
Ⅰ．　諸　　　　　言

　私達の食生活は豊かになり，飽食といわれるまでに
なってきた。しかし，日本の食料自給率は平成２２年度の
カロリーベースで３９％であるが１），一方でまだ食べられ
るものが大量に廃棄されているという現状がある２）。この
ような時代に生まれ育った１０代，２０代の学生たちは食に
対してどのような考えを持っているのだろうか。
　学内において学生たちの昼食風景を見ていると，家庭
で作った弁当を持参しているもの，学生食堂で定食を食
べている者がいる一方で，カップラーメン，むすび，パ
ンだけなど主食に偏った食べ方をしている者も少なくな
いように思われる。
　保育学科の学生には１年次から２年次にかけて小児栄
養（子どもの食と栄養），食育演習の授業を通して，子ど
もたちの食生活の重要性について講義をし，食べること
は子どもも大人も同じように大切であることを伝えるよ
うにしている。しかし，講義で理解したことと実際の食
生活についてはかなり隔たりがあるような状況を見るこ
とが多い。
　また，生活全体が夜型化傾向にあり，そのことが朝食
の欠食や朝食時間の不規則，排便習慣の乱れ，体の不調
を訴える者の増加など，生活習慣の乱れが顕在化してき
ているように思われるが，これは食生活に起因すること
が大きいのではないかと考える。朝倉らも学生や社会人
の単身生活者における夜型生活を指摘している３，４）。平成
２０年厚生労働省国民健康・栄養調査報告５）によると，朝
食の欠食状況は１５～１９歳では男性１８．４％，女性１０．０％と
なっている。平成２１年度の同様の調査６）では１５～１９歳男
性１５．５％，女性１０．５％となっている。最も高い欠食率を

示しているのはいずれの年度も男女とも２０代である。こ
のように社会全体を見ても食生活への不安はぬぐえない
一面があるように思われる。
　これらのことから，本学保育学科１・２年生の食生活
を中心とした生活習慣の現状の一端を把握することを通
して，現代の若い人たちの食生活の状況への理解が深ま
ることや，学生たちへ食生活の重要性を再認識させるた
めのフィードバックが行えればよいと考え，食生活を中
心とした生活習慣に関するアンケート調査を実施したの
でその結果について報告する。

Ⅱ．　方　　　　　法

１．　調査対象：
　広島文化学園短期大学保育学科学生１年生（７１名）・２
年生（７０名）

２．　調査時期：
　２０１１年７月下旬

３．　調査方法：
　アンケート用紙を授業において配布し，自己記入させ，
１週間後の授業において回収した。

４．　調査内容：
①　自分自身に関すること
　　年齢，学年，性別，家族と同居の有無
②　生活習慣について
　　起床時間，就寝時間，１週間の食事状況
③　健康状態について
　　体の不調の有無，排便状況
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④　食生活状況の変化
⑤　食事に対する考え方

Ⅲ．　結 果 と 考 察

１．　アンケート用紙の回収率
　アンケート用紙の回収率は７１．０％にとどまった。食事
の状況を１週間分記入してもらうためにアンケート用紙
を１週間学生に持たせたことにより，食事の状況の記入
忘れ，アンケート用紙の紛失などがあったのではないか
と考えられる。

２．　自分自身に関することの属性
　調査対象者の年齢，学年，性別，家族との同居の有無
の各属性は表１の通りである。年齢は短期大学生である
ことから１８歳３９．２％，１９歳４４．３％，２０歳以上１６．５％で
あった。学年では１年生が５７．７％，２年生が４２．３％で
あった。性別では女性が９４．８％，男性５．２％であった。
家族との同居の有無では家族と同居しているものが
７７．１％，一人暮らし２２．９％であった。

３．　生活習慣について
①　起床時間
　起床時間は７時台が最も多く４７．４％，次いで６時台の
３３．９％であった。中には５時台に起床するものも１０．３％
おり遠距離通学をうかがわせる結果が見られた（表２，
図１）。
②　就寝時間
　就寝時間は０時台が最も多く４１．３％，次いで１時台が
２５．８％であった。１０時，１１時台に就寝するものは合わせ
て２２．７％であった。０時を過ぎて寝るものの割合が非常
に高い（表３，図２）。このことから夜型生活の一端がみ
えてくるといえるのではないだろうか。

③　睡眠時間
　起床時間と就寝時間から割り出した睡眠時間は６時間
台４１．２％，７時間台３２．０％で最も多かった。しかし，睡
眠時間が３時間，４時間のものもみられた（表４，図３）。
　健康を維持するためには適切な睡眠時間を確保するこ
とも重要になる。体の不調を訴えるものの訴えの内容と
して「だるい」「眠い」などの訴えがみられたがこれらの
一因として睡眠時間が関与していることも考えられる。
　国民健康・栄養調査５，６）によると２０～２９歳の１日の平
均睡眠時間は「６時間以上７時間未満」が最も多く，２０
年度男性３６．０％，女性３７．９％，２１年度男性３５．０％，女性
３５．４％であり，睡眠時間としては今回の調査結果と同様
であった。また２０～２９歳の平均睡眠時間５時間未満のも
のは２０年度男性６．６％，女性５．０％，２１年度は男性８．５％，
女性８．８％と増加している。今回の調査結果では５時間未
満のものは総数で６．２％であり，２０年度の国民健康・栄養
調査結果に近い値が出た。

４０ 三　川　明　美

表１　自分自身に関することの属性
（％）

３９．２１８歳

年　齢

４４．３１９歳

１１．３２０歳

 ２．１２１歳

 ２．１２５歳

 １．０２８歳

５７．７１学年
学　年

４２．３２学年

 ５．２男性
性　別

９４．８女性

２２．９一人暮らし
家族と同居の有無

７７．１家族と同居

表２　起床時間
（％）

１０．３５時～

３３．９６時～

４７．４７時～

 ８．２８時～

図１　起床時間

表３　就寝時間
（％）

 ６．２１０時～

１６．５１１時～

４１．３１２時～

２５．８１時～

 ９．３２時～

 １．０３時～
図２　就寝時間

表４　睡眠時間
（％）

 ２．１３時間

 ４．１４時間～

 ８．２５時間～

４１．２６時間～

３２．０７時間～

１１．３８時間～

 １．０９時間～ 図３　睡眠時間



　相川らの調査で平均睡眠時間は５時間以上６時間未満
が最も多く，次いで４時間以上５時間未満であり，６時
間以上睡眠をとっているものは１６．２％であり，本調査，
国民健康・栄養調査とは異なる値が出ている７）。
④　食事の摂食状況
　　④－１　朝食
　朝食は毎日食べているものが４２．２％，週６回が１４．４％
で約５６．６％のものが何らかの形でほぼ毎日朝食を摂取し
ていた。しかし朝食を食べる習慣がないものは１２．２％で
あった。１週間に１回，２回しか食べない者を加えると
２２．２％に達する（表５）。国民健康・栄養調査５，６）では１５
～１９歳の朝食の欠食率は平成２０年度で男性１８．４％，女性
で１０．０％，２０～２９歳男性３０．０％，女性２６．２％となってい
る。平成２１年度の同様の調査では１５～１９歳男性１５．５％，
女性１０．５％，２０～２９歳男性３３．０％，女性２３．２％であり毎
日食べないものの値としては１５～１９歳の女性に近い値で
あった，しかし，１週間に１・２回しか食べないものの
数値を加えた値である２２．２％においては平成２１年度女性
の２３．２％に近い値であった。
　さらに２２．２％の朝食を食べる習慣のないもののうち，
一人暮らしのものは２５．０％で残りは家族と同居している
にもかかわらず朝食を摂取していないことが分かった。
このことから今回の調査においては家族と同居の有無は
朝食欠食の大きな要因にはならないのではないかと考え
られる。さらに起床時間との関連では朝食を食べる習慣
のないもののうち５時台に起床するものは１０．０％であり，
今回の調査では起床時間についても朝食を欠食する大き
な要因にならないことが理解できる。
　朝食を毎日，あるいは週３回以上食べていると回答し
たもののうち６０．０％は，ごはん，パンなどの単品または
飲み物が加わるだけという朝食であり，とりあえずは食
べているという現状がうかがえる。
　このように多くのものは家庭で何らかの食事をしてい
るが，中には移動中や大学へ来てから食事をとっている
者もいる。また家庭においても大学の講義に合わせて起
床することなどもあり朝食時間が不規則なものも見られ
る。

　朝倉らの調査では BMIとの関連から見ているが毎日食
べないものは自宅，自炊で差がないという結果が出てい
る３）。朝食の欠食の弊害としてあげられるものに「目覚め
てから脳へのブドウ糖の供給がなされないために集中力
低下をきたす」，「血糖値が上がらず体温も低くなり，目
覚めが悪い」，「体が飢餓状態であると判断してエネル
ギーの消費を抑えて肥満を招きやすくなる」，「イライラ
や体のだるさを訴える」，「排便のリズムが乱れ，腸内環
境にも悪影響をもたらす」，「若年女性で骨粗鬆症への負
の関連がある」などの悪影響があるとしている４）。
　河嶋らの調査においては，住居別による朝食摂食状況
では寮やアパートで暮らすものの方に朝食欠食率が高い
結果が出ている８）。
　平成１７年度の国民健康・栄養調査９）においては，２０～
２９歳で一人暮らしのほうが朝食欠食率は高いという結果
が出ている。
　本調査では欠食率は家族と同居するものの方が高いと
いう結果となり，これらの調査結果とは異なる結果で
あった。このことは関連する要因や調査方法の違いなど
も関与しているので簡単に比較はできないと考える。
　　④－２　昼食
　昼食は毎日食べるもの７５．６％，週６回食べるもの
１４．４％と９０．０％のものが昼食を摂取していた。摂取する
習慣のない者はいなかった（表５）。
　昼食の内容としては，家庭からのお弁当，学校の食堂
での食事，コンビニエンスストアで購入したパン，カッ
プラーメン，スパゲティなどとバラエティに富んでいる。
家庭の弁当や学校の食堂の定食などを除くと，栄養バラ
ンスを考えて食事をとっているような状況は見えてこな
い。食べたいものを，おなかを満たすものをという感じ
の選び方が見られる。特に主食に偏った単品をいくつか
選んでおり，野菜や乳製品など気をつけて摂取している
様子は見られない。
　昼食時間は，大学の昼休みである１２：１５～１３：０５の間
に集中しており，昼食に関してはおおむね決まった時間
に摂取している傾向にあるといえる。
　　④－３　夕食
　夕食は毎日食べる者６４．４％，週６回食べる物１６．７％と
昼食より低い結果となった。しかし，食べる習慣がない
者はいなかった（表５）。
　夕食時間は，家庭で食べるもの，アルバイト先で食べ
るものなどさまざまであり，大学の終了時間などの関係
からも夕食時間は毎日異なっており，比較的遅い時間に
摂取しているものも多く見られる。
　　④－４　間食・夜食
　間食・夜食を毎日食べるもの８．９％，週６回７．８％と摂
取する習慣のある者の割合は比較的少なかった。摂取す
る習慣のないものは２８．９％であった（表５）。内容として
はアイスクリーム，スナック菓子，ジュースなどがある
反面，調理パンなど食事代わりの夜食・間食を摂取して
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表５　食事の摂食状況
（％）

間食・夜食夕食昼食朝食

 ８．９６４．４７５．６４２．２毎日

 ７．８１６．７１４．４１４．４週６回

１２．２１０．０ ５．６１１．１週５回

 ４．４ ３．３ ３．３ ４．４週４回

 ８．９ ３．３ ０．０ ５．６週３回

１０．０ ２．２ １．１ ７．８週２回

１８．９ ０．０ ０．０ ２．２週１回

２８．９ ０．０ ０．０１２．２食べない



いるものも見られる。
　服部らの調査では間食を毎日食べる者の割合が３６．８％
であった１０）。数値だけみると今回の調査と大きな差があ
るが，調査方法，調査の視点も異なるため本学の学生に
間食する習慣がないと決定づけるのは難しいのではない
かと考える。
　昼食後すぐお菓子を食べている状況や，休憩時間など
にもお菓子やジュースを摂食している状況はみられる。
また遅くまで起きている関係で夜食を遅い時間に摂取す
ることが習慣化しているものにおいては朝食の欠食や朝
食時間が遅くなるなどにつながり，結果的に食事時間の
乱れから生活時間の乱れにつながる可能性が高いと考え
られるが今回の調査ではそこまで結論づけるには至らな
い。
　朝倉らの調査の中でも間食を朝食，昼食の量的不足を
補充している様子が見られるとあり，食事の取り方と合
わせて間食についての指導の必要性をうたっている４）。
　これら食生活全体を見てみると，何らかの形できちん
と食生活を営んでいる者がいる一方で，多くの問題点を
抱えているものもいることがうかがえる結果となった。
　若本らは栄養素摂取量から見た食生活において居住タ
イプと栄養素摂取パターンの間には差が認められなかっ
たとしており，食生活の偏りには個人の嗜好が影響を及
ぼすとしている１１）。
　また，大迫の調査では欠食するとしたものの割合は朝
食２２％，昼食３％，夕食６％で，時々欠食する者を含め
るとさらに高率になる。このことから健康面への悪影響
が危惧されるとしている１２）。
　さらに松坂らの調査では欠食群と非欠食群の生活規則
意識，生活状況についての因子には明らかな違いはな
かったとしている１３）。
　短期大学生は１８歳以上という年齢からも食生活を含め
た生活全体がほぼ習慣化と固定化しはじめているのでは
ないかと考えられる。
　休養と栄養は健康の３本柱の２本の柱となる。このこ
とを充分意識して睡眠，食生活の重要性をしっかり認識
することがこれからの生活の基盤づくりとして非常に重
要であると考える。
　このことから，社会に出る２０代を前に，まず本人が気
を付けて食事を含めた生活全体を見直すように努めるこ
とが第一に必要なことではないかと考える。さらに，家
族と同居しているものにおいては，家族も一緒になって
食事を含めた生活全体を見直すという方向へ持っていく
ような努力が必要ではないかと考える。

４．　健康状態
　「体のどこかに不調を感じていますか」という項目では，
不調を訴えるものの割合は３７．９％で，不調を感じていな
いもののほうが６２．１％と多かった（表６，図４）。体の不
調を訴えているもののうち，睡眠時間が５時間以下の者

の割合は１６．７％であった。
　体の不調として訴えているものの内容としては「だる
い」「寝不足」「疲れている」「疲れやすい」「食欲がない」
「足，腰，肩が痛い」「眠たい」などの回答があった。こ
の回答の一因としてあげられることに，睡眠時間の影響
が少なからずあるのではないかと考えたが，体の不調を
訴えるものの中に，睡眠時間が短い者の割合が少なかっ
たことから別の要因が体調不良には関与していることも
考えられる。
　服部らの調査において「ねむけ」に対する訴えが多く
なっているという結果が出ているが１０），今回の調査でも
体調不良の訴えの中では「ねむけ」に関するものがみら
れる。また同じ服部らの調査の中で朝食を欠食するもの
に「だるさ」「ねむけ」の訴え数が，間食を多くとるもの
に「集中思考困難」「意欲低下」「活力低下」「ねむけ」の
訴え数が多いという結果が出ているという１０）。
　このことは，睡眠時間が短いからといって必ずしも体
調不良を訴えるわけではなく，むしろ食事の影響，すな
わち欠食や食事内容が体調不良に表れているのではない
かということがうかがえるのではないだろうか。
　樋口らは，午前中の知的作業の効率を高めるためには
朝食摂取は重要であるといっており，また朝食の内容に
も言及している１４）。
　このように，健康状態を維持していくためには，休養
をきちんと取り入れることはもちろん重要であるが，さ
らにバランスのとれた食事を摂取すること，食事の内容
にも配慮することなどが重要であるといえるのではない
だろうか。

５．　排便の状態
　排便は毎日あるものが４４．３％で最も多く，１～２日お
き２４．７％，２～３日おき２１．６％となった。１～２日おき
と２～３日おきを合わせると４６．３％となり，毎日排便が
あるものの割合を上回る（表７）。
　平井らの調査による毎日排便する割合は大阪２２．２％，
札幌２１．２％，仙台２０．８％。熊本１２．３％で地域による差を
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表６　健康状態について
（％）

３７．９体のどこかに不調を感じている

６２．１感じていない

図４　健康状態について



あげている１５）。いずれの数値にしても今回の本調査より
低い値となっている。
　排便習慣は食事摂取の状況や運動習慣など生活習慣全
般がかかわっており，毎日きちんとした排便習慣をつけ
るためにはまず生活習慣全体の見直しが必要になるので
はないかと考える。

６．　食生活の状況の変化
　短期大学に入学する前と後で食生活の変化について尋
ねた結果では変化があったと回答したものが４３．８％で，
変化はなかったとする者５６．３％を下回った（表８，図
５）。変化があったと答えたものの内容としては，「３食
きちんと食べなくなった」「栄養バランスが偏る」「食事
時間が不規則になった」「食べる量が減った」「冷凍食品
やカップラーメンが増えた」など，食生活の乱れをうか
がわせる回答があった。
　このことには，家族と離れ一人暮らしを始めたこと，
短期大学に入って生活が不規則になったことなどの影響
があるのではないかと考える。

７．　食事に対する考え方
　食事に対する考え方では「１日３食きちんと決められ
た時間に摂取しなければならない」「１日３食摂取できれ
ばいい」を合わせると８２．１％に達していた。
　「食事は食べたい時に食べればいい」は１１．６％，「食事
にこだわらず食べたい時に食べたいものを食べればいい」

はわずか２．１％にとどまった（表９，図６）。
　しかし，実際の食事内容や食事時間を見てみると，欠
食，食事時間が不規則，食事内容の偏りなどがみられ，
食事に対する考え方はきちんとした考えを持っているに
もかかわらず，考えていることと現実との隔たりが顕著
に現れている状況が見える。
　それにもかかわらずこのような回答をする背景には，
授業において子どもの食生活の重要性について学習して
いるということが一方では考えられる。きちんとしなけ
ればいけないけれど，実際には不規則な生活時間，忙し
い毎日の中で充実した食生活を行うことができない難し
さを感じているといえる。
　相川らは，朝食の大切さは学習しているが実行できて
いない現状があるとしており７），本調査でも同様のことが
言える。

Ⅳ．　ま　　と　　め

　広島文化学園短期大学保育学科学生に，生活習慣に関
する調査を行った結果，若干の知見を得ることができた。
１）就寝時間が０時より遅い学生の割合が最も多く，
生活時間の夜型化の定着が見られた。

２）睡眠時間は，６時間，７時間を確保している学生
の割合が最も多く，就寝時間が遅くても一定の睡
眠時間を確保していた。

３）朝食の欠食の割合は，比較的低い値であったが，
その食事内容は充実した状況は見られず，主食に
偏った栄養バランスを考えていない内容であった。

　　昼食・夕食に関しては欠食をしている者はいない
ものの，食事内容が充実していないことや，食事
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表７　排便の状況について
（％）

４４．３毎日ある

２４．７１～２日おき

２１．６２～３日おき

 ７．２３～４日おき

 ０．０４～５日おき

 ２．１そ の 他

表９　食事に対する考え方について
（％）

３８．９１日３食きちんと決められた時間に摂取しなければならない

４３．２１日３食摂取できればいい

１１．６食事は食べたい時に食べればいい

 ２．１食事にこだわらず食べたい時に食べたいものを食べればいい

 ４．２その他

図６　食事に対する考え方について

表８　食生活の状況の変化について
（％）

４３．８短期大学に入ってから変化があった

５６．３変化はなかった

図５　食生活の状況の変化について



時間が不規則な状況が見られた。
４）排便習慣は毎日ではないが９０．６％のものに定期的
に排便があった。

５）体調不良を訴えるものの割合は低かったものの，
訴えの内容としては，睡眠時間や食事の状況がか
かわっていることがうかがえる内容であった。

６）高校までと短大で食生活に変化があったものの内
容としては，好ましくない方向への変化であり，
食生活や生活習慣の充実が望まれる。

７）食事の重要性については理解しているものの，実
生活では必ずしも食生活の重要性を理解している
ような食生活がおくられている状況は見られな
かった。
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Summary

The lifestyle survey conducted of childcare students at Hiroshima Bunka Gakuen Two-Year College resulted in the 
following findings.
1)　The ratio of students who go to bed after midnight was the largest, demonstrating that students’ lifestyle has 
firmly shifted to the night hours.

2)　The ratio of students who sleep 6–7 hours a night was the largest, indicating that even if they go to bed late, 
they are managing to sleep for a certain amount of time.

3)　The ratio of students who do not eat breakfast was relatively low.　However, the content of their breakfast did 
not appear to be adequate, and showed that the students’ diet is biased toward staple foods and did not appear 
to consider nutritional balance.
Although there were no students who skip lunch or dinner, results indicated that the content of their meals 
was not adequate, and the meal times are irregular.

4)　Although they do not have a bowel movement every day, 90.6％ of students reported regular bowel 
movements.

5)　While the number of students reporting ill health was low, the content of any reports of ill health appeared to 
be related to sleeping hours and eating habits.

6)　In terms of the changes that have occurred in dietary habits between the period up until high school and the 
period at junior college, the changes occurring are not positive and improvements are required for dietary hab-
its and lifestyle.

7)　Although the subjects understand the importance of dietary habits, they were not observed to be actually 
adopting dietary habits that reflect that understanding.




