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1. 緒言 

運動と栄養は非常に関わりが深く、スポーツ活

動をする上では、エネルギーおよび栄養素摂取量

の過不足やアンバランスが、体づくりやコンディ

ションに影響することが知られている。栄養状態

を良好に保つことは、スポーツ活動に適した体を

つくり、体調を整える上で重要なことである。 

しかし、近年の食生活に関しては、欠食習慣、

食事時間の深夜化、個食の常態化等、食事のとり

方に関する様々な問題 1）が挙げられている。特に、

現代の若者の食生活に関しては、朝食欠食の習慣

化や野菜の摂取不足など、国民栄養調査 2）でも憂

慮する結果が報告されている。このことは体育系

大学生においても例外ではない。スポーツ活動に

携わる体育系大学生は、大多数が実際に競技を行

っているため、栄養状態を良好に保つ必要がある。

また、運動だけでなく栄養や健康に関する専門科

目もカリキュラムに入っており、一般の大学生と

比べて好ましい食生活を送っていることが期待さ

れる。 

これまでに，体育系大学生に対して食意識や食

行動に関する研究が数多くされてきたが，食の実

態の特徴や，良好な食事を行えていない原因にま

で言及しているものは少ない．そこで本研究では，

本学の体育・スポーツ・健康科学を専攻する学生

に対し食事調査を行い，体育系大学生の食の実態

を明らかにし，その特徴や原因を捉えることで，

スポーツ活動に携わる上での栄養管理及び栄養指

導に関する基礎的データを得ることを目的とする． 
 

2. 研究方法 

2-1 対象者 

本学の体育・スポーツ・健康科学を専攻する１

～４年生を対象に、調査の趣旨及び回答内容によ

り不利益を被らないことを説明し、同意の得られ

た 132 人（男子 58 人、女子 74 人）を調査対象と

した。 

2-2 調査方法 

2-2-1 食事調査 

食事調査は、半定量食物摂取頻度調査法により、

エクセル栄養君食物摂取頻度調査 FFQ Ver3.0（以

下 FFQ）を用いて行った。FFQ は食物摂取頻度調

査と食習慣アンケートの 2 部構成となっており、

管理栄養士の指導のもと、聞き取り方式により実

施した。食習慣アンケートは運動や健康に関する

質問、食態度に関する質問、食意識に関する質問、

食行動に関する質問の 4 項目から構成されており、

本研究の対象者に合わせて質問項目を追加、変更

して行った。調査後、すべての項目に対して間違

いや記入漏れがないことを確認した。 

2-2-2 形態・体組成測定 

形態・体組成測定は、身長、体重、体脂肪、除

脂肪量、筋肉量を、生体インピーダンス法による

体組成計（TANITA DC-250）を用い、各自測定さ

せた。測定はアスリートモード、スタンダードモ

ードの両方で行わせた。すべての調査は 2010 年 12

月に行った。 

2-3 分析方法 

栄養分析は、Microsoft Excel アドインソフト エ

クセル栄養君 Ver.5.0 を用いて、栄養素等摂取量、

食品群別摂取量を算出した。また、食事得点を食

習慣アンケートより、好ましい習慣が高得点、好

ましくない習慣が低得点となるよう設定し、各項

目を合計して算出した。合計得点はさらに 3 段階

に分け、高得点群・中得点群・低得点群とした。

分析は、食状況の特徴や傾向を調べるため、各栄

養素摂取量と基本属性（学年・居住形態・大学で

の専門競技）、現在の運動習慣の有無、欠食頻度、

栄養学の受講の有無、食事得点との関連について

検討した。統計処理には SPSS11.0J for Windows を

用いた。 

 

3. 結果 

3-1 対象者の身体的特徴 

 平均年齢は男子学生で 20.4±1.3 歳、女子学生で

20.2±1.2 歳であった。形態・体組成は、男子学生

で身長 173.6±5.8cm、体重 66.4±8.6kg、BMI22.0

±2.3kg/m2 であり、アスリートモードで体脂肪率

11.2±3.1%、スタンダードモードで体脂肪率 15.2

±4.2%であった。女子学生では身長161.0±5.9cm，

体重 55.7±7.1kg、BMI21.4±2.3 kg/m2 であり、ア

スリートモードで体脂肪率 23.4±4.7%、スタンダ

ードモードで体脂肪率 25.5±5.1%であった。 

3-2 食習慣・食意識に関して 

3-2-1 朝食欠食頻度とその関連要因 

朝食を欠食することがあると回答した者は、全

体で 63.6%であった。男女間で有意差が見られ

（p=0.018）、ほぼ毎日と回答したものが男子学生

25.9 %、女子学生 5.4 %と、男子学生が高い割合を

示した。男女を分けて分析したところ、有意差が

見られたのは女子では居住形態のみであり、まっ

たくしないと回答したものが実家・寮暮らしで

71.4%、一人暮らしで 23.9%と、実家・寮暮らしが

高い割合を示した。男子ではどの項目でも有意差

は認められなかった。 

3-2-2 栄養バランスの意識と各要因の比較 

 食事をとる時の栄養バランスについて、よく考

えると回答したものは全体で 34 人（26.6%）、時々

考えるが 67 人（50.8%）、あまり考えないが 27 人

（20.3%）、全く考えないが 4 人（2.3%）であり、

男女間ではほぼ同じ割合であった。男女を分けて

分析したところ、有意差が見られたのは女子では

運動習慣のみであり、まったく考えないが運動習

慣ありで 1.6%、運動習慣なしで 23.1%と、運動習

慣なしが高い割合を示した。男子ではどの項目で

も有意差は認められなかった。 



3-3 栄養摂取状況 

3-3-1 栄養素等摂取量 

日本人（20～29 歳）の 1 日あたりの栄養素等摂

取量と比較すると、男子学生では n-3 系脂肪酸、ビ

タミン D、ビタミン K、ビタミン B2、ビタミン B6、

食塩、女子学生では n-3 系脂肪酸、ビタミン D、ビ

タミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン

B12 で摂取量が有意に少なかった。摂取基準量を満

たしていない栄養素は、男女ともにビタミン A、

ビタミン D、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン

B6、ビタミン C、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、

食物繊維であり、女子学生はこれらに加え鉄も不

足していた。飽和脂肪酸は男女ともに過剰摂取し

ている者が多かった。 

表 1 に過不足の見られる栄養素摂取量と、関連

の見られた項目（学年、運動習慣、欠食頻度、食

事得点）との相関係数を示した。男子学生では学

年に最も多く相関が見られた。ビタミン D、ビタ

ミン C、食物繊維は食事得点のみ相関が見られた。

女子学生では、ほとんどの栄養素で食事得点と相

関が見られた。男子学生のマグネシウム、女子学

生のビタミン B2、飽和脂肪酸については関連のあ

る項目は見られなかった。栄養摂取量と各項目ご

とに分散分析を行った結果、男子学生の学年では 1

年生が、運動習慣では「運動習慣あり」が、食事

得点では高得点群が他の群と比較して摂取量が有

意に高い値を示し、欠食頻度では「ほぼ毎日」が

有意に低い値を示した。女子学生の食事得点、運

動習慣も同様の結果であった。 

3-3-2 食品群別摂取量 

日本人（20～29 歳）の 1 日あたりの食品群別摂

取量と比較すると、男女ともいも類、野菜類、海

藻類、魚介類、嗜好飲料類、調味料・香辛料類で

有意に低く、果実類、乳類、油脂類で有意に高い

値を示した。さらに男子学生は穀類、菓子類で、

女子学生は豆類、肉類で有意に高い値を示した。 

 

4. 考察とまとめ 

 本研究では、本学体育系大学生の食の実態を明

らかにし、その特徴と要因の検討を行った。分析

から、以下の結果が得られた。 

1）朝食は全体で約 6 割が習慣的に欠食をしており、

国民栄養調査でも指摘されているとおり、適切

な状況であるとはいえなかった。欠食をする割

合は女子学生よりも男子学生が、実家・寮暮ら

しよりも一人暮らしが高い傾向にあった。これ

は、五島ら 3）の報告と同様の結果であり、体育

系大学生とは言え、一般学生と同様の課題を抱

えていることが明らかとなった。 

2）摂取量が不足している栄養素はビタミン A、ビ

タミン D、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン

B6、ビタミン C、カルシウム、マグネシウム、亜

鉛、食物繊維、女子学生はさらに鉄であり、日

本人の平均摂取量にも満たなかった。摂取量に

大きく関わる要因は男子学生で学年、女子学生

で食事得点であった。男子学生は学年が上がる

につれ食事バランスが崩れることから、学年別

の指導が必要である。 

3）食品群別摂取量では、日本人の平均摂取量と比

べて、いも類、野菜類、魚介類、嗜好飲料類、

調味料・香辛料類が有意に低かった。飲料は、

お茶か水を飲むようにしていると回答した学生

が多く、飲み物に関しては意識が高いことが伺

えた。いも類、野菜類、魚介類には、今回不足

が見られたすべての栄養素が多く含まれている。

食事得点が高い者であっても摂取量が不足して

いることから、実際の必要量を確認させ、どれ

だけ不足しているのかを自覚させることが必要

である。 
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表1　不足栄養素の摂取量と学年・運動習慣・欠食頻度・食事得点との相関関係

ビタミンA ビタミンD ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンC

男子 学年 -0.425 ** -0.256 -0.499 ** -0.459 ** -0.406 ** -0.235

運動習慣 0.363 ** 0.189 0.300 0.236 0.221 0.199

欠食頻度 -0.269 -0.335 -0.349 ** -0.317 -0.207 -0.089

食事得点 0.422 ** 0.387 ** 0.359 ** 0.314 0.358 ** 0.442 **

女子 学年 -0.290 -0.116 -0.246 -0.295 -0.199 -0.365 **

食事得点 0.462 ** 0.383 ** 0.306 ** 0.285 0.492 ** 0.441 **

表1（続き）

カルシウム 亜鉛 食物繊維 鉄

男子 学年 -0.401 ** -0.334 -0.568 ** -0.243 -0.518 ** －

運動習慣 0.220 0.068 0.302 0.117 0.189 －

欠食頻度 -0.389 ** -0.118 -0.387 ** -0.228 -0.400 ** －

食事得点 0.325 0.207 0.362 0.464 ** 0.153 －

女子 学年 -0.115 -0.140 -0.234 -0.262 -0.204 -0.181

食事得点 0.339 ** 0.378 ** 0.342 ** 0.432 ** 0.065 0.384 **

**相関係数は 1% 水準で有意 (両側)

飽和脂肪酸マグネシウム


