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子どもの家庭における食生活の実態と学校給食による調査(1 ) 

一排便と食物繊維の摂取について~一

森山克子*，興那覇由里*

A Study of the Actual Situation of the Domestic 
Eating Habits and Shool Lunch (1) 

-A evacuation and intaking of the dietary fiber一

Katsuko MoriyamaへYuriYonaha* 

要約

本研究は、県内小学校5年生77名を対象とし、 2009年9月中旬から10月上旬に実施された『家庭におけ

る食生活の実態と学校給食による鯛査Jの一部である。体位や身体活動状況、排便状況など生活の実態を

同時に調査することによって食事の摂取状況だけでなく身体活動による消費量の実態を把握することがで

きたが、今回は、排便状況の結果より、排便状況による食物繊維の摂取量に有意な差は見られなかったこ

とを報告する。男子は排便状況が悪いほど食物繊維量が多くなる傾向がみられたが、女子は排便状況が悪

いほど食物繊維量は少なくなる傾向がみられ、男女によって違いがみられた。

キーワード:【家庭学校給食食物繊維身体状況排便状況】

Summary 

The present study was a part of the research on relationships between the state of meal at 

home and school lunch conducted from mid-September to early October in 2009. Participants were 

77 fifth grade students in Okinawa. The result shows that there is no significant differences the 

amount of intaking dietary fiber and actual situation of defecate. For male students， the more 

they intake dietary fiber， the worse actual situation of defecate is. For female students， the lesser 

they inkate dietary fiber， the worse状況(frequency，quality) of defecate. Therefore， there is small 

(orどのくらい)differences between male and female students. 

1 .緒言

食は人聞が生きていく上で基本的な営みの一つ

であり、健康な生活を送るためには健全な食生活

は欠かせないものである~特に、成長・発育途

上にある子どもにとって、栄養バランスのとれた

-琉球大学教育学部，生涯健康教育コース

食事を 1日に 3度きちんととり、適切に栄養を摂

取することは健康な心身をはぐくむために欠かせ

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、極めて重要であると

考える。

しかし近年は、核家族化の進展、共働きの増加
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などの社会環境の変化、外食や調理済み食品の利

用の増加などの食品流通の変化等を背景に、食生

活の在り様も大きく変化しつつある。これらの食

を取り巻く環境の変化に伴い、子どもの朝食欠食

や孤食化などの食生活の乱れ、肥満傾向の増大、

過度の痩身傾向など 2)の問題点が挙げられるよう

になり、これらの問題を改善していくことが求め

られている。特に、沖縄県では、「健康おきなわ

21Jにおいて成人の肥満の減少や成人の女性のや

せの減少などに加え、児童、生徒の肥満児の減少

が目標として掲げられておりへ学童期の肥満傾

向児に対する個別指導等それぞれの状況に応じた

食生活の改善に取り組むことが必要であると考え

られる。

このような状況下、平成17年に「健全な食生活

の実践Jや「食に関する知識と食を選択する能力

の習得Jを目的として食育基本法が制定され、食

育基本法の前文において「子どもたちが豊かな人

間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくため

には、何よりも「食Jが重要である。 ・・・子ど

もたちに対する食育は、心身の成長及び人格形成

に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心

と体を格い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎と

なるものJυ と規定し、子どもに対する食育を重

視している。

また、平成17年の栄養教諭制度の創設や平成20

年度の学校給食法の改正により、学校給食の普及

充実並びに学校における食育の推進を図ることが

明文化された。子どもへの食育について家庭を中

心としつつ学校においても積極的に取り組み、学

校や家庭、地域で連携をしていくことが求められ

ている。学校や家庭、地域が連携し子どもへの食

育を推進していくためには食生活の中心となる家

庭や学校給食における子どもの食生活の実態を適

切に把握することが重要である。さらにエネルギー

や栄養素などの摂取状況は身体活動、体位との関

連もあるため、身体活動状況など子どもの活動の

実態を把握することが必要である。

沖縄県では、すべての学校給食調理場で年2回、

栄養素等摂取状況調査が実施され、給食の摂取状

況は把握されている。しかし、学校給食において

計量法による個別の栄養摂取状況の調査報告は少

ない。さらに、児童の家庭における食生活の実態

について自記式記録法によって行った調査は平成

5年を最後に行われていない。そこで、家庭にお

ける食生活の実態と学校給食において自記式記録

法や計量法を用いて個別に調査を行い報告するこ

とは大変意義があると考えられる。また、今回は

食事摂取状況に加え、体位や身体活動状況、排便

状況など生活の実態を同時に調査することによっ

て食事の摂取状況だけでなく身体活動による消費

量の実態を把握することができる。

そこで本研究では、家庭における食生活の実態と

学校給食の摂取状況を個別に調査し、児童の活動状

況や食物繊維の摂取状況について明らかにすること

によって、学校給食を通した食育をさらに推進して

いくためのー資料とすることを目的とする。

ll.研究方法

1 .調査対象

調査対象は沖縄県内の教育事務所の違う 2つの

小学校を選定し、小学校5年生77名を対象とした。

77名の男女の内訳は男子40名、女子37名であり男

子51.9%、女子48.1%であった。

欠席や体調不良を除いた結果有効回収率は食事

摂取状況調査97.4%、活動調査97.4%、排便調査

94.8%であった。

有効回収率・・

食事調査(男 39/40名、女36/37名 97.4%) 

活動調査(男 40/40名、女35/37名 97.4%) 

排便調査(男 39/40名、女34/37名 94.8%) 

2. 調査方法及び調査実施手JI目、調査内容

調査時期は2009年9月中旬から 10月上旬に調

査を実施した。調査に当たっては、各学校の責任

者及び担任の先生、保護者、対象の小学校を管轄

する学校給食施設の先生方に調査研究の目的と意

義、方法の説明を行い調査趣意に関する理解を得

た。今回、調査を行う食事調査、活動調査、排便

調査、身体活動調査の4つの調査は平成20年度に

行われた「児童生徒の食生活等実態調査J5) を参

考にし、説明資料や記入用紙については十分検討

を行い、追加や修正を行った。その後、調査の記

入方法については保護者、児童に対して説明会を

行ったうえで同意を頂き、保護者のご協力が十分
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に得られるようにした。データの取り扱いに際し

ては、 ID化して用いた。調査を行った結果に関

しては個別の成績表を作り児童一人一人に返却を

行った。この結果を担任の先生の指導や授業の教

材として利用した。調査内容は以下の通りである。

① 食事摂取状況調査

【A. 家庭での食事、 B. 学校給食】

学校給食のある連続した 3日間に調査を行った。

今回は2校とも水、木、金に実施した。食事をA.

家庭での食事 B.学校給食の 2つに分類し、こ

れらの合計を 1日の食事摂取量として算出した。

A. 家庭での食事

家庭における食事調査は自記式目安記録法を用

いる。記入方法については担任、保護者、児童に

事前に説明会を聞き、保護者にも協力を得られる

ようにした。記入は本人、もしくは保護者に記入

してもらった。調査用紙は、平成20年度に行われ

た「児童生徒の食生活等実態調査jを参考にして

用いた。調査用紙には朝食、おやつ、夕食、夜食

の区分別にそれぞれの料理名と摂取食品名、食品

の使用量または摂取量を記入し、翌日、調査員が

盛の把握や間食の有無、記入漏れがないか喫食者

に直接聞き取りを行った。聞き取りを行うことで

食事記録の精度を高めるようにした。特に、主食

となるごはん、パンのフードモデル、給食を用い

て確認作業を行い、エネルギー摂取量の精度を高

めた。

B. 学校給食

調査員が計量器を用いて、各料理別に学校給食

摂取前・後の量を測定した。摂取後の量から摂取

前の量を差し引いた給食の量を算出した。調査用

紙は、平成20年度に行われた「児童生徒の食生活

等実態調査Jを参考にして用いた。 3日間の調査

において、記入漏れや不明な点がないかを確認し、

記入漏れや不明な点に関しては調査員に確認を行

い、内容について追加および修正することで、活

動記録の精度を高めるよう努めた。

。栄養価計算

栄養素等摂取量の算出は文部科学省科学技術・

学術審議会報告書「五訂増補日本食品標準成分表」

(以下 食品成分表という)の数値を使用した。

また、目安量から重量に変換する作業は、調査後

において調査員が行った。その際、参考本等ト11)

や実際の食品を購入する方法を用いてグラムに換

算を行った。学校給食の栄養価は、管轄する学校

給食センターから献立を提供してもらった。得ら

れた食事調査データおよび学校給食の献立から、

エクセル栄養君Ver.4.5を用いて栄養摂取量を算

出した。

② 活動調査

食事調査を行った 3日間に、 24時間の活動内容

について15分ごとに記録した。学校にいる時間は

あらかじめ、担任の先生に時間割を提供してもら

い、学校外の時間の活動内容を記入してもらった。

記入方法については担任、保護者、児童に事前に

説明会を開き、保護者にも協力を得られるように

した。記入は本人、もしくは保護者に記入しても

らった。調査用紙は、平成20年度に行われ「児童

生徒の食生活等実態調査Jを参考にして用いた。

3日間の調査において、調査翌日に回収し、記入

漏れや不明な点があった場合は児童本人に確内容

について追加および修正することで、活動記録の

精度を高めるよう努めた。

。活動量計算

各調査日で、身体活動レベル (PhysicalActivity 

level ; PAL)を算出し、 3日間の平均を求める。

PAL=:E {Af X分} / 1440分

※Afとは、 activityfactor (活動時エネルギー

消費量/基礎代謝量)

Afは、日本人の食事摂取基準 (2005年版)参

考にした。

③排便調査

食事調査期間を含む一週間の排便状況を記入し

てもらった。調査用紙は、 1日の排便回数、排便

時間、うんちの状態(かたい、ふつう、水っぽい)、

体の調子を記入してもらった。調査において、記

入漏れや不明な点がないかを確認し、記入漏れや

不明な点に関しては、内容について追加および修

正することで、活動記録の精度を高めるよう努め

た。排便は日本消化器病学会山による定義や報告

書1刊こより 1週間の排便日数によって評価を 3つ
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の群に分類し評価を行った。排便日数3日/遡以

下を「便秘群J、4--5日/週を「中間群J、6日

/週以上を「快便群Jとして分類した。

④ 身体状況調査

身長・体重の測定値は、食事調査実施期間の前

後に測定を行った。また、児童の小学 1年生........5

年生の4月の健康診断時の測定した値も用い、発

育曲線が描けるようにした。個々の子どもについ

て身長と体重の発育曲線を描くことによって、

「目巴満j、あるいは「やせJといった栄養状態の評

価ばかりでなく、ほとんどの発育の異常を早期に

見つけることができるへまた、これらの値は、

「村図式Jの次の計算式により肥満度を算出した。

※肥満度= (実測体重kg一身長別標準体重kg)/

身長別標準体重 (kg) x 100 
※学校保健統計では、性別・年齢別・身長別標準体

重から肥満度を求め、 20%以上の者を肥満傾向

児、 -20%以下のものを痩身傾向児としている。

3. 解析方法

結果については、性別、調査対象の小学校、栄

養摂取状況、活動量、排便群別の比較において独

立した 2変数の t検定により検討を行った。分析

に際しては、統計フログラムパッケージ

SPSSfor Windows ver.15. Microsoft Excel 

2003 (マイクロソフト社)を使用し、統計上の有

意水準は 5%未満とした。

m.研究結果

1 .身体的特徴について

表 1・ 1は身長、体重、肥満度を示している。

調査対象の身長は男子140.0:t6.75cm、女子141.8

:t7.21cm、体重は男子36.3土7.90kg、女子36.3:t

8.46kgであった。身長の平均値は女子のほうが

男子より 1.8cm高く、体重に差はなかった。

表 1-2は肥満度の分布表と具体的に肥満やせ

の程度を表している。今回の調査対象の肥満度の

平均値は男子4.1土 16.15、女子2.3土16.48であっ

た。やせ傾向と判定された児童はいなかったが、-

20--0 %のやせ傾向と思われる群に分類された児

童が男女とも半数以上を占めており、「やせJと

判定されないがやせ傾向と思われる群の児童が多

いことが示唆される。また、肥満傾向と判定され

た児童は男子17.5%、女子13.9%といることが分

かった。本調査の対象、沖縄県、全国の肥満傾向

の出現率の比較では、男女とも沖縄県、全国平均

より多いことが分かつた(図 2)。

これらの結果より、今回の集団において「やせ

傾向につながる群Jと rs巴満Jが課題であること

が分かつた。

表 1-1 調査対象の身長、体重、肥満度

性別 身長 体重 肥 満 度

男 (n=40) 本調査 4月 138.0土6.44 34.3:1:7.48 2.7土15.58
9月 140.0土6.75 36.3土7.90 4.1:t 16.15 

沖縄 137.7:1:6.29 33.9土7.87 一
全国 139.0土6.20 34.4土7.70 一

女 (n=36) 本調査 4月 139.4土7.30 34.6土8.45 2.8:1:17.10 
9月 141.8土7.21 36.3土8.46 2.3:t 16.48 

沖縄 139.8土6.84 34.7土7.48
全国 140.3土6.73 34.3土7.30 一

※沖縄県、全国の身長体重はH19年沖縄県学校保健調査報告番を用いた1臼

表 1-2 対象者の肥満度の内訳

高度のやせ やせ やせ傾向ふつう 軽度肥満中等度肥満高度肥満

男子
男子全体

。 。 21 12 4 3 。
n=40 (0%) (0%) (52.5%) (30%) (10%) (7.5%) (0%) 

女子
女子全体

。 。 21 10 3 l 
n=36 (0%) (0%) (58.3%) (27.8%) (8.3%) (2.8%) (2.8%) 

合計
。 。 42 22 7 4 

(0%) (0%) (55.3%) (28.9%) (9.2%) (5.3%) (1.3%) 
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男子

5 15 
13 

10 

6 6 

。
.40.0 .20.0 0.0 20.0 40.0ω。

図 1-1 肥満度(男子)

※肥満度とは

通常川、f.m式」の次の，iI.釘;式によりj肥満度を鉱

山した。肥満度が+20%以上であれば肥満似向、 -

20%以下であればやせ{ぱifi'Jとする。また、具体的

に肥満の場合は、 Jf巴il~j肢が+20%以上30%未満を

軽度、 +30%以上50%未満を中等度、 +50%以上

を向皮の肥満と判定する。やせのj窃合は、Jf巴i純度

が-20%以下をやせとし、特にー30%以下は日度

のやせと判定する。

女子

度

数 15
15 

10 

6 

0 
・40.0 .20.0 0.0 20.0 40.0 00.0 

図 1-2 肥満度(女子)

2 身体活動量 (PAL)について

表 21洋に身体前!Jl)Jfi1(P A L)を示した。見交

の平均値は兇子1.72土0.16、ムー子1.72土0.19であ

り、男女の平均にJEは見られなかった。

表 2-2は身体活動品について郎前!日jのfn!!O;lf

に表した。今回、 部活動の有無は 3111:11の前動J己
掠用紙において部活動または欣.lm後にスイミング

クラブ等の記述が一円でもあるものを「部前!f~Jあ

りJとし、 3臼I:lfの中で記述がないものを f日目前

肥満傾向児 全国

20 

15 

10 

.本調査 . 沖縄

男子 女子

図2 肥満傾向児(県、全固との比較)

表 2・1 調査対象の身体活動量

yj子 (n=40)

女子 (n=36)

全 体

平均値

1.72 
1.72 

1.72 

標準偏差

0.16 

0.19 

0.18 

表2・2 男女別、部活動の有無による身体活動量

平均値 際?(I!偏差

行lír.r;~)Jあり (n=25) 1.78 0.14 • (p<0.05) 
なし(n=15) 1.63 0.16 

i官ii.5!Jl)Jあり (11=14) 1.90 0.10 • (p<0.05) 
なし (n=21) 1.60 0.13 

ftlii，fj!lilJあり (n=39) 1.83 0.14 移(p<0.05)
なし (n=36) 1.61 0.14 
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~UJなしJ と区別した。

その結巣、ク)女とも部iMVJありと行liiMVJなしの

グループの平均に有意に芯があることが分かった。

身体活動力Iはエネルギー消沈悦をP:UIすることに

も影科を 17・えることから、行lii市!f!IJの有1!11を附;，認す

ることは重要であると考えられる。

3.排便状況について

排出は円4>:消化器病午:会1:11による定必や報告

;!?H}により 1週間の排{史H数によってJf-(illiを3つ

の併にわけで評価を行った。排便U数3LI /i盟以

下を 「使俗i町、 4~5 LI/ill!を叶1l:lJl町、 6日

/迎以上を「快便i洋Jとして分顕した。児Lととも

JI"i司，"JI作が約40%、中間II作が約40%、(!l!縦n下が20%

となった。全体の約20%が{史H~‘ぎみである こ とが

分かった。

表 3-1はり|ー使1洋別の食物繊*mM (、ド J~)(pl土標

r¥'¥偏差)を示した。クj予は快便11下、 rl'l:l!11下、使秘

l伴とり1:使状況が恐くなるにつれて食物繊維奴取立

が多くなる結果となった。一方、火 fは快便1伴、

rl'I1JJl伴、便秘n下とりH!I!状況が忠くなるにつれ、食

物繊維摂取量が少なくなる傾向となった全体の結

果から、快{児i作やIJI]:nl伴、便秘i作によって食物繊

維版取fliに行ななJEはなく変化はみられなかった。

司祭 3-2は釧(史n下);'Jの活動強度 (平均値±牒1¥'¥

偏;0 を示した。

男子はtA使i伴、 111r:nl伴、便秘i作と排便状況が恐

くなるにつれてit!i!fUJ品は低い結栄となった。女子

は快便i伴のi1i動:!J(がー需品.!jい結果となった。また

快便l作と中川l洋との川に有立な先が見られた。

IV. まとめ

身体状況制作の車内決から、肥満度-20%未満~

0%のやせ傾向につながると思われる群の児虫が

全体で約55%いること、またIJ巴i前傾向と判断され

た児盟が全体の15.8%いることをふまえて、 今II!I

の~聞において「やせ削向につながる併」 と rJJ巴

尚傾向山j と体怖が二順化にJilJかっていると考え

られる。小児JUJの肥満は成人JUJの肥満へ移行する

.男(11=39).女(n=33)
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快使群 中間群 便秘群

図3 排便状況

表3・1 排便群別の食物繊維量

快便 1伴 中間 i洋
10.9(:t2.0) 11.5(土1.3)

10.5 (土3.1) 10.1(:t2.0) 

10.7 (土3.1) 1O.9(土2.0)

表 3・2 排便群別の活動量

快便 J咋 中I:JJl 

l.68 (土0.14) 1.74 (:t0.19) 

1.84 (:t0.16) 1.65 (:t 0.15) 

1.75 (:t0. 17) 1. 70 ( :t 0.17) 

h
一日
付

日
一灯
一日

便秘群

11.7 (:t2.3) 

9.8(:t1.9) 

10.9(土2.3)
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ことが考えられており、生活習慣病発症の危険因

子の一つである。 ω現在、本県において肥満傾向

児の減少が目標として挙げられていることからも

今後、肥満傾向のある児童に対しての個別指導が

さらに求められる。また、「やせJについても20

代の女性のやせが社会的課題として挙げられてお

り、思春期に入るこの時期に教育、指導の必要性

が今後さらに高まると考えられる。

身体活動量 (PAL)については男女とも1.72と

身体活動レベルは「ふつう」であった。また、部

活動の有無を見てみると部活動ありは1.83、部活

動なしは1.61と活動量に有意に差があった。活動

量の増加によって必要エネルギー量が増加するの

で，部活動をしている子どもをもっ家庭に資料配

布等の食指導の充実が求められる。

排便状況の結果より、排便状況による食物繊維

の摂取量に有意な差は見られなかった。男子は

排便状況が悪いほど食物繊維量が多くなる傾向が

みられたが、女子は排便状況が悪いほど食物繊維

量は少なくなる傾向がみられ、男女によって違い

がみられた。このことからも、今回の調査におい

て排便状況と食物繊維量の関係性を示すには至ら

なかった。
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