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1. 緒言 

スポーツ選手にとって食生活は練習と休養と同

じくらい重要なものである。即効性があるものとは

言えないが、最高のパフォーマンスを発揮するため

には欠かせないものである。しかし、金子１）の研

究では、運動部の所属学生は食事や栄養に対して関

心があることがわかっているが、栄養の知識はある

が、実際の食生活に活かされていないということが

報告されている。また、馬路ら２）の研究では、運

動部学生と非運動部の一般学生とでは、食生活の内

容には有意な差が認められないという結果が出て

いる。また、大学生は家庭から離れ一人暮らしを始

める人も多く、食生活の充実の実現は困難なことで

あるように思われる。しかし、青年期の食生活を始

めとする生活習慣が、その後の生活習慣の形成に及

ぼす影響は大きいことから、生活習慣の見直しが、

今後の生活習慣病疾患やメタボリックシンドロー

ムの第一次予防になると思われる。 
それらをふまえ、本研究では茨城大学の学生を例

に、大学生の食生活の実態を探るものとする。そし

てその中でも、食生活が特に重要性の高い運動部学

生と非運動部学生の食生活に対する意識の比較を

行う。加えて、男女別比較と、一人暮らしと実家暮

らしの居住別比較も行うものとする。 
そして、女子学生の痩身願望と食行動にも着目し、

先行研究との比較、検討を行うことを目的とする。

これらの結果から、茨城大学における、専門授業以

外の栄養教育の必要性についての検討を行う。 
 

2. 研究方法 

2-1 調査の対象と期間 

茨城大学の全学部全学年学生を対象に運動部学

生 150 人（男性 83 人、女性 67 人）、非運動部学生

150 人（男性 28 人、女性 122 人）の計 300 人に無

記名自記式のアンケートを配布した。調査期間は平

成 20 年の 12 月から平成 21 年の 1月にかけて行っ

た。 

2-2 分析方法 

アンケートの集計は、MicrosoftOfficeExcel2007

を用いて、クロス集計を行った。その後、クロス集

計の関連性を調べるためｘ２検定を行った。また、

食行動質問票については SPSS 11.0J for 

Windows を使用し、各項目間での運動部と非運動部

間でｔ－検定を行った。全て有意水準は 5%未満と

した。 

2-3 調査項目 

 身体状況に関する５項目 

 食生活に関する項目（一人暮らし又は寮暮ら

しは 17 項目、実家暮らし 13 項目）。 

 毎食事に関する項目 

 体型の自己評価とダイエットについて13項目 

 栄養教育について 3項目 

 食行動について３） 50 項目 

3. 結果と考察 

3-1 身体把握状況 

「体重を把握しているか」という問いに対して、

運動部で「あてはまる」と答えた人は 133 人（89.3%）

で、非運動部は 104 人（70.3%）であった。体脂肪

と BMI の把握状況は、体脂肪と BMI においては運動

部も非運動部もかなり低い値が得られた。体重を把

握している人は 237 人（79.8%）いたのにも関わら

ず、93 人（31.4%）の人しか体脂肪を把握していな

い。また、BMI を把握している人は 58 人（19.9%）

であった。ほとんどの人が体重を把握しているのに

対し、体脂肪や BMI を把握している人が少ないのは、

特定の測定器具を要するため、容易に計測すること

ができないからだと考えられる。体重を把握してい

る人の割合が運動部の方が高いのは、体重が運動の

規定に関わる種目があることや、体重が俊敏性に影

響を及ぼすことなどが理由として考えられる。 

3-2 朝食欠食と夕食の外食について 

「朝食を食べているか」という問いに対して、全

体では 209 人（71.6%）が「あてはまる」と答えた。

運動部学生では 100 人（68.5%）が、非運動部学生

でも 109 人（74.7%）が朝食を食べている。これを、

さらに男女別に比較したところ、運動部も非運動部

でも男性よりも女性の方が高い数値を得ることが

できた。運動部の女性は 52 人（80.0%）だったのに

対し、男性は 48 人（59.3%）であった。この運動部

の欠食率を国民健康・栄養調査４）の平均値と比較

すると、男性は－12.1%で女性は＋4.9%であった。

したがって、運動部の男性の朝食欠食を解決しなけ

ればならない。そのためには、改めて朝食の果たす

役割や重要性を認識させることが必要である。また、

就寝・起床時刻を早めて、睡眠時間を十分にとり、

規則正しい生活習慣を身につけさせることが欠食

を減少させる手段であると思われる。 

また、夕食の外食については、外食理由として①

自炊が面倒である②付き合いなどが多く挙げられ

た。また、外食頻度では週に１～２回が最も多く、

週に３～４回という人もいた。しかし、外食頻度と

運動部所属の有無は関連がみられなかった。ただし、

外食理由と運動部所属の有無では関連がみられた。

原田（1988）の研究によると、「外食頻度が高い者

は、欠食をする傾向がある」ということから、外食

頻度の高い者は欠食のないよう心掛け、栄養のバラ

ンスが偏らないように、栄養管理に努めるべきであ

る。 

3‐3 食生活満足度 

食生活満足度において運動部と非運動部では差

はみられなかった。住居別に比較したところ、「満

足である」と答えた人は一人暮らしでは109（56.2%）

だったのに対し、実家住まいでは 64 人（73.6%）で

あった。このように食生活満足度は居住環境との関

連がみられた。この結果は五島（2002）の研究結果

と一致した。 

  また、食生活満足度と「食事に気を使っている」、

「バランスの良い食事をしている」人は食生活満足



73 

度が高いということがわかった。これらの結果から、

食生活に満足している人ほど健康や食事に対する

関心が高いため、よりよい食生活を営もうと努めて

いるのではないかと思われる。 

3－5 食生活に対する意識 

「健康に気を使っているか」という問に対し、200

人（66.7%）が「あてはまる」と回答した。運動部

では 105 人（70.0%）で非運動部は 95 人（63.3%）

であった。運動部と「健康に気を使っているか」の

項目は関連をみせた。したがって運動部の方が非運

動部よりも健康に関しての関心があると思われる。

「食事に気を使っているか」の項目でも同様の結果

が得られたが、「バランスの良い食事をしているか」

の項目ではあてはまるのは、運動部は 63 人（42.9%）

で非運動部も 63 人（42.0%）であった。以上の結果

から、運動部と非運動部では食事に対しての意識や

実践度には、確かな違いがあるとは言えないと思わ

れる。つまり、運動部の学生にとってスポーツ栄養

の概念の認識は低いということが推察される。 

 また、以上の項目から一人暮らしの学生は実家住

まいの学生よりも、健康や食事に対して関心が高い

が、バランスの良い食事を続けることの困難さが窺

えた。 

3－6 体型の自己評価とダイエット 

自分の体型を「太っている」と評価した人は 133
人（44.3%）で、「普通である」が 134 人（44.7%）、

「痩せている」が 33 人（11.0%）であった。この評

価において運動部と非運動部には差はみられなか

った。男女で比較したところ、女性は「太っている」

と評価した人は 102 人（54.0%）で男性は３１人

（27.9%）であった。また、「痩身願望の有無」に

ついても男性が 41 人（37.3%）だったのに対し、女

性は 165 人（87.3%）であった。「ダイエットの経

験の有無」についても女性の 122 人（65.6%）がダ

イエットの経験があった。また、ダイエットについ

ても「現在ダイエットを行っている」と「これまで

のダイエット経験の有無」も女性の方が圧倒的に多

かった。しかし、「痩せたい」と思っているものの、

実際にダイエットを行っている者は多くなく、ダイ

エットはしているが、食事には気を使っていないと

いう人も 19.6%みられた。以上の結果から、女性は

男性よりも、自己評価が厳しく、「太っている」と

思っている人が多く、それに伴い「痩身願望」をほ

とんどの女性が持っているといことがわかった。こ

の結果は、内山（2001）や諸研究 5）の調査結果と

一致するものであった。しかし、本研究では、対象

者の実際の体型を判断する、体重や体脂肪や BMI
などの指標と自己評価の照合ができなかったため、

自己評価の信憑性に欠けるものとなってしまった

ことが今後の課題であり、なぜ「痩せたい」と思う

のか、要因を探る必要があると思われる。 
3－7 栄養学について 

これまでの栄養学の経験の有無では、「経験があ

る」と答えたのは、運動部では 79 人（53.0%）、非 
運動部では 77 人（51.7%）であった。どのように栄

養学を学んだかについては「大学の専門授業」が

96 人、「これまでの家庭科の授業」が 32 人、「部

活動を通して」が 15 人、「自分で本を読んだ又は

調べた」が 13 人であった。栄養教育の必要性につ

いては、運動部では 90 人（60.0%）、非運動部では

84 人（56%）が「必要である」と回答した。以上の

結果から、本学において、専門授業としての栄養教

育を含み、さらに、その他の一般学生を対象とした

栄養教育の実践と、実際の生活での実践力の指導が

必要である。また、学生においても、学んだことを

知識だけにとどめず、実践する意欲を持つことが大

切である。 
3－8 食行動について 

７つの食行動特性において、運動部と非運動部で

は差は認められなかった。しかし、男女の比較では、

どのグループでも女性が男性を上回った。 
運動部と非運動部の２群で、各項目間で有意な差

が得られた項目は以下のものである。「食べなけれ

ば元気が出ない」「一日の食事中、夕食が最も豪華

で量が多い」「缶ジュース・缶コーヒー・スポーツ

ドリンク・栄養ドリンクを飲む」であった。男女で

有意な差が得られたものは女性が高得点のものは

「太ることに関する意識」の項目が多く、男性が高

いものは「生活習慣を招きやすい食行動」の項目が

多かった。 
 
4 まとめ 

本研究を調査するにあたって、「運動部学生と非

運動部学生の食生活には大きな差があるのではな

いか」という仮説を立てて臨んだが、それを実証す

るような、明らかな結果を得ることはできなかった。 
実際の運動部の食生活は、食生活と競技パフォーマ

ンスが関連して認識されていない食生活であると

いうことが推察できる。この結果は、先行研究の結

果との一致がみられた。以上のことから、今一度、

運動部学生の生活習慣の見直し、改善が必要である

と思われる。そうしたことが、競技結果にも反映さ

れるのではないだろうか。 
 また、本研究結果から、本学における栄養教育は、

運動部以外の学生にも求められていることがわか

った。その実践に当たっては、学んだ知識を生活に

活かす「実践力」の育成が必要であり、学生におい

ても「実践しようとする」意欲を持ち、よりよい食

生活を営むために努めることが大切である。 
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