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緒 言

近年，夜型の生活をする子供が増え朝食の

欠食が目立つようになり，朝食の欠食回数が

多いほど疲れやすい，あるいは下痢や腹痛，

頭痛などの健康不良を訴える子供が多くなっ

てきている１）。夜型の生活をするようになっ

た背景には，親の就労時間の延長や子供の塾

通いなどが考えられ，そのため午後９時以降

に夕食を食べる人の割合が年々増加してい

る２）。それに伴い朝食の欠食率は，昭和５０年

では６．３％であったのに対し平成１０年では

７．２％と増加しており３），このような食環境

は，単なる栄養素の摂取バランスなど栄養面

の問題だけに止まらず，習慣化することによ

り次代を担う子供達の将来に大きく影響する

と考えられている４）。また，朝食を子供だけ

で食べる割合も増加してきており１），子供だ

けで食べる場合には朝食の摂取食品群数が少

ないという報告がある５）。

平成１２年に策定された食生活指針６）において

も，「１日の食事のリズムから，健やかな生

活リズムを。」という項目を定め，朝食の重要

性が取り上げられている。これまで小川らは，

食生活習慣が形成される幼児期から食教育を

継続して行なうことの重要性を明らかにして

きた７－１４）。そこで本研究では幼児を対象に，身

体の営みをコントロールする生体リズムを整

えるためには朝食の摂取が重要であることを

中心とした食教育を継続して実施し，その効

果を図った。さらに，有効な食教育の効果を

あげるためには家庭の食環境がどうあるべき

かを明らかにするため，幼児をとりまく食環

境要因から食教育の効果についての考察を行

い，幼児期における家庭での食環境を検討す

ることを目的とした。

方 法

１ 幼児の食生活

幼児の食生活状況について調べ，現在の家

庭の食生活を把握することを目的とし，関市

保育園児の母親３９名を対象に，平成７年６月

９～１９日に留め置き法により調査を行なっ

た。調査内容は，１）家族構成 ２）平日・
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休日の朝食及び夕食の食事同伴者 ３）連続

した平日３日間の朝食，夕食の献立名などの

食事状況について尋ねた。また，あわせて平

成４年及び平成５年に同保育園で行った調査

での食生活状況との比較検討をおこなった。

２ 視覚的食教育の効果

幼児が，食生活のリズムと生体のリズムと

の密接な関わりを理解し，自ら「食」に関心

をもち一日の生活に位置づけられるように，

朝食の重要性を中心とした食教育を実施し

た。食教育の媒体には幼児が親しみやすく，

何度も繰り返してみることのできるビデオを

用い，鑑賞してもらった。食教育の継続効果

を検討するため，ビデオ鑑賞後幼児に食教育

の内容と家庭の朝食についての聞き取り調査

を実施した。

１）食教育方法

食教育は，関市保育園の園児３９名を対象に

保育園でビデオをみてもらう視覚的食教育と

した。ビデオ鑑賞日は平成７年７月１７日（月）

～７月２６日（水）であり，保育園で１日１回

時間を決めてもらい実施した。

２）媒体作成方法

食教育の媒体となるビデオは，コンピュー

ター（Macin-toshⅡ ci）のソフト（Adobe Pho-

toshop日本語版 ２．５j）を使用し，イラスト

や料理の写真をイメージスキャナー（EPSON

GT４０００）で取りこみ，ソフトの機能を使っ

て補正し，画像処理（Adobe Photoshop 日

本語版 ２．５j）したものを，コンバーター

（フォトロンスキャンコンバーター FSC

８０００）により，ビデオテープに編集した。そ

の後，ビデオのアフレコ機能を使って，内容

を説明する音声を画像に合わせて入力し仕上

げた。

３）食教育内容

食教育は，消化酵素の働きや神経，ホルモ

ンの作用など生体リズムのメカニズムと，朝

食の重要性との関わりを幼児が親しみやすい

ように以下のようなアニメ化にして説明し

た。

①ごはんは口の中に入ると唾液の中のアミ

ラーゼちゃんの魔法によって，ちいさな

ごはんに変身する。

②みんながごはんをしっかり噛むと，唾液

とごはんがよく混ざるからアミラーゼ

ちゃんの魔法がかかりやすい。

③ちいさなごはんは，トンネル（小腸）の

中にいるマルターゼちゃんの魔法でちい

さなちいさなごはんに変身する。

④ちいさなちいさなごはんは，お部屋（肝

臓）でしばらくお休みしてから，血によっ

て体内に運ばれ，体を動かすのに必要な

パワーになる。

⑤体の中には時計があって，時計をみたホ

ルモンさんとしんけいくんが，アミラー

ゼちゃんとマルターゼちゃんに働く時間

を知らせてくれる。

⑥朝ごはんをしっかり食べると，朝にホル

モンさんとしんけいくんが，アミラーゼ

ちゃんやマルターゼちゃんに働く時間を

知られてくれるから，朝のうちにふたり

の魔法がかかって，みんなはお日様ので

ているお昼の時間にパワーを使っておも

いっきり遊ぶことができる。

⑦朝ごはんを食べないと，体の中の時計は

壊れてしまってパワーがでないから，お

友達と遊べなくなってしまう。

４）聞き取り調査

幼児期における食教育の効果を図るため，

ビデオ鑑賞後の平成７年７月２７日（金）に園

児３３名（欠席６名）を対象とした聞き取り調

査を行った。調査は，ビデオの内容をどれだ

け理解しているかをビデオの場面の一部をみ

せながら質問し，同時に調査当日の朝食の食
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事内容と誰と一緒に食べたかについても尋ね

た。

３ 食教育の効果に影響を及ぼす食環境要因

食教育の効果は，聞き取り調査において幼

児が生体リズムのメカニズムについて正しく

答えることができれば，食教育の内容を理解

できたと判断し，その理解度が幼児の朝食に

対する意識にどのように影響するかを判別分

析により検討した。

また，家庭の食生活調査をもとに，幼児が各

家庭で誰と食事を共にしているか，どのよう

な食事をしているかなどの食環境要因が，幼

児の食教育の理解に影響するのかについて，

多変量解析数量化理論Ⅰ類により解析し，有

効な食教育の効果をあげるためには家庭での

食環境がどうあるべきかを考察した。

結果および考察

１ 幼児の食生活

１）家族構成

幼児の家族構成を調べた結果，祖父母のど

ちらとも同居していない幼児は３０．８％であ

り，平成４年及び５年の調査で祖父母と同居

していない幼児はいずれも４５％以上であった

ことから，当該地区においては高齢化社会が

進み祖父母と同居する家庭が増えたと考えら

れた（表１）。一方，兄弟姉妹の数は，１人

（二人兄弟）が最も多く６９．２％に及んだ。２

人（三人兄弟）以上である幼児は全体の１５．４％

であり，平成４年の３０．３％，平成５年の２１．７％

に比べて兄弟姉妹の数が減少している傾向に

あった（表２）。

２）食事同伴者

幼児が家庭で誰と食事をともにしているの

かを調べた結果，休日に比べ平日は朝食・夕

食ともに家族全員が揃っている家庭が全体の

３０％未満と少なく，朝食は夕食に比べて平日

・休日ともに家族全員がそろう家庭が少ない

傾向にあり，食事形態によって食事同伴者が

異なる傾向にあった（図１）。また，平成５

年の調査では幼児が１人で食事をとるという

家庭は全くみられなかったのに対し，平成７

年ではいずれの食事においても子供が１人で

食べるという家庭が５．１～７．７％みられたこと

から，幼児の孤食化が進む傾向にあることが

推察された。

H４調査 H５調査 H７調査

人 ％ 人 ％ 人 ％

２人以上 ３０ ３３．７ ２８ ３３．７ １６ ４１．０

１人 １７ １９．１ １７ ２０．５ １１ ２８．２

０人 ４１ ４６．１ ３７ ４４．６ １２ ３０．８

無回答 １ １．１ １ １．２ ０ ０．０

合計 ８９１００．０ ８３１００．０ ３９１００．０

H４調査 H５調査 H７調査

人 ％ 人 ％ 人 ％

２人以上 ２７ ３０．３ １８ ２１．７ ６ １５．４

１人 ４４ ４９．４ ４７ ５６．６ ２７ ６９．２

０人 １８ ２０．３ １８ ２１．７ ６ １５．４

合計 ８９１００．０ ８３１００．０ ３９１００．０

表１．祖父母との同居

表２．兄弟姉妹の有無

図１．家族と食事をともにしている幼児の割合
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図２．母親と食事をともにしている幼児の割合

幼児が母親と一緒に食事をしているかどう

かでは，朝食が夕食に比べて食事をともにし

ていない傾向にあり，特に平日の朝食は夕食

に比べて幼児が母親と一緒に食事をしていな

い家庭が χ２検定により有意（p＜０．０５）に多

いことがわかった（図２）。また，平成５年

の調査では平日の朝食に母親と一緒に食事を

していない幼児はわずか５．６％であったこと

から，母親と食事をともにする家庭が減少し

ている傾向がみられた。

３）食事状況

連続した平日の３日間の朝食と夕食の献立名

を尋ね，主食，主菜，副菜，汁物が揃ってい

るかどうかを調査したところ，いずれの食事

においてもすべてが揃っていた家庭は半数以

下であった（図３）。特に朝食は主食，主菜，

副菜，汁物が揃う家庭は１０％以下であり，トー

ストに牛乳，あるいはおにぎりだけといった

食事が多かった。

２ 視覚的食教育の効果

幼児が食教育を受けたことにより，朝食の

重要性をどれだけ理解できるようになったの

か聞き取り調査を行った結果，消化酵素の名

前とその働きについて正しく答えられた幼児

は全体の６６．７％であるのに対して，神経及び

ホルモンの作用について正しく答えられた幼

児の割合は全体の３９．４％と低く，消化酵素の

名前や働きを理解していても，神経及びホル

モンの作用と結び付けての理解には至らな

かったと思われる。しかし，朝食の摂取と生

体時計との関わりについての質問には９０．１％

の幼児が正しく答えており，朝食が生体リズ

ムの変化に影響を及ぼすことの理解度は高

かったと考えられる（図４）。

また，幼児に調査日当日の朝食について尋

ねたところ，食事の内容については６９．７％，

誰と一緒に食事をしたかについては８１．８％の

幼児が話すことができた（図５）。

図３．連続した平日３日間の朝食，夕食の献立
に主食・主菜・副菜・汁物が揃っていた
家族の割合

＊は５％以下の危険率で有意に差があることを示す。

図４．幼児の食教育に対する理解度
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幼児が自らの朝食について話すことができ

たかどうかを，幼児のビデオ内容の理解度を

要因として判別分析した結果（表３），５％

以下の危険率で有意に相関のあった要因は，

「生体リズムに関する質問に答えられたか」で

あり，F値は５．２６９であった。判別関数の係

数は０．０３３であり，グループ１（朝食につい

て話した幼児）の判別関数が０．０２７であるこ

とから，食教育により「朝食を食べることで

生体リズムが安定する」ことを正しく理解で

きた幼児が，自らの朝食について話すことが

できたことがわかった。これより，生体リズ

ムのメカニズムと朝食の関係について理解で

きた幼児が朝食の重要性を意識し，食教育の

内容を自らの食生活に結びつけることができ

たと推察された。

３ 食教育の効果と食環境要因

家族の人数，食事同伴者数，母親の食事同

伴といった家庭での食環境の状況が，幼児の

食教育の理解度に影響しているかどうかを数

量化Ⅰ類により分析した結果，幼児が生体リ

ズムに関する質問に正しく答えられた正答数

と食環境要因との間で偏相関係数が大きい要

因は，「平日の朝食を母親とともに食べるか」

の０．７６９であり，このカテゴリースコアは「母

親と食事をともにする」が２．８２３，「母親と食

事をともにしない」が－４．２３５であったこと

から，平日の朝食を母親と一緒に食べる幼児

が有意（p＜０．０５）に生体リズムに関する質

問に正しく答えられたことを表している（表

４）。他の食環境要因についてはいずれも偏

相関係数が小さく，食教育の効果に影響がみ

られなかった。

これより，母親とともに食事をしている家

庭の幼児に食教育の効果がみられたことか

ら，平日の朝食を家族ができる限り一緒に食

べることの重要性が明らかになった。これは，

家族とともに食事をしている幼児に料理の組

み合わせの重要性を主体とした食教育の効果

がみられたことと一致していた１４）。

要 約

幼児の食生活状況は，平日の朝食に家族全

員が揃って食事している家庭が少なかった。

また，朝食の献立に，主食，主菜，副菜，汁

物が揃っている家庭は１０％以下であった。

要因 D値 F値

X１ ２．６８０ ３．４０８

X２ ３．１３４ １．４５６

X３ ３．４７３ ０．１５５

X４ ２．２９９ ５．２６９＊

X５ ３．４０９ ０．３８９

要因 判別関数値

朝食について話した ０．０２７

朝食について話さなかった －０．０２７

表３．判別分析による食教育に対する理解度と
幼児の朝食に対する意識との関係

＊は５％以下の危険率で有意に幼児の朝食に対する理解度に
影響を及ぼしていることを示す。

図５．幼児の朝食に対する意識

Z（x）＝－０．１３９＋（－０．０３７）X１＋０．０３８X２＋０．０１０X３＋０．０３３X４＋（－０．０４８）X５

（要因）

X１：消化酸素の名前とその働きに関する質問に答えられたか。

X２：神経及びホルモンの作用に関する質問に答えられたか。

X３：朝食に関する質問に答えられたか。

X４：生体リズムに関する質問に答えられたか。

X５：生体時計に関する質問に答えられたか。

（長屋郁子，小川宣子）
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幼児を対象に消化酵素の働きや，神経及び

ホルモンの作用，生体リズムのメカニズムな

どの朝食の重要性について食教育を行った結

果，朝食が生体リズムの変化に影響を及ぼす

ことを正しく理解できた幼児は，自らの朝食

についても関心をもつことができた。

平日の朝食を母親とともに食べている家庭

と幼児の食教育内容の理解との間に有意（p

＜０．０５）に相関があり，平日の朝食に母親と

一緒に食事をしている幼児に食教育の効果が

みられた。

参考文献

１）厚生省保健医療局健康増進栄養課：国民

栄養の現状（第一出版，東京），pp６８－

６９，１９９７年

２）健康・栄養情報研究会：国民栄養の現状

（第一出版，東京），pp３２－３５，１９９９年

３）健康・栄養情報研究会：国民栄養の現状

（第一出版，東京），pp４３－４４，２０００年

食環境要因 偏相関係数 カテゴリー スコア
カテゴリースコア

‐５‐４ ‐３ ‐２ ‐１ ０ １ ２ ３ ４

家族の人数

０．１７５

６人以上

５人

４人以下

２．９８３

０．７５５

１．４４３

１．５８７

－０．６４１

０．０４７

平日・朝食の

食事同伴者数
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３人以上

０～２人
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－２．２８４

１．２９４

－０．９９０

平日・夕食の

食事同伴者数
０．２５４

３人以上

０～２人

０．０００

－２．４８４

１．０７６

－１．４０８

休日・朝食の

食事同伴者数
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０．０００

－７．０５８

２．８２３
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母親の同伴
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表４．数量化�類による生体リズムに関する理解度に影響を及ぼす要因

＊は５％以下の危険率で有意に幼児の朝食に対する理解度に影響を及ぼすことを示す。
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