.1 32.6 26.8
ときどきする 23 4.4 4.9 5.2 3.3 5.1 3.5
あまりしない 10 1.9 2.4 1.7 1.9 2.6 1.2
ぜんぜんしない 1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4

10. 普段のイライラ・ストレスの状況

とても感じている 57 10.9 8.5 9.3 13.7

＊

9.5 12.2
感じている 198 38.0 32.9 37.0 41.0 38.1 36.2
あまり感じていない 197 37.8 37.8 40.1 35.4 35.2 39.8
感じていない 69 13.2 20.7 13.7 9.9 15.8 10.2

11. 毎日の楽しさ

とても楽しい 232 44.4 58.0 46.9 36.6

＊

42.1 45.7
楽しい 168 32.2 28.4 31.6 34.3 33.0 30.3
ふつう 99 19.0 11.1 15.4 25.8 19.0 18.5
楽しくない 18 3.4 2.5 5.3 1.9 3.3 3.5
全く楽しくない 5 1.0 0.0 0.9 1.4 1.5 0.4

注：表中の＊は，一元配置の分散分析による平均値の差の検定において，5％で有意な項目である（項目 2と 3は省く）。
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％であった。学年毎では，上級学年になるに従っ
て，「いつもだいたい全部食べる」児童が多くなっ
ており，体格と体力の向上に伴って，食事もしっ
かりと採れるようになっていると推察される。
　さらに，食べることが好きかどうかの食べるこ
とへの興味については，全体で「とても好き」31.5 
％，「好き」29.7％を合計すると 60％強の児童が
食べることが好きだと回答している。しかしなが
ら，学年では，上級学年になるに従って，食べる
ことが好きだとする回答割合は減少傾向となって
いる。一方で，ダイエットの経験や意識について
は，「したい」「している」「したことがある」と，
ダイエットに関して何らかの意識や経験がある児
童は全体の約 20％であった。学年で見ると，上
級学年ほどダイエットへの意識や興味が増加して
いることがわかる。同じく，サプリメントの利用
についても，上級学年ほど若干ではあるが利用割
合が増加している。サプリメントの利用について
は，何故利用するのかという自由回答で，男子で
多かったのは「カルシウム補給（背が高くなるた
め）」「ビタミン補給のため」「疲れた時」「とくに
わからない・なんとなく」という回答が複数みら
れた。一方女子は，「ビタミンC摂取」「貧血にな
るので鉄分を採るため」「疲れたときや身体がだ
るいとき」などの回答が複数みられた。こうした
自由回答からも，上級学年は，身体の成長と共に，
体型・美容等にも興味を持ってくる年齢である傾
向がうかがわれる。従って，ダイエットやサプリ
メントについては，正しい知識や適切な選択方法
などを教育することが必要であるといえる。
　また，生活面については，家族との会話の頻度
は，全体では 90％以上の児童が「よくする」「す
る」と回答している。「よくする」に注目すれば，
学年が上がる毎に家族との会話を「よくする」割
合は減少傾向となっている。
　普段のイライラ・ストレスの状況については，
全体では，「とても感じている」10.9％，「感じて
いる」38.0％と約半数の児童は何らかのストレス
やイライラを感じている。特に上級学年になるに
従い，その割合は明らかな増加傾向となっている。

その一方で，毎日が楽しいかどうかについては，
全体では 80％弱の児童が「とても楽しい」「楽し
い」と回答しているものの，その割合は学年が上
がるに従い減少傾向となっている。
　全体と通してみると，「食べることが好きか」
については，学年が上がるほど「とても好き」「好
き」の割合が減少傾向となっていた。「料理の手
伝い」や「家族との会話」についても学年が上が
るほど「よくする」「する」という回答の割合は
減少傾向である。さらに，精神的なイライラやス
トレスについては，学年が上がるほど「とても感
じている」「感じている」割合は高まる傾向にあ
り，一方で，「毎日の楽しさ」については学年が
上がるほど「とても楽しい」「楽しい」という割
合は減少傾向であった。以上のように，学年が上
がるに従って，食生活や生活に消極的な傾向が確
認された。
　こうした傾向については，学年が上がると塾通
いによる孤食の増加や保護者の就業状況の影響に
よるなどの推測もできる。しかし，本調査での保
護者の就業状況については，4年生で保護者（い
つも料理をつくってくれる人）が働いている割合は
47.6％，5 年生で 49.0％，6 年生で 43.5％となっ
ており，学年が上がれば，保護者の就業率が高い
傾向は見られなかった。こうした学年による食生
活及び生活の傾向を解明するためには，本調査の
質問項目以外の項目設定が必要であり，その点に
ついては今後の新たな課題としたい。
　次に，前述の学年別の傾向と同様の 11 項目に
ついて性別による回答結果についても表 1から概
観する。各項目について概観すると，全体的に男
女間で大きく違いが見られる項目は少なかった
が，男女間で平均値に有意差が見られた項目は，
「5料理の手伝いの頻度」「6食べることへの興味」
「7ダイエットの経験・意識」「9家族との会話の
頻度」の 4項目であった。「料理の手伝いの頻度」
については，女子の方が男子より若干ではあるが
手伝いの頻度が高い傾向にあった。一方で，「食
べることへの興味」は，男子の方が女子よりも食
べることが「とても好き」と回答する割合が高かっ
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た。その点は，「ダイエットの経験・意識」にお
いて，女子は男子よりもダイエットについて「し
たい」「している」「したことがある」と経験があ
る割合が高いことからも何らかの関係が示唆され
る。「家族との会話の頻度」については，「よくす
る」と「する」の回答割合の合計は男女間で大き
く違いは見られないが，「よくする」の回答割合
は，女子の方が若干高い傾向にあった。
　性別での特徴をまとめると，女子は家族との会
話の頻度や料理の手伝いの頻度は，男子よりも高
い傾向にあるが，一方で，本調査の対象が高学年
であることもあり，食については容姿への興味か
らダイエットに興味を持っており，食べることそ
れ自体への評価は，男子よりも若干低くなってい
るといえる。
　以上の点から，本稿では，特に学年別にみた食
生活や意識について，上級学年になるほど食生活
や生活に消極的になっている傾向が見られたが，
以下では，食生活が充実している児童とそうでな
い児童とでは，生活や意識との関連で何が異なる
のかについて検証する。その際，家庭でのコミュ
ニケーションとの関連にも注目する。

　Ⅳ．　児童の食生活及び生活と家庭でのコミュ
ニケーションとの関連

　⑴　 食べることへの興味と生活・食生活・精神
状態との関連

　ここでは，各質問項目毎のクロス集計を行い，
児童の生活（精神状態も含め）の在り方と食生活が
どう関連しているかについて検討する。その際，
一元配置の分散分析により，F検定を行って，ク
ロス集計の二つの要因の水準間における差の検定
を行った。以下で検定を行ったものについては，
全て有意に差がみられた。
　まず，食べる事への意欲との関連についていく
つかみていくこととする。図 1は，「食べること
が好きか（食べることへの興味）」と「提供された
食事の喫食状況（普段の食べる量）」についてクロ
ス集計したものである。食べることへの興味につ
いて，全体の合計についてみると，食べることが
「とても好き」「好き」と回答した児童の割合は全
体の 61.2％，「普通」の回答は 35.0％，半数以上
は食べることが好きだと回答している。「好きで
はない」「全く好きではない」の回答は全体の 3.7 
％と少数割合となっている。しかし，クロス集計
の結果をみてみると，食べることが「とても好き」
「好き」との回答の合計に注目すると，食事を「い
つも残す」，「ときどき残す」，「いつもだいたい全
部食べる」との回答になるにつれて，その割合は

図 1　家庭や給食で出された食事は全部食べますか×食べることへの興味
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23.1％，41.3％，71.3％と食べることが好きな割
合が増加しており，検定結果からも有意に差があ
ることがわかる。逆に「ときどき残す」，「いつも
残す」になるにつれて，食べることが「好きでは
ない」「全く好きではない」の回答割合が増加し
ている。当然のことではあるが，食べることに興
味を持つ児童は，食べることへの意欲が，こうし
た普段の食事量にも現れてくるものと考えられ
る。
　図 2は，「食べることへの興味」と「普段のイ
ライラ・ストレスの状況（イライラやストレスを感
じるか）」についてクロス集計したものである。

イライラ・ストレスを「感じていない」「あまり
感じていない」「感じている」「とても感じている」
になるにつれて，食べることが「好きではない」
「全く好きではない」とする回答割合が増加して
いる。さらに同様に，図 3は，「食べることへの
興味」と「毎日の楽しさ（毎日が楽しいかどうか）」
についてクロス集計をしたものである。毎日が「と
ても楽しい」，「楽しい」，「普通」，「あまり楽しく
ない」，「楽しくない」となるにつれて，食べるこ
とが「好きではない」「全く好きではない」との
回答割合が増加する傾向にある。特に，毎日が「と
ても楽しい」と「全く楽しくない」を比較すると，

図 2　イライラ・ストレスの感じ方×食べることへの興味

図 3　毎日の楽しさ×食べることへの興味
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前者は食べることが「とても好き」「好き」の割
合が 71.6％であるのに対し，後者は「とても好き」
という回答は 0％，「好き」が 20.0％という結果
となっており，大きな差があることがわかる。
　以上の様に，食べることに興味を持っている児
童は，高い割合で食べることへの意欲，毎日の生
活が楽しいと感じている傾向にあると共に，イラ
イラやストレスを感じない傾向にあるといえる。
つまり，「食生活が充実している児童は，毎日の
生活そのものも充実している」傾向にあることが
示唆される。
　⑵　 コミュニケーションと食生活・生活との関

連
　ここでは，家族とのコミュニケーションに関わ
る項目と，食生活や生活との関連についてみるこ

ととする。
　図 4は，「料理の手伝いの頻度（家の人が料理を
作るとき一緒に手伝うか）」と「食べることが好きか」
についてのクロス集計結果である。料理の手伝い
を「ぜんぜんしない」「時々する」「いつもする」
という回答になるにつれて，食べることが「とて
も好き」「好き」の割合は，52.6％，61.1％，78.0％
と増加傾向になっているのがわかる。料理の手伝
いだけでなく，「家の手伝い（そうじ・おつかい等）
の頻度」と「食べる事への興味」についても，図
5から，食べることが「とても好き」「好き」の
割合は，家の手伝いを「ぜんぜんしない」では
45.7％，「いつもする」で 75.5％と約 30 ポイント
高く，上記と同様の傾向がはっきりとみられる。
以上の結果から，調理や食事・家の手伝いに関わ

図 4　料理の手伝いの頻度×食べることへの興味

図 5　家の手伝い（そうじ，おつかい等）の頻度×食べることへの興味
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る子どもは，食材や調理への興味を高め，食べる
ことが好きな度合いが高まると考えられると同時
に，こうした家事の手伝いは，家族とのコミュニ
ケーションの如何と大きく関わっているものと考
えられる。
　さらに図 6は，「朝食での共食の状況（朝食を誰
と食べるか）」と「食べることへの興味」について
見たものである。誰かしらと共食している場合は，
全体で約 65％が食べることが「とても好き」，「好
き」と回答している。しかし，朝食を「ひとり」
で食べるとする児童は，食べることが「とても好
き」，「好き」とする回答は 54.8％と共食をする場
合と比較して約 10 ポイントほど低くなっており，
共食の重要性を指摘せざるを得ない。夕食につい
ての質問では必ずしも同様の傾向ではなかった
が，1日のスタートである朝食の孤食は，児童へ
の心理的な影響が予想される。
　次に，コミュニケーションの重要性を補足的に
把握するため，「家庭でのコミュニケーション」
を裏付ける項目と「毎日の生活の充実」を裏付け
る項目との関係を見てみる。図 7，図 8では，「毎
日の楽しさ」と「家族との会話の頻度」，「イライ
ラ・ストレスの状況」についてそれぞれクロス集
計した結果である。まず，図 7は，毎日の楽しさ
と家族との会話の頻度の関係であるが，家族との

会話を「ぜんぜんしない」と回答した人は，絶対
数は少ないものの，100％毎日が「楽しくない」
と回答している。家族との会話を「あまりしない」
とする人では，毎日が「とても楽しい」10.0％，
「楽しい」0％であった。家族との会話を「ときど
きする」「する」「よくする」と回答した人は，そ
れぞれ毎日が「とても楽しい」「楽しい」との回
答割合が，それぞれ 56.5％，61.9％，87.3％となっ
ており，顕著な差がみられる。図 8は，毎日の楽
しさとイライラ・ストレスの状況についてのクロ
ス集計結果である。毎日の楽しさが「全く楽しく
ない」と回答した人の 100％がイライラ・ストレ
スを「とても感じている」と回答した。毎日が「楽
しくない」とする人の 52.9％がイライラ・ストレ
スを「とても感じている」と回答した。毎日の楽
しさが「ふつう」「楽しい」「とても楽しい」との
回答になるにつれて，イライラ・ストレスを感じ
ている人の割合は減少傾向となった。
　以上の結果から，料理の手伝いや家事の手伝い，
家族との会話といったコミュニケーションは，食
べることそれ自体への興味や毎日の楽しさにも大
きく関係していることが明らかとなった。また，
食に興味をもつ児童は毎日が楽しいこととも関係
すると共に，イライラやストレスを感じない傾向
にあることも明らかとなった。以上のことから，

図 6　朝食の共食状況×食べることへの興味
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「家庭でのコミュニケーションと食生活の充実は
関連がある」と推察することができる。
　⑶　 児童の料理の嗜好調査と食生活・生活の関

連
　表 2 は，55 品の料理について，児童の嗜好調
査を行ったものである。料理の選定については，
（独）日本スポーツ振興センターが調査している
「児童生徒の食事状況調査」の中から，学校給食
のない日の家庭食での料理の出現率を参考に選出

した5）。また，表中の料理名の後の「（伝）」は，
伝統料理を表しており，農林水産省選定の「郷土
料理百選」の東京都の郷土料理より選出した。
　表 2では，各料理について，「とても好き」5，「ま
あまあ好き」4，「どちらともいえない」3，「あま
り好きではない」2，「全く好きではない」1，「食
べたことがない・知らない」0とする回答の平均
値を高い順に示している。まず，全体的に児童の
嗜好の傾向を見てみると，表では，児童の好きな

図 7　家族との会話の頻度×毎日の楽しさ

図 8　毎日の楽しさ×イライラやストレスの感じ方
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（平均値の高い）料理については，表の最も左の欄
に位置づけられる。児童の好きな料理について
は，「すし」「ごはん」「みそ汁」が入っているも
のの，それ以外は，「フライドポテト」「ハンバー
グ」「ピザ」「ハンバーガー」「ぎょうざ」「焼肉」
等，多くが洋風のあるいは多国籍な料理となって
いる。一方で，児童の好きではない・食べたこと
がない（平均値の低い）料理については，表の一
番右の欄に位置づけられる。今回提示した東京都
の郷土料理は全てこの欄に位置づけられると共
に，それ以外の「野菜のおひたし・あえ物」「ひ
じきの煮物」「豆の煮物」「切り干し大根」等，日
本の伝統的な食材を使用した料理も同様である。
特に，今回提示した東京都の伝統料理は，日本の
伝統的食材を使用した料理よりもその平均値は大
幅に低くなっている。以上のように，児童の嗜好
調査の結果からは，東京都の郷土料理だけに限ら
ず，日本の伝統料理に触れる機会が減少している
ことを意味する結果となっている。こうした結果

は，東京都だけでなく，福島県の学童期児童を対
象とした調査6）においても同様の傾向が見られた
ことから，都市部，農村部といった地域に関わら
ず，伝統食や郷土料理の味の継承・伝承も食育の
一つの課題であるといえる。
　次に，児童が回答した嗜好調査の 55 品の得点
を児童毎に平均値を算出する。つまり，児童毎に
平均値を算出することで，当該児童の平均値が高
ければ好き嫌いが少ない，逆に平均値が低ければ
好き嫌いが多いということになる。ここでは，児
童毎に算出した平均値（以下，「嗜好得点」とする）
と他の質問項目とのクロス集計を行うことで，児
童の好き嫌いと生活との関連を検討する。クロス
集計の際，児童の嗜好得点を 2 点台，3 点台，4
点台と区分して集計を行う。各児童の嗜好得点（全
料理の平均値）は，2 点台（1 点台 1 名含む）が 47
名（9.0 ％），3 点台が 290 名（55.3 ％），4 点台が
187 名（35.7％）であった。
　図 9は「食事の手伝いの頻度」と「嗜好得点」

表 2　児童の料理に対する嗜好調査結果
No. 料理 平均値 No. 料理 平均値 No. 料理 平均値

1 フライドポテト 4.60 20 もち（お雑煮など） 4.29 39 野菜のおひたし・あえもの 3.73

2 すし 4.60 21 パン 4.26 40 ひじあきの煮物 3.67

3 やきとり 4.57 22 オムライス 4.26 41 うなぎ 3.66

4 ハンバーグ 4.54 23 天ぷら 4.24 42 冷や奴 3.65

5 ピザ 4.51 24 日本そば 4.12 43 もんじゃ焼き 3.62

6 ぎょうざ・しゅうまいなど 4.50 25 ゆで卵 4.10 44 野菜の煮物 3.51

7 焼き肉 4.50 26 コロッケ 4.09 45 煮魚 3.49

8 うどん 4.47 27 おでん 4.08 46 豆の煮物 3.47

9 ハンバーガー 4.46 28 野菜いため 4.07 47 切り干しだいこんの煮物 3.46

10 みそ汁 4.46 29 牛丼 4.06 48 酢豚 3.08

11 ごはん 4.45 30 麻婆豆腐 4.04 49 おからの煮物 2.41

12 ラーメン 4.43 31 鍋物 4.04 50 ちゃんこ鍋（伝） 2.40

13 おさしみ 4.42 32 野菜サラダ 4.01 51 こぶまき 2.18

14 トリのからあげ 4.41 33 エビフライ 4.01 52 深川丼（伝） 0.91

15 グラタン 4.39 34 つけもの 3.92 53 アシタバ料理（伝） 0.81

16 カレーライス 4.37 35 ピラフ・焼きめし 3.86 54 どじょう料理（伝） 0.71

17 スパゲティー 4.34 36 納豆 3.84 55 くさや（伝） 0.69

18 ステーキ 4.32 37 親子丼 3.81

19 卵焼き 4.31 38 焼き魚 3.76 全体平均値 3.76

注：1）表中の（伝）は，農林水産省選定の郷土料理百選より東京都の郷土料理から選出した料理である。
　　2）表中の数値は各料理について「とても好き」5，「まあまあ好き」4，「どちらともいえない」3，「あまり好きではない」2，「全く好き

ではない」1，「食べたことがない・知らない」0とした場合の平均値である。
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をクロス集計したものである。嗜好得点が 4点台
の割合に注目すると，食事の手伝いについて，「ぜ
んぜんしない」児童は 4点台が 23.3％，「ときど
きする」では 32.8％，「いつもする」では 40.6％
となっており，食事の手伝いの頻度が高いほど嗜
好得点が高い児童の割合が高くなっている。一方，
食事の手伝いの頻度が低くなるほど嗜好得点が低
い児童の割合が高くなっている。この結果から，

食事の手伝いをする児童は好き嫌いも少ない傾向
にあるといえる。こうした傾向は，料理の配膳や
後片付けといった食事の手伝いをすることによっ
て，食べることへの興味や食事づくりへの感謝の
気持ちが醸成されることによるものと考えられ
る。また，図 10 は「毎日の楽しさの度合い」と「嗜
好得点」についてクロス集計したものである。図
10 から，毎日が「全く楽しくない」とする児童

図 9　食事の手伝い（料理の配膳や後片付け）の頻度×嗜好得点

図 10　毎日の楽しさ×嗜好得点
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の内，嗜好得点が 4 点台の割合は 20.0％である
が，毎日が「楽しい」とする児童では 31.3％，「と
ても楽しい」とする児童では 45.0％と，毎日が楽
しさが強い児童になるに従って，嗜好得点が高い
児童の割合が増加している。逆に，毎日が「全く
楽しくない」となるに従って，嗜好得点が低い児
童の割合が多くなっているのがわかる7）。
　以上の結果から，児童が家庭において食事の手
伝いに関わることで，好き嫌いを少なくする傾向
にあることが示唆される。また，好き嫌いの少な
い児童は，毎日の生活も楽しいと感じている割合
が多いことから，食生活を充実させることは，子
どもの日常生活それ自体を充実させることと非常
に関連性が強いことが指摘できる。

　Ⅴ．　お わ り に

　本研究では，都市部の学童期児童を対象に，食
生活及び生活の状況を調査し，そこからみられる
児童の食生活や生活の傾向や課題，食生活と生活
との関連性について検討した。その結果，児童の
食生活及び生活の傾向について，以下の様に整理
される。
　まず，学年に注目した食生活の傾向については，
学年が上がるに従って，朝食摂取の割合が低下す
る，孤食の割合が増加する，食べることへの興味
が低下する，ダイエットへの興味が高まる，サプ
リメントの使用割合が高まるといった傾向が見ら
れた。一方で，生活面においては，学年が上がる
に従って，家族との会話の頻度が低下する，イラ
イラやストレスを感じる割合が高まるといった傾
向がみられた。
　児童の食生活と生活との関連性については，食
べることに興味を持つ児童は，そうでない児童に
比較して，高い割合で食べることへの意欲，毎日
の生活が楽しいと感じている傾向にあると共に，
イライラやストレスを感じない傾向にあった。さ
らに，料理の手伝いや家事の手伝い，家族との会
話といった家族とのコミュニケーションは，食べ
ることそれ自体への興味や毎日の楽しさにも大き
く関係していることが明らかとなった。加えて，

食べることに興味を持つことと，毎日の楽しさは
大きく関係するだけでなく，イライラやストレス
を感じない傾向にあることも明らかとなった。
　さらに，料理の嗜好調査の結果と食事の手伝い
や毎日の楽しさといった項目との関連をみた結
果，食事の手伝いに関わる事が好き嫌いを少なく
する傾向にあること，さらに，好き嫌いの少ない
児童は毎日が楽しいと感じている傾向にあること
が明らかとなった。
　以上の結果から，家庭生活の中でも家事，手伝
いや家族との会話を通して，家族とのコミュニ
ケーションがしっかり取れている児童は，食生活
が充実しているとともに，精神的な状況，毎日の
充実にも繋がっているといえる。従って，児童の
食生活や日常生活を充実させるためには，家庭に
おいて様々な形（家事手伝い・会話等を通して）で
コミュニケーションをとることが重要である。こ
れらの結果から，本研究で提示したように，第一
に，食生活が充実している児童は，毎日の生活そ
のものも充実している，第二に，家庭でのコミュ
ニケーションと食生活の充実は関連があることが
示されたと考えられる。つまり，食生活が充実し
ている児童は，毎日の生活そのものも充実してい
る傾向にあり，食生活を充実したものにするため
には家庭でのコミュニケーションが重要な役割を
果たすことが示唆されたといえる。言い換えれ
ば，子どもへの食育を推進し，良好な食生活が実
現できれば，子どもの生活の質が向上する傾向が
示唆されたといえる。
　第二次食育推進基本計画では，「生涯にわたる
ライフステージに応じた間断ない食育の推進」や
「家庭における共食を通じた子どもへの食育の推
進」が重点課題として挙げられている。本研究の
結果からも，共食やコミュニケーションが子ども
の食生活や生活の充実に影響することが示唆され
たように，学童期という最も重要な成長ステージ
において，家庭や保護者にいかにそれを啓発して
いくか，家庭と教育機関がいかに連携するかが，
今後の食育を遂行していく上でも重要な課題とな
ろう。特に，本研究の調査結果から見られたよう
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に，学年が上がるにつれ，人間関係，勉学等様々
な外的要因によって，児童が抱えるストレスも増
長するため，食生活や生活に対して消極的になり
がちである。むしろ上級学年にこそ積極的なコ
ミュニケーションが必要であると同時に，年齢に
応じた適切な食生活の指導を行っていくことが今
後の食育推進における課題であるといえよう。

　付　記
　本研究は文部科学省科研費（課題番号 21780211）
の成果の一部である。
　また，本研究の一部は，日本食育学会学術大会
（2012）において，口頭発表した内容を含む。
 
 

　　注

1）　内閣府「食育推進基本計画（第一次）」より，具
体的目標項目（目標値）は，次の通りとなっている。
（1）食育に関心を持っている国民の割合の増加（90 
％以上），（2）朝食を欠食する国民の割合の減少（こ
ども 0％，20 歳代男性・30 歳代男性 15％以下），（3）
学校給食における地場産物を使用する割合の増加
（30％以上），（4）「食事バランスガイド」等を参考
に食生活を送っている国民の割合の増加（60％以
上），（5）内臓脂肪症候群を認知している国民の割
合の増加（80％以上），（6）食育の推進に関わるボ
ランティアの数の増加（20％以上増），（7）教育ファー
ムの取組がなされている市町村の割合の増加（60％
以上），（8）食品の安全性に関する基礎的な知識を
持っている国民の割合の増加（60％以上），（9）推
進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の
割合（都道府県 100％，市町村 50％以上）。2010 年
度で達成した項目は，（5）（6）の 2項目のみとなっ
ている。
2）　第二次計画における具体的目標値の主な変更点
は，朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」回
数の増加（10 回以上），内臓脂肪症候群の予防や改
善のための適切な食事・運動等を継続的に実施して
いる国民の割合の増加（50％以上），よく噛んで味
わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合
の増加（80％以上），農林漁業体験を経験した国民
の割合の増加（30％以上）といった改善がなされて

いる。また，2013 年 12 月には計画の一部改訂があ
り，学校給食における国産食材を使用する割合の増
加（80％以上）が新に加えられた。
3）　小学校 2 校で，S 小学校は 4～6 年生，Y小学校
は 5，6 年生となっているが，これについては，各
小学校の学校長と相談の上，各学校の特性に応じて
決定した。
4）　日本スポーツ振興センターの調査は，調査対象が，
小学校児童は 5年生，中学校生徒は 2年生に限られ
ている点は留意が必要である。
5）　（独）日本スポーツ振興センター「平成 14 年度児
童生徒の食事状況調査報告書」では，全国の小中学
校の児童・生徒 5,182 名を対象とした調査から家庭
食（朝昼夕），間食，夜食について出現率を算出し
ている。本研究では，そのうち夕食の出現率を参考
に料理の選出を行った。
6）　福島県での調査結果については，学童期児童 5，
6年生 379 名を対象に，60 品の料理（うち伝統料理
11 品）について嗜好調査を実施した。その結果，
伝統料理は 1品のみ平均値が 4以上と高かったが，
それ以外の 10 品についてはいずれも全体の平均値
より低かった。この結果については，（上岡，2010：
100-101 頁）を参照されたい。
7）　同様の結果は前述の福島県の調査結果からも見ら
れた。詳しくは（上岡，2010：101-103 頁）を参照
されたい。
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Consideration on the Relationship between Eating Habits and Communication  
with the Family of the Primary Schoolchild in an Urban Area :  
A Case Study of Primary Schoolchildren of Setagaya-ku, Tokyo
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International Agriculture and Food Studies)

　　There are many problems related to eating habits in Japan. Therefore nation-wide food education is one of 
the important problems. However, it is not easy to change the eating habits and lifestyle of adults. Therefore, 
food education for children is the central focus of this study, We carried out “questionary survey about the 
eating habits and daily life” of primary schoolchildren. As a result of investigation, the following became clear. 
(1) For children of the upper grades, the eating habits and daily life are negative, (2) Communication at home is 
related to the good eating habits of the child, (3) Good eating habits are related to good daily life.
　　The point that is important in the promotion of future food education is active communication in the upper 
school year and appropriate food education appropriate the age of the child.

Key words :  urban area, primary schoolchildren, eating habits, daily life, food education (shokuiku), communica-
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