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1. 緒言 

健康増進の三要素は、食事、運動、休養である。

生活習慣は幼児期から小学校低学年の間に身につ

くともいわれる。先行研究では、保護者の行動と

子どもの行動に関連があることがわかっている１）

２）３）。しかし、それだけでなく保護者の行動の他

にも、保護者の意識と子どもの行動に関連がある

のではないだろうか。もしそうであるとするなら

ば、保護者の長年の習慣となっている行動を変え

るのは難しいが、保護者の意識を変えるだけで子

どもの行動、生活習慣が改善されるということに

なり、保護者に対する教育が今後の幼児教育にお

いて、有効となってくる。 

幼児期における生活習慣の問題点の一つとして、

朝食をおろそかにする傾向が見られている。この、

朝食をおろそかにする傾向が少なくないという実

態について着目し、それらの背景を考えることが

必要である。 
そこで、その背景の一要素であると思われる、

保護者の朝食に対する意識・行動と、子どもの朝

食をとる行動との関連について明らかにすること

とした。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 

Ｍ市内の幼稚園９園に通う幼児５２０名の保護

者を対象とした。そのうち、４２９名の回答が得

られ、回収率は 82.5%であった。 
2-2 調査方法 

無記名自己記入式の質問紙を用いた。質問紙に

は依頼状、調査の目的や注意事項を添付し、各幼

稚園の教職員の協力を得て、幼稚園から各家庭へ

の調査用紙の配布と回収を依頼して行った。 
2-3 調査期間  

平成１７年１１月２８日から同年１２月２日の

間を実施期間とした。 
2-4 調査内容 

①保護者の行動（４問）、②保護者の朝食に対す

る意識（５問）、③幼児の行動（４問）の３項目、

全１３問からなる。 
各項目は４段階の選択形式であり、その他に朝

食の内容、朝食を摂らない理由を自由記述の項目

として設けた。 
2-5 分析方法 

回収したアンケートを項目ごとに単純集計した

後、Pearsonの相関係数を算出し、 
１)保護者の行動・保護者の意識・幼児の行動の項
目全体による比較、 
２)各項目１つ１つの比較、 
をそれぞれ行った。差の検定には、ｔ検定を用い

た。有意水準は５％とした。 
保護者の行動を調査する項目である４項目の内

的整合性を示すクロンバックのα係数は 0.4958 で
あった。同様に、保護者の意識を調査する項目で

ある５項目のα係数は 0.6067 であった。幼児の行
動を調査する項目である４項目のα係数は 0.4426
であり、ある程度の信頼性がえられた。 

 
3. 結果と考察 
3-1 回答者の構成 
 回答者の構成は、父 20 名（4.7％）、母 405 名

（94.4％）、祖父 1名（0.2％）、祖母 3名（0.7％）

であった。 

3-2 保護者の行動・保護者の意識・幼児の行動の
項目全体による比較の考察 

幼児の性別、年中・年長の所属について、ｔ検

定を行った結果、差が見られなかったため、今回

は性別、所属を分けず全体で見ることにした。 
 
表 1 項目全体による比較 

  
保護者の

行動 

保護者の

意識 

幼児の 

行動  

保護者の行動     

保護者の意識   0.485***    

幼児の行動    0.349***    0.253***  

***P＜0.001 
 
１．保護者の行動全体と、保護者の意識全体に関

連が見られた。    （τ＝0.485、Ｐ＜0.001） 
２．保護者の行動全体と、幼児の行動全体に関連

が見られた。     （τ＝0.349 、Ｐ＜0.001） 
３．保護者の意識全体と、幼児の行動全体に関連

が見られた。      (τ＝0.253 、Ｐ＜0.001) 
保護者の行動・保護者の意識・幼児の行動の項

目全体による比較において、保護者の行動と保護

者の意識に相関が見られた。（τ＝0.485 、P＜
0.001）これは、保護者自身のことであるから相関
があることは当然であるといえる。 
また、保護者の行動と幼児の行動に相関が見ら

れた。（τ＝0.349、 P＜0.001）これは、先行研究１）
２）３）で述べられているものと同様の結果であった。

つまり、保護者が毎日朝食を食べれば、幼児も毎

日朝食を食べるということであり、逆に保護者が

朝食を欠食すれば、幼児もまた欠食するというこ

とでもあるといえる。そのため、保護者がしっか

りと朝食を摂ることが大切であると考えられる。

また、保護者の意識と幼児の行動についても相関

が見られた。（τ＝0.253、P＜0.001）これは、保護
者が朝食に対し、その重要性、必要性を理解し、

正しい意識を持つことが幼児の行動につながると

いうことであり、そのような意識を持つことが大

切であると推測される。そのため、保護者の意識

が向上するようなアプローチや、保護者を含めた

教育をすることが今後有効となることが考えられ

る。またそうする中において、どのような教育を、

どのように行っていくかが今後課題となるであろ

う。 



 
3-3 各項目の比較に関する考察 

各項目１つ１つの比較において、幼児の朝食の

有無は、保護者の行動のうち、保護者の朝食の有

無と一番相関が認められた。（τ＝0.361、P＜0.001）
また、保護者の意識としては、毎日朝食を摂るこ

とに気をつけている（τ＝0.224、P＜0.001）、朝食
は摂るべきだと思う（τ＝0.222、P＜0.001、）、日
ごろ３回食事を摂ることに気をつけている（τ＝

0.210、P＜0.001）、と幼児の朝食の有無と相関が認
められた。幼児の健康のためにも、朝食を摂り、

朝食に対する意識をしっかりと持つこと、行動と

意識の両方が伴っていることが、保護者に求めら

れており、保護者の理想像であることが推測され

る。 
 
3-4 朝食摂取の実態に関する考察 

保護者と子どもの生活習慣に関する研究はこれ

まで多くの報告がされており、田中ら４）の、幼稚

園児・保育園児を対象とした調査では“毎日食べ

ている”子が 84.2%、“食べないこともある”“食べ
ないことが多い”子がそれぞれ 11.2％、3.9％と報
告されている。また、林ら５）は研究の中で、全国

調査では、「毎日食べている」87％、「週に１～2回
抜く」11％、「週に 1～2回しか食べない」2％と報
告されている。本研究のＭ市の幼稚園児を対象と

した調査では、「毎日食べる」87％、「毎日ではな
いがほとんど食べる」11％、「ほとんど食べない」
2％と、先行研究とほぼ同様の結果であった。今回
「全く食べない」とした幼児はいなかったが、保

護者では 1.9％が「全く食べない」としており、こ
れから朝食を全く食べない子が出てこないとも限

らない。また、「ほとんど食べない」としている子

は、「全く食べていない」と大きな差があるわけで

はない。幼児だけではなく、保護者もまた朝食を

おろそかにする傾向が少なくない現状を今後改善

しなくてはならないことが考えられる。 
 朝食を食べない理由として、保護者は「忙しい」、

「時間がない」、「食欲がない」、「食べたくない」

などであり、幼児の理由として、「起きるのが遅く

て、食べる時間がない」、「朝は食欲がない」など

であった。寝る時間が遅いために朝起きられず、

遅刻しないために朝食を食べない、ということが

考えられる。また、起きてすぐ朝食を食べるため

に、いきなりは食欲がでないということが推測さ

れる。そのため、早寝早起きの習慣をつけること

が、朝食欠食の改善に有効な手段であるかもしれ

ない。今後は就寝時間、起床時間などの観点から

朝食摂取との関係を調査することが必要だと考え

られた。 
 

4. まとめ 

本研究では、Ｍ市の幼稚園 9 園に通う幼児の保
護者 429名について、保護者の朝食に対する意識・
行動、幼児の行動を調査し、保護者の意識・保護

者の行動・幼児の行動について比較した。 
1）保護者の行動と保護者の意識には有意な相関が

認められた。 
2）保護者の行動と幼児の行動には有意な相関が認

められた。このことから、保護者の朝食行動が幼

児の朝食行動を改善するために重要である。 
3）保護者の意識と幼児の行動には有意な相関が認

められた。 
以上のことから、保護者の朝食行動を変えるこ

とが一番であるが、保護者の意識を変えることも

幼児の朝食行動を変える可能性を示唆しており、

今後幼児教育において子どもへの指導のみならず、

保護者への朝食の意識を変える指導も必要である。 
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表 2 各項目１つ１つの比較 

 幼児の行動     

保護者の行動 朝食の有無   好き嫌い 共に食べる人 朝食の食べ方 

保護者の朝食の有無 0.361*** -0.037 0.293*** 0.084 

保護者の好き嫌い 0.177*** 0.221*** 0.057 0.079 

朝食を準備する時間 0.154** 0.071 0.260*** 0.119* 

保護者の朝食の食べ方 0.173*** 0.055 0.140** 0.191*** 

保護者の意識     

朝食を摂る意識 0.222*** 0.025 0.167** 0.126*** 

好き嫌いの意識 0.112* 0.006 0.057 0.027 

朝食づくりの意識 0.083. 0.055 0.200*** 0.155** 

３回食事を摂る意識 0.210*** -0.024 0.110* 0.103* 

毎日朝食を摂る意識 0.224*** -0.028 0.196*** 0.116* 

***P＜0.001 、**P＜0.01、*P＜0.05


