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は　し　が　き

成長期にある児童生徒にとって、健全な食生活は健康な心身を育むために欠かせな

いものであると同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすものであり、極め

て重要です。

近年、食生活を取り巻く社会環境の変化などに伴い、児童生徒の朝食の欠食や偏っ

た栄養摂取などの食生活の乱れにより様々な問題が提起されています。

このような中、身近な学校給食は、児童生徒の健康な心身を育むために、バランス

のとれた食事を提供するとともに、正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身につけ、

生涯にわたり健康で過ごすための基礎を形成するなどその果たす役割はますます重要

になっています。

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、平成12年度に実施した「児童生徒の

食生活等実態調査」のその後における意識、行動等の変化を把握するとともに、新た

に学級を担任する教員の方々も調査の対象に加え、学校給食と生活習慣や朝食と生活

習慣の関連についてクロス集計し、報告書にまとめました。

その結果、前回と同じく学校給食が児童生徒にとっては、友達と一緒に食事ができ

る楽しみの場になっています。一方、家庭においては孤食化が増え家族だんらんでの

食事の取り方が減少していることが明らかになりました。

また、児童生徒の朝食欠食については、「ほとんど食べない」と回答した児童生徒

は、平成7年度調査から平成12年度調査にかけてはやや増えていましたが、今回は、

やや減少していることがわかりました。このことは、学校関係者が、食育の第一義的

テーマを朝食と考え、取り組んできた成果が出たものとも思われます。

本報告書が、皆様に広く活用され、学校における食育の推進及び学校給食の充実に

資することを期待しています。

終わりに、調査に御協力をいただきました各都道府県教育委員会及び学校給食実施

校の関係者の皆様及び本調査委員会委員各位、並びに御指導をいただいた文部科学省

の関係者に対し、深く感謝の意を表します。

平成19年3月

独立行政法人日本スポーツ振興センター　

理　事　長　　　雨　宮　　忠



平成17年度児童生徒の食生活等実態調査委員会

［委員］

◎阿 部 裕 吉　　学校食事研究会　事務局長

小 林 町 子　　社団法人全国学校栄養士協議会　会長

鈴木 志保子　　神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科　助教授

田 所 雅 人　　伊奈町立小室小学校　教諭

平 山 素 子　　秋草学園短期大学幼児教育学科　講師

牧 野 裕 子　　豊後大野市立清川小学校　専門学校栄養職員

（五十音順） ◎は委員長

［指導助言者］

田 中 延 子　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課　学校給食調査官

［事務局］

独立行政法人日本スポーツ振興センター健康安全部健康安全事業課



目　　次

Ⅰ　調査の概要

010 目的 ……………………………………………………………………………………9

020 調査対象 ………………………………………………………………………………9

030 調査規模 ………………………………………………………………………………9

040 選定方法 ………………………………………………………………………………9

050 調査時期 ………………………………………………………………………………9

060 調査方法 ………………………………………………………………………………9

070 調査内容 ………………………………………………………………………………9

080 有効回収率 ……………………………………………………………………………10

Ⅱ　回答者の属性

010 児童生徒 ………………………………………………………………………………13

020 保護者 …………………………………………………………………………………13

030 学級担任 ………………………………………………………………………………14

Ⅲ　調査結果の概要　

010 本調査の新たな試みとその背景 ……………………………………………………17

020 児童生徒の朝食の実態 ………………………………………………………………17

030 学校給食 ………………………………………………………………………………19

040 食事の基本マナー ……………………………………………………………………21

050 家庭の食生活 …………………………………………………………………………22

060 不定愁訴 ………………………………………………………………………………26

Ⅳ　調査結果（単純集計）

【児童生徒】

010 学校給食が好きですか ………………………………………………………………29

020 学校給食が好きな理由 ………………………………………………………………31

030 学校給食で好きな料理 ………………………………………………………………32

040 学校給食で嫌いな料理 ………………………………………………………………34

050 学校給食を残しますか ………………………………………………………………36

060 学校給食を残す理由 …………………………………………………………………37

070 食事の時に気をつけていること ……………………………………………………38

080 食品のはたらき ………………………………………………………………………42

090 学校給食前の空腹度 …………………………………………………………………44



10 朝、起きる時刻・夜、寝る時刻 ……………………………………………………45

11 起床時の状態 …………………………………………………………………………47

12 朝食の摂取状況 ………………………………………………………………………48

13 朝食の欠食理由 ………………………………………………………………………49

14 学校の授業以外の運動 ………………………………………………………………50

15 食事前の手洗い ………………………………………………………………………51

16 おやつの摂取状況 ……………………………………………………………………52

17 よく食べるおやつ ……………………………………………………………………53

18 夜食の摂取状況 ………………………………………………………………………55

19 よく食べる夜食 ………………………………………………………………………56

20 家での食事の手伝い …………………………………………………………………58

21 自分だけで料理が作れますか ………………………………………………………59

22 自分だけで作れる料理 ………………………………………………………………60

23 食事のときのあいさつ ………………………………………………………………62

24 はしの持ち方 …………………………………………………………………………63

25 共食状況 ………………………………………………………………………………64

26 家庭での食事のマナー ………………………………………………………………66

27 食事が楽しいと感じるとき …………………………………………………………67

28 嫌いな食べ物 …………………………………………………………………………68

29 嫌いな食べ物への対応 ………………………………………………………………70

30 好きな料理 ……………………………………………………………………………71

31 嫌いな料理 ……………………………………………………………………………73

32 不定愁訴 ………………………………………………………………………………75

【保護者】

010 児童生徒の朝食・夕食の共食状況 …………………………………………………83

020 児童生徒の食事の時刻 ………………………………………………………………84

030 児童生徒の食事時間 …………………………………………………………………85

040 朝食の摂取状況 ………………………………………………………………………86

050 朝食の欠食理由 ………………………………………………………………………87

060 献立を決めるときに気をつけること ………………………………………………88

070 誰の嗜好に合わせて料理を作りますか ……………………………………………89

080 調理済み食品の使用頻度 ……………………………………………………………90

090 調理済み食品の使用理由 ……………………………………………………………91

10 朝食・夕食の食事作り時間 …………………………………………………………92

11 児童生徒と料理を作りますか ………………………………………………………93



12 食品を選ぶときに気をつけること …………………………………………………94

13 はしの持ち方 …………………………………………………………………………95

14 児童生徒の生活時間 …………………………………………………………………96

15 学校給食に関する資料の活用度 ……………………………………………………98

16 学校給食に関する資料で参考になること …………………………………………99

17 学校給食で良いと思われること …………………………………………………100

18 学校給食に望むこと ………………………………………………………………101

19 児童生徒に教えていること ………………………………………………………102

20 児童生徒の生活習慣で心配なこと ………………………………………………103

21 不定愁訴 ……………………………………………………………………………104

【学級担任】

010 学校給食で指導していること ……………………………………………………105

020 児童生徒の生活習慣で心配なこと ………………………………………………107

030 学校給食を残さず食べることを指導していますか ……………………………108

040 食に関する指導をする際に学校栄養職員から欲しい情報 ……………………110

050 保護者に児童生徒へ食に関して教えてほしいこと ……………………………112

060 はしの持ち方 ………………………………………………………………………114

Ⅴ　調査結果（クロス集計）

010 朝食と生活習慣等との関連 ………………………………………………………117

020 学校給食と生活習慣等との関連 …………………………………………………121

030 共食と生活習慣との関連 …………………………………………………………127

040 健康状態と学校給食・食習慣との関連 …………………………………………130

Ⅵ　集計表

010 児童生徒 ……………………………………………………………………………145

020 保護者 ………………………………………………………………………………175

030 学級担任 ……………………………………………………………………………193

040 クロス集計 …………………………………………………………………………198

Ⅶ　調査用紙

010 児童生徒用 …………………………………………………………………………211

020 保護者用 ……………………………………………………………………………218

030 学級担任用 …………………………………………………………………………223



Ⅰ

Ⅰ　調査の概要



1 目　的

この調査は、平成12年度に実施した「児童生徒の食生活等実態調査」のその後に

おける意識、行動等の変化を把握するとともに、児童生徒等の食生活の問題点や学

校給食に関するニーズ等を調査し、今後の学校における食育の推進及び学校給食の

充実に資することを目的とする。

2 調査対象

全国47都道府県から選定した、完全給食実施公立学校（１クラス30名程度）の小

学校５年生、中学校２年生及びその児童生徒の普段の食事の用意をしている保護者

（以下「保護者」という。）並びに学級担任とする。

3 調査規模

（1）都市部の栄養教諭、学校栄養職員配置校の小学生及び中学生　　　　各30名程度

（2）都市部の栄養教諭、学校栄養職員未配置校の小学生及び中学生　　　各30名程度

（3）農山漁村部の栄養教諭、学校栄養職員配置校の小学生及び中学生　　各30名程度

（4）農山漁村部の栄養教諭、学校栄養職員未配置校の小学生及び中学生 各30名程度

（5）上記小学生及び中学生の保護者

（6）上記学校の学級担任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各10名程度

4 選定方法

都道府県教育委員会の選定による。

5 調査時期

平成１８年１月

6 調査方法

（1）独立行政法人日本スポーツ振興センターが学校に対して、調査用紙を配布し、

回収の上集計を行う。

（2）調査用紙のうち、児童生徒用紙とその保護者用紙は１セットとする。

（3）調査用紙の記入は、学級担任、児童生徒は学校で行い、保護者は家庭で行う。

（4）調査用紙は、無記名とする。

7 調査内容

（1）食に対する意識、知識

（2）食生活の実態

（3）食事マナー

ー9ー
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（4）嗜好調査

（5）食に対する指導等の実態

（6）学校給食に対する認識等

（7）健康状態

（8）衛生管理に対する意識、知識

（9）食育

8 有効回収率

ー10ー

配布数 

6,387  

6,261  

12,648 

有効回収数 

6,205  

5,971  

12,176  

96.3%

区　　分 

小学５年生 

中学２年生 

計 

有効回収率 

配布数 

6,387  

6,231  

12,618 

有効回収数 

6,120  

5,767  

11,887  

94.2%

区　　分 

小学校保護者 

中学校保護者 

計 

有効回収率 

配布数 

1,557  

1,319  

2,876 

有効回収数 

1,491  

1,232  

2,723  

94.7%

区　　分 

小学校学級担任 

中学校学級担任 

計 

有効回収率 
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Ⅱ

Ⅱ　回答者の属性

この調査は、小学校5年生、中学校2年生の児童生徒及びその保護者並びに学級担

任を対象とし、調査回答数は、小学校5年生6,205人、中学校2年生5,971人、合計

12,176人、保護者は、11,887人、学級担任は、2,723人である。

1 児童生徒

2 保護者

男子 男子 男子 女子 

小学校 中学校 合　計 

女子 女子 性　別 
無記入 

性　別 
無記入 

性　別 
無記入 計 計 計 

区　　分 

総　　計 

都　市　部 
農山漁村部 

表Ⅱ－1－1　児童生徒の回答数 （人） 

1,539 
1,421

2,960

1,523 
 1,439

2,962

  173 
  110

283

3,235 
2,970

6,205

 1,519 
 1,434

2,953

 1,480 
 1,363

2,843

   98 
   77

175

 3,097 
 2,874

5,971

 3,058 
 2,855

5,913

3,003 
2,802

5,805

  271 
  187

458

 6,332 
 5,844

12,176

男子 男子 男子 女子 

小学校 中学校 合　計 

女子 女子 性　別 
無記入 

性　別 
無記入 

性　別 
無記入 計 計 計 

区　　分 

総　　計 

都　市　部 
農山漁村部 

表Ⅱ－1－2　児童生徒の回答数（学校栄養職員配置校） （人） 

  809 
  678

1,487

  767 
  653

1,420

   76 
   47

123

 1,652 
 1,378

3,030

 839 
 677

1,516

 823 
632

1,455

52 
28

80

1,714 
1,337

3,051

1,648 
1,355

3,003

1,590 
 1,285

2,875

 128 
  75

203

 3,366 
 2,715 

 6,081

男子 男子 男子 女子 

小学校 中学校 合　計 

女子 女子 性　別 
無記入 

性　別 
無記入 

性　別 
無記入 計 計 計 

区　　分 

総　　計 

都　市　部 
農山漁村部 

表Ⅱ－1－3　児童生徒の回答数（学校栄養職員未配置校） （人） 

730 
743

1,473

756 
786

1,542

 97 
63

160

1,583 
1,592

3,175

 680 
757

1,437

 657 
731

1,388

  46 
 49

95

1,383 
1,537

2,920

1,410 
1,500

2,910

1,413 
1,517

2,930

 143 
112

255

2,966 
3,129

6,095

表Ⅱ－2－1　保護者の回答数 （人） 

男子 男子 男子 女子 

小学校 中学校 合　計 

女子 女子 性　別 
無記入 

性　別 
無記入 

性　別 
無記入 計 計 計 

区　　分 

総　　計 

都　市　部 
農山漁村部 

1,516 
1,394

2,910

1,503 
1,412

2,915

176 
119

295

3,195 
2,925

6,120

1,449 
1,372

2,821

1,432 
1,326

2,758

99 
89

188

2,980 
2,787

5,767

2,965 
2,766

5,731

2,935 
2,738

5,673

275 
208

483

6,175 
5,712

11,887
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3 学級担任

（％） 

母親 区　　分 

計 

小　学　校 
中　学　校 

表Ⅱ－2－2　保護者の児童生徒との続柄 

94.0 
93.9

94.0

父親 

   4.4 
   4.3

4.4

祖母 

   1.3 
   1.4

1.3

祖父 

     0.0 
   0.1

0.0

その他 

   0.2 
   0.3

0.3

（人） 

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 年齢無記入 

性別無記入 

全　体 

男　性 

女　性 

表Ⅱ－3－2　学級担任の回答数（年齢別） 

1,491 

482 

984

25

1,232 

686 

530

16

193 

60 

133

0

176 

88 

87

1

421 

179 

240

2

467 

290 

177

0

598 

188 

401

9

466 

247 

209

10

265 

51 

206 

 8

106 

50 

54 

 2

14 

4 

4 

 6

17 

11 

3 

 3

学校栄養職員配置校 

小学校 中学校 

全　体 

男　性 

女　性 

性別無記入 

表Ⅱ－3－3　学校栄養職員配置・未配置校別の学級担任回答数 

743 

238 

493 

12

学校栄養職員未配置校 

748 

244 

491 

13

学校栄養職員配置校 

683 

374 

297 

12

学校栄養職員未配置校 

549 

312 

233 

4

男性 男性 男性 女性 

小学校 中学校 合　計 

女性 女性 性　別 
無記入 

性　別 
無記入 

性　別 
無記入 計 計 計 

区　　分 

総　　計 

都　市　部 
農山漁村部 

表Ⅱ－3－1　学級担任の回答数 

246 
236

482

545 
439

984

 14 
11

25

805 
686

1,491

355 
331

686

307 
223

530

 11 
 5

16

673 
559

1,232

601 
567

1,168

852 
662

1,514

25 
 16

41

1,478 
1,245

2,723
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Ⅲ

Ⅲ　調査結果の概要

1 本調査の新たな試みとその背景

平成17年度児童生徒の食生活等実態調査は、平成12年度調査以後の児童生徒の食

生活等に関する意識や行動等の変化を把握すると共に、児童生徒等の食生活の問題

点や学校給食に関するニーズ等を調査し、今後の学校における食育の推進及び学校

給食の充実に資する目的で、平成18年1月に実施された。

今回、調査対象をいままで児童生徒とその保護者にしていたものを、さらに広げ

て新たに学級担任を加えたのである。これによって、児童生徒をとりまく直接の関

係者の意識や行動が明らかになった。

学校給食では栄養教諭制度が発足し、食育基本法の施行と食育推進基本計画で、

小学生の朝食欠食率を4％から平成22年度までに0％にする数値目標が示されている。

調査概要は児童生徒を中心に保護者や学級担任の意識や行動等を入り交ぜながら、

その食生活の実態を浮きぼりにしたのである。

2 児童生徒の朝食の実態

（1）朝食欠食率の微増に歯止め

児童生徒の朝食欠食については、「ほとんど食べない」と回答した児童生徒は平成

7年度調査から平成12年度調査まで微増をつづけており、今回その結果が心配されて

いた。

しかし、平成12年度調査と比較して、今回の調査結果では、小学校女子は3.6％が

2.8％に、男子は4.6％が4.1％で小学校全体では4.1％が3.5％と0.6％減少した。中学校

では女子は5.1％が4.5％と減少しているが、男子は5.3％が5.8％に増加していること

から、中学校全体では5.2％で増減はなかった。また、朝食を「食べない」、「食べな

いことがある」を合わせると、小学校全体で平成12年より0.9％減って14.7％となり、

中学校は0.4％減って19.5％となっている。

ここ10年ぐらい、朝食の欠食率は年々増加していたが平成17年度でやっと増加に

歯止めがかかったと思われる。このことは、学校関係者が、食育の第一義的テーマ

を朝食と考え、訴えつづけてきた成果がやっと見えてきたといえるのではないだろ

うか。

しかし、保護者の朝食摂取状況は児童生徒とは逆に、｢ほとんど食べない｣保護者

が平成12年度調査より、全体で1.2％増えて5.2％になっている。

（2）朝食欠食の理由

朝食欠食の児童生徒に、その理由を質問すると小学校では「食欲がない」が最も

多く、男子49.4％、女子46.3％となった。平成12年度調査では「食べる時間がない」

が最も多く男子36.5％、女子45.9％であった。

中学校では、逆に｢食べる時間がない｣が最も多く、男子46.5％、女子44.4％で、

平成12年度調査とあまり変わらなかった。
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また、保護者の朝食欠食の理由は、｢時間がないから｣が一番多く小学校の保護者

40.7％、中学校の保護者46.5％、次いで｢食欲がないから｣が小学校の保護者31.8％、

中学生の保護者が25.8％、｢食べないことが習慣になっているから｣が平成12年度調

査と比較して小学校保護者が1.6％上昇して20.4％、中学校保護者が1.9％上昇して

21.3％になっている。

食育推進基本計画では、20代男性30％、30代男性23％の朝食欠食率を平成22年ま

でに15％以下に減らすことを目標にしている。

（3）夜寝る時刻

｢早寝・早起き・朝ごはん｣といわれているが、児童生徒の夜寝る時刻をみると、

小学校では約50％の児童が22時までに寝ている一方で、約28％が22時31分以降に寝

ている。中学校では23時1分以降に寝る生徒が約56％を占め男子より女子の方が遅く

寝る傾向にある。ちなみに0時以降は小学校は2.9％、中学校は、男子15.5％、女子

20.7％もおり、児童生徒の夜型生活は完全に定着してきている。

また、朝起きる時刻は、6時31分以降が小学校59.7％、中学校が58.5％であり、「す

っきりと目がさめる」割合は、小学校男子が21.5％、小学校女子18.4％、中学校男子

12.4％、中学校女子10.4％となっている。

8時間以上の睡眠時間を確保していない児童生徒は、小学校男子21.7％、女子

23.1％、中学校男子65.9％、女子79.6％であった。

（4）夜食を食べる児童生徒の増加

夜遅くまで起きていると、お腹が空いて何か食べたくなる。

今回の夜食の摂取状況の調査結果に、それが如実に現れている。

平成12年度の調査では、夜食を「ほとんど毎日食べる」児童生徒は小学校10.8％、

中学校9.2％であったが、今回は小学校15.0％、中学校14.2％と増加している。

「週に2日以上夜食を食べる」児童生徒は小学校で16.8％上昇して51.1％、中学校

では17.2％上昇して52.1％となった。やはり、夜遅くまで起きている中学生の摂取率

が高く、最も遅くまで起きている中学校女子が54.6％と最も高くなっている。

このように、夜食を食べる児童生徒が5年間に半数を超えていることは、児童生徒

の生活のリズムが完全に夜型になっており、この生活リズムが翌朝の朝食欠食につ

ながっていることから、その生活リズムを見直すためには「早寝・早起き・朝ごは

ん」運動を一層展開していく必要がある。

そして、よく食べられている夜食は果物、アイスクリーム、スナック菓子がベス

ト3で、調査時期が冬であったので果物はみかんが多かったが、特にアイスクリーム

が突出しているのが注目された。暖かい部屋で冷たいアイスクリームを食べている

のではないかと思われる。
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（5）朝食から登校の時間

保護者が朝食づくりにかける時間は小学校で「10分～20分」が46.4％、「10分未満」

が30.6％、「21分～30分」が16.1％、中学校では「10～20分」が44.4％、「10分未満」

が26.3％、「21分～30分」が19.9％となっている。

小学校の保護者より中学校の保護者の方が朝食づくりに時間をかけている様相が

明らかになった。

児童生徒が朝食を食べ始める時刻は、全体で「6時31分～7時」が43.8％、ついで

「7時1分～7時30分」が35.9％、「6時1分～6時30分」が14.8％で、小学校では農山漁村

部の児童生徒が「6時31分～7時」に集中し、都市部の児童生徒は「6時31分～7時30

分」に集中する傾向を示している。本調査では、都市部、農山漁村部の区分でみて

いるが、ほとんどの設問においては両区分に差はみられないが、本設問では農山漁

村部の児童生徒は、都市部の児童生徒より早く朝食を摂る傾向が表れている。

また、児童生徒が登校する時刻は、全体で「7時31分～8時」までが50％と最も多く、次

いで「7時1分～7時30分」が37.4％であるが、小学校農山漁村部が「7時1分～8時」の1時間

に分散しているのに対し、小学校都市部は「7時31分～8時」までが56.9％と集中しており、

農山漁村部の児童生徒が都市部の児童生徒より早く登校している傾向を示している。

（6）学級担任の心配事と朝食欠食

学級担任に、｢児童生徒の生活習慣で心配していること｣を9つの選択肢で質問する

と全体で「偏食」69.4％、「睡眠不足」52.6％、「欠食」36.4％の順であった。

小学校の学級担任では、3番目に「食事のマナー」37.5％が入り4番目に「欠食」

28.7％である。中学校の学級担任では「欠食」が45.5％であり、小学校より中学校の

方が「朝食欠食」が増加することから、学級担任が生徒の「朝食欠食」を心配して

いる様子や、2番目の「睡眠不足」についても、日ごろ生徒と接していて、感じてい

ることがうかがえる。

3 学校給食

（1）学校給食に対する好感度小学生で5％アップ

児童生徒が学校給食に対してどう思っているかを平成12年度調査と比較してみる

と、小学校では、全体で｢大好き｣｢好き｣と回答した者は5.1％上昇して69.0％になり、

中学校についても、0.7％とわずかであるが上がって56.3％になった。

学校給食が｢大好き｣｢好き｣な理由は、「おいしい給食が食べられるから」「みんなと

一緒に食べられるから」と答える者が多いが、小学校と中学校では微妙な差がある。

小学校で多い理由が「みんなと一緒に食べられるから」70.3％、「おいしい給食が

食べられるから」64.4％に対し、中学校では、｢おいしい給食が食べられるから｣

64.3％、「みんなと一緒に食べられるから」58.3％と順位が入れ替わっている。小学

校、中学校共に、3番目に「栄養のバランスがとれた食事が食べられるから」となっ
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ている。このような傾向は平成12年度調査と大差のない結果となっている。

（2）学校給食で好きな料理は「カレーライス」

「学校給食で出される料理のうち好きなもの」は、小学校全体、中学校全体ともに

上位6位まで同順位となっており、1位「カレーライス」、2位「めん」、3位「デザート」、

4位「パン」、5位「揚げ物」、6位「スープ・汁物」である。小学校全体では7位「サラ

ダ」、8位「煮物」、9位「変わりご飯」、10位「丼物」で、中学校全体では、7位「煮物」、

8位「丼物」、9位「サラダ」、10位「変わりご飯」となっている。男女の差がはっきり

と表れており、「カレーライス」は小学校男子53.0％、女子38.5％、中学校男子45.5％、

女子28.5％で、男子の方が好む傾向があり、その差は小学校よりも中学校の方が大き

い。また、「デザート」は小学校男子26.3％、女子33.5％、中学校男子25.0％、女子

40.7％で、女子の方が好む傾向があり、同様に中学校の方が差が大きい。

これまでの調査では、学校給食と限定せずに｢好きな料理｣を調査してきたので、

今回のように、｢学校給食で出される料理のうち好きなもの｣とした設問は初めて取

り入れたものである。

（3）学校給食できらいな料理は「サラダ」

「学校給食で出される料理のうちきらいなもの」は、小学校全体、中学校全体と

もに上位5位までが同順位となっており、1位「サラダ」、2位「パン」、3位「スー

プ・汁物」、4位「煮物」、5位「炒め物」である。小学校全体では6位「揚げ物」、7位

「漬物」、8位「和え物」、9位「納豆」、10位「めん」で、中学校全体では6位「和え物」、

7位「漬物」、8位「酢の物」、9位「めん」、10位「納豆」となっている。前項の「好

きな給食」ほど大きな男女差は見られず、全体的に偏りが少なく、分散している。

1位の「サラダ」は、「好きな給食」では小学校7位、中学校9位にランクされ、4位

の「パン」は、「好きな給食」では小学校、中学校ともに4位にランクされている。

また、「好きな給食」で1位の「カレーライス」は、小学校では14位にランクされる

など、好き・きらいの両方にランクされるものが目立つ。

（4）学校給食を全部食べる児童生徒が増加

今回は、｢学校給食を全部食べますか｣と質問しているが平成12年度調査では、「学

校給食で残すことがありますか」と質問しており、若干ニュアンスが異なるが、結

果は、「いつも全部食べる」が小学校全体で45.4％に達し、平成12年度調査を8％上

回った。中学校全体でも平成12年度調査を12.4％上回り40.6％になった。

小学校男子は「いつも食べる」が51.6％で小学校女子の39.0％を大幅に上回り、中

学校男子も54.8％で中学校女子の25.7％を大幅に上回っている。農山漁村部も46.4％

で都市部の39.9％を上回っている。

（5）学校給食を残す理由は「きらいなものがあるから」が65％

給食を残す理由は、全体で「きらいなものがあるから」が64.9％で｢量が多すぎる

から｣が37.5％、｢給食時間が短いから｣が33.2％、｢食欲がないから｣が23.1％、「おい
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しくないから」が19.4％となった。小学校より中学校の方が「給食時間の短さ」を

理由に挙げており、男子に比べて女子は、｢量が多すぎるから｣と｢給食時間が短いか

ら｣の比率が高くなっている。また「おいしくないから」は、小学校12.5％に対し、

中学校は約2倍の25.9％に達しており、全体では女子18.3％より男子21.2％の方が多

い結果となった。

（6）食事の意識で1番は「朝・昼・夕三食きちんと食べる」

食事で気をつけること12項目を提示して「はい・いいえ」で回答させると、全体

で最も多く気をつけている項目は「朝・昼・夕三食必ず食べる」で82.6％を占め、

朝食を児童生徒は意識していることが明らかとなった。次に多いのは｢楽しく食べ

る｣72.6％、｢牛乳や小魚を食べる｣67.3％とつづく。比較的低率は、｢食事はゆっくり

とよくかんで食べる｣が39.1％、｢栄養のバランスを考えて食べる｣が29.8％、「好きき

らいをしない」が37.4％、｢色の濃い野菜を多く食べる｣が40.4％となっている。

男女の差をみると、「できるだけ多くの食品を食べる」「牛乳や小魚を食べる」「好

ききらいをしない」は男子が、「食事はゆっくりとよくかんで食べる」「ジュース等

をのみすぎない」は女子の意識が高い傾向である。

ほとんどの項目は平成12年度の調査と比較して上昇しているものの、少なくとも

各項目共、50％以上となることが望ましいが、結果から、「そしゃく」や｢栄養のバ

ランス｣、｢好ききらい｣、「緑黄色野菜」に関しては、意識が低いと思われる。

また、全ての項目において小学生より中学生の意識が低い結果となっており、知

識を実践に結びつけることができる指導が望まれる。

4 食事の基本マナー

（1）食事の前の手洗い

食事の前の手洗いは全体では「いつもしている」が37.0％で「ほとんどしている」

28.2％で、あわせて65.2％の児童生徒が手洗いをしている。しかし、中学校男子が

9.0％、小学校男子が7.6％手洗いを「していない」と答えていて、小学校女子3.9％、

中学校女子6.8％と比較して高い比率を示している。

手洗いはマナーとしてだけでなく、衛生的にも重要であるので、手洗いを徹底さ

せる指導が必要である。

（2）食事のあいさつ

「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつについては、「いつもあいさつをす

る」が全体で、平成12年度調査より10％高くなり、あいさつをする児童生徒が増え

てきている。小学校全体で｢いつもあいさつをする｣が平成12年度調査より11.6％増

えて63.2％、中学校全体で平成12年度調査より7.9％増えて44.9％になり、「あいさつ」

をする頻度が高くなりつつあることは望ましいことである。
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（3）はしの持ち方

「はし」をどのように持っているかの設問では、正しい持ち方を選択した児童生

徒は全体で56.6％であった。保護者については小学校が74.9％、中学校75.0％であった。

学級担任については、今回はじめて調査を実施したが、小学校は87.3％、中学校

では83.9％が正しい持ち方を選択している。

保護者が家庭において食に関することで子どもに教えていることは、多い順に

「好き嫌いなく食べる」56.2％、「食べるときの姿勢」55.9％、「残さず食べる」

38.4％、「食事のマナー」23.8％、「食べる前の手洗い」21.4％、「感謝の心」20.3％、

「はしの持ち方」19.1％、「食べるときのあいさつ」17.0％である。

「食べるときのあいさつ」や「はしの持ち方」「食器の並べ方」は、大切な躾で、

わが国の伝統的な食文化の継承という観点からも子ども達に伝えていってほしいこ

とである。

5 家庭の食生活

（1）おやつ

おやつを｢ほとんど毎日食べる｣児童生徒が平成12年度調査では、29.2％であった

のが24.5％に減少し、｢ほとんど食べない｣の25.3％が１％増えて26.3％となり、おや

つの取り方に歯止めがかかりつつあるようにみえる。

小学校全体では、「ほとんど毎日食べる」と「1週間に4～5日食べる｣を合わせて平

成12年度調査では50％であったが、43.4％ととなり、中学校全体では、平成12年度

調査では48.8％が、41.6％に減少した。

よく食べるおやつの1位は全体でスナック菓子45.5％、2位がチョコレート・チョ

コレート菓子31.9％、あめ・キャンディ20.1％、ビスケット・クッキー15.9％、せん

べい14.0％の順になっている。

（2）食事の手伝いと自分で作る料理

家で行う食事の手伝いは、全体で「あとかたづけ」が一番多く54.3％となってい

る。次いで「テーブルの準備」50.1％、「料理の手伝い」34.5％、「買い物」27.2％、

「食器洗い」27.0％、「していない」15.4％であった。「していない」が多い順で、中

学校男子27.9％、小学校男子15.1％、中学校女子13.4％であった。（家で手伝いをす

る児童生徒は、正義感や道徳心が高いという調査結果もあることから、家庭におい

ては児童生徒に手伝いをさせる習慣化を図ることが望まれる。）

「自分だけで料理を作ることができますか」の問いでは、「自分だけで料理を作る

ことができる」児童生徒は全体で70.6％おり、中学校67.4％より小学校73.6％が多か

った。そして、作ることができる料理は、小学校全体で見ると、1位卵の焼き物

79.5％、2位スープ・汁物27.2％、3位カレーライス23.7％、4位チャーハン、ピラフ

等22.9％、5位めん17.6％、6位サラダ11.8％、7位炒め物11.7％、8位パン9.5％、9位
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オムライス8.3％、10位おにぎり7.4％となっている。中学校全体で見ると、1位チャ

ーハン、ピラフ等40.8％、2位卵の焼き物40.5％、3位カレーライス38.0％、4位めん

25.4％、5位スープ・汁物23.0％、6位オムライス18.9％、7位炒め物12.5％、8位ハン

バーグ12.2％、9位煮物6.2％、10位シチュー5.6％となっている。

（3）きらいな食べ物とその対応

きらいな食べものは、小学校全体で、1位にがうり34.7％、2位肉の副生物（レバ

ーなど）17.7％、3位なす12.6％、4位ピーマン12.3％、5位トマト11.3％の順となって

いる。小学校男子と小学校女子では、きらいな食べものの傾向が異なっていること

がわかる。中学校全体では、1位にがうり25.7％、2位肉の副生物（レバーなど）

20.5％、3位セロリー13.2％、4位なす12.2％、5位グリンピース11.9％の順となってい

る。中学校男子と中学校女子では、きらいな食べものの傾向が異なっていることが

わかる。

「きらいな食べもの」が出てきたらどうするかを質問すると、「がまんして食べる」

が全体で38.0％であった。小学校全体では「がまんして食べる」が最も高く、男子が

47.4％、女子が42.0％となっている。中学校全体では「がまんして食べる」が最も高

く、男子は38.2％となっているが、女子は、23.7％で「少しだけ食べる」33.0％、「食

べない」26.7％の方が多い結果となった。

平成12年度調査と比較すると、「がまんして食べる」が増え、食べない児童生徒は

減っている。

きらいな料理は小学校全体で、1位レバー料理36.1％、2位サラダ13.4％、3位酢豚

12.8％、4位うなぎ12.0％、5位あえもの11.4％の順となっている。中学校全体では、

1位レバー料理41.2％、2位あえもの15.8％、3位うなぎ13.5％、4位煮魚12.0％、5位サ

ラダ及び酢豚10.8％の順となっている。

（4）楽しい食事と好きな料理

児童生徒が食事を楽しいと感じるときは全体で多い順に「好きなものを食べると

き」61.3％、「バーベキューなどのような屋外で食べるとき」48.0％、「外食するとき」

47.5％、「家族そろって食べるとき」29.2％、「自分が作ったり手伝ったりしたものを

食べるとき」24.3％、「学校給食のとき」22.9％となった。小・中学校とも同じ傾向

であるが、「家族がそろって食べるとき」「自分が作ったり手伝ったりしたものを食

べるとき」については、男子よりも女子の方が楽しいと感じる割合が高くなってい

る。

好きな料理は、小学校全体では、1位寿司29.8％、2位カレーライス・ハヤシライ

ス22.9％、3位ステーキ16.3％、4位ラーメン14.9％、5位ピザ11.9％の順となっている。

小学校男子と小学校女子では、好きな料理の傾向が異なっている。中学校全体では、

1位寿司24.7％、2位カレーライス・ハヤシライス20.6％、3位オムライス15.6％、4位

ラーメン14.7％、5位デザート14.1％の順となっている。中学校男子と中学校女子で
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は、好きな料理の傾向が異なっている。

好きな料理は外食メニューが多く、外食好きな児童生徒の傾向が現れている。

（5）児童生徒の共食状況と学校給食への要望

朝食の取り方は、全体で「家族そろって食べる」が平成12年度調査より0.4％増え

21.6％であった。「一人で食べる」児童生徒は小学校全体が1.1％減って14.8％、中学

校全体では、2.5％増えて33.8％になった。また、都市部25.3％の方が農山漁村部

22.8％より孤食の率がやや高い結果となった。

同様の設問に対し保護者は、「家族そろって食べる」が25.8％、児童生徒が「一人

で食べる」9.0％と保護者と児童生徒の認識にはかなり大きな差が見られる。

夕食の取り方は、全体で「家族そろって食べる」が平成12年度調査より0.8％増え

て55.7％になっている。「一人で食べる」児童生徒は小学校全体が0.5％減って2.2％、

中学校全体が0.2％増えて6.9％と平成12年度調査と大きな差は見られなかったが家族

だんらんの食事は、徐々に減少している。

家庭で料理をつくる保護者は、「栄養のバランス」70.8％を考えて、「家族全員の

嗜好」49.6％に合わせた献立を決め、さらに「家計に見合うもの」36.6％に配慮して

食事を作っている結果となった。「子どもの嗜好」で食事作りをしている者は、

18.3％であった。

調理済みの食品やインスタント食品等を使う頻度は、「1週間に1～3日程度使用」

43.5％が最も多く、次いで「月に2～3回程度使用」31.9％であり、都市部、農山漁村

部ともに差は見られなかった。

使用する理由は、「調理時間が短縮できる」81.3％が最も多く、次いで「家族が好

きだから」24.2％、「料理を作るのが面倒だから」13.4％であった。

「朝食」作りにかける時間は「10～20分」45.5％、「夕食」は「31～40分」25.9％、

「51～60分」25.4％であった。

食品を選ぶときは「消費期限、賞味期限」87.6％、「価格」87.0％を重視して選び、

「国内産」61.3％や「食品添加物」45.6％に配慮しているものの「地場産物」19.0％

には関心が低い傾向となった。

子供と料理を作る頻度は、「よく作る」「時々作る」が小学校全体で57.5％、中学

校全体で46.6％であった。小学校と中学校では小学校が、男子と女子では女子が、

親子で料理を作る頻度が高い。

学校給食に関する資料で参考になるのは全体で「毎日の献立」76.8％や「食品の

栄養に関する情報」62.5％であり、学校給食で良いと思われる点は、「栄養に配慮し

ている」92.9％、「弁当を作らなくてすむ」46.4％であった。さらに、学校給食に望

むことは「安全な食品を使用してほしい」63.5％、「栄養や食品についての知識を身

につけさせてほしい」48.6％、「郷土食や伝統食をとり入れてほしい」28.6％、「基本

的な食事のマナーを身につけさせてほしい」25.9％、「食育をすすめてほしい」
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Ⅲ

Ⅲ　調査結果の概要

25.3％など、保護者は学校給食に期待を寄せている。

（6）家族の要望に応える

今回新たに学級担任への調査を実施したが、保護者の学校給食への要望で「基本

的な食事のマナーを身につけさせてほしい」ということがあった。一方、学級担任

が行っている指導で最も多かったものは、全体で「基本的な食事のマナーに関する

こと」89.2％であり、保護者の要望と学級担任の指導が一致している結果となった。

次いで、学級担任は、「身支度や手洗いなど衛生に関すること」83.2％、「偏食をし

ないで食べること」74.7％、「感謝の気持ちで食事をすること」68.7％をあげている。

学級担任が、児童生徒の生活習慣で最も心配していることは全体で「偏食」

69.4％であり、それが「偏食をしないで食べること」の指導につながっている。ま

た、児童生徒の「睡眠不足」52.6％が「欠食」36.4％に結びついていることを、学級

担任が日ごろ児童生徒の学校生活から感じとっていることがうかがえる。「食事のマ

ナー」34.9％に対する心配は、「基本的な食事のマナーに関すること」を指導のポイ

ントにあげていることでも理解できる。

このような背景から、学校給食を残さず食べるように指導している学級担任は、

小学校71.6％、中学校40.8％となっている。一方、指導を「していない」と回答し

た学級担任は、小学校6.5％、中学校16.5％であり、その理由として、「一口は食べ

るよう指導している」、「障害やアレルギーなど体の状況に配慮」を除くと、「個人

差があるから」11.7％、「無理をさせたくない」10.9％、「自分にあった量を食べる

よう指導している」7.8％、その他、少数であるが、「強制できない」、「時間的制約」

「完食指導はすべきでない」、「あきらめ」などの回答があった。児童生徒に対し、

強制とならないよう配慮しつつ、好き嫌い無く食べることや生産者や自然の恵み等

に感謝し、大切に食べることの理解を深める指導が望まれる。

また、学級担任が栄養教諭や学校栄養職員に提供してほしい情報は「食品の栄養

に関する情報」64.3％が最も多く、次いで「毎日の献立に使われている食材に関す

る情報」54.0％、「添加物や農薬等、食品の安全性に関する情報」42.1％である。こ

れらは、全て食品の個々についての栄養や安全の情報であり、学級担任が食品につ

いて関心を持ち、日々の学校給食を指導に生かそうという姿勢がみてとれる。

また、学級担任が食に関することで家庭で児童生徒に教えてほしいことは「基本

的な食事のマナーに関すること」が最も多く、全体で82.2％、次いで「偏食しない

で食べること」67.3％、「感謝の気持ちで食事をすること」46.9％、「はしの使い方」

36.6％であった。「基本的な食事マナー」と「偏食」についての学級担任の意識と保

護者の要望については、前にも述べたとおりである。

「感謝の気持ちをもたせること」と「はし」の使い方については、個々の児童生

徒が家庭で保護者から躾られることが望ましいことから、学級担任が強調したい気

持ちを表していると思われる。
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6 不定愁訴

児童生徒の不定愁訴で、「しばしば」、「ときどき」、「たまに」を合わせて、多い順

に小学校全体では、「頭が痛くなることがある」77.5％、「身体のだるさや疲れやす

さを感じることがある」71.3％、「食欲がないことがある」64.5％、「乗り物に酔いや

すい」62.9％、「お腹が痛くなることがある」57.8％、「お風呂に入った時やいやなも

のを見たときに気分が悪くなることがある」46.2％、「たちくらみ」42.9％であった。

中学校全体では、「身体のだるさや疲れやすさを感じることがある」82.6％、「頭

が痛くなることがある」79.5％、「たちくらみ」69.2％、「乗り物に酔いやすい」

62.1％、「食欲がないことがある」58.2％、「お腹が痛くなることがある」57.7％、

「なかなか起きられず、午前中からだの調子が悪い」49.2％、「お風呂に入った時や

いやなものを見たときに気分が悪くなることがある」39.6％であった。

保護者全体では、「身体のだるさや疲れやすさを感じることがある」75.3％、「頭

が痛くなることがある」67.9％、「たちくらみ」51.3％、「乗り物に酔いやすい」

41.3％、「なかなか起きられず、午前中からだの調子が悪い」39.1％、「お風呂に入っ

た時やいやなものを見たときに気分が悪くなることがある」38.1％、「食欲がないこ

とがある」33.6％、「お腹が痛くなることがある」23.7％であった。
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