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1. 緒言 

中学校学習指導要領における保健体育科のねら
いには、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力
の育成」、「健康の保持増進のための実践力の育成」、
「体力の向上」が挙げられている。運動と栄養はパ
フォーマンスの向上だけでなく、健康の維持、体力
の向上、競技の継続意欲等に影響を及ぼすと考えら
れている。河合ら 1）は、ジュニア選手を対象（陸
上競技長距離走選手）に、トレーニングと食事摂取
の状況が健康度、及び体調に及ぼす影響について調
査し、その結果、競技力を向上させるためには食生
活の状況が良好であること、また、競技力の高い選
手ほど食事に配慮していることを明らかにしてい
る。しかしながら、この研究は、高い競技力をめざ
す陸上選手を対象としていることから、本研究では、
成長期にある中学生を対象にして、運動と食事及び
健康度と体調がどのような状況にあるかについて
調査をし、保健体育授業や部活動における基礎資料
を得ることをねらいとした。 

 
2. 研究方法 

2-1 調査対象 
 Y 県の Y 公立中学校（269 名）と S 公立中学校
（582 名）に所属する 1 学年～3 学年までの計 851

名を対象にアンケート調査を実施した。 

2-2 調査方法 

 調査は自己記式調査法によって実施した。平成
25 年 5 月 27 日～6 月 21 日の間に、対象者に調査の
目的を説明し、調査をした。 

2-3 調査内容 

 調査は、河合らの方法¹⁾に準拠して、食事につい
て 13 項目、健康感、体調、睡眠の状態について 7

項目、及び運動について 4 項目の合計 24 項目とし
行った。なお、回答は、4 つの選択肢から 1 つを選
ばせる方法を採用した。 

2-4 サンプリングの抽出 

 収集データ数は合計 868 名であったが、ミス記入
のあった回答を除外した結果、851 名であった。そ
の内、男子 404 名、女子 447 名であった。運動部・
クラブチーム所属であると回答した人は、638 名
（75.0%）であり、未所属であると回答した人は、
213 名（25.0%）であった。 

2-5 統計分析 

 食生活、自覚的健康感と体調、睡眠の状態と生活
の規則性に関する項目の回答は、4 つの選択肢（①
全くそうでない、②あまりそうでない、③ある程度
そうだ、④全くそのとおりだ）から、1 つを選択さ
せ、統計処理には、①②と③④をそれぞれ統合して
良、否に 2 値化し、男女別及び運動部所属と未所属
で比較をした。有意差検定には、x²検定を用いて有
意水準は 5%未満とした。 

 また、食生活の具体的な内容 13 項目から、各項
目で「良い」状態の場合を 1 点、「悪い」状態の場
合を 0 点とし、総得点 12 点とし食生活スコアを算
出した。このスコアをもとにして 3 分位数により、
7 点以下、8-9 点、10 点以上の 3 段階にカテゴリー
化して比較をした。 
  
3. 結果と考察 

3-1 中学生の食生活状況について 

表 1 に中学生の食生活の状況について示した。 

「毎日三食とっている」と回答した人は 91.7%であ
り、中学生の食生活は良好な状態であることが確認
された。また、「外食が多い」、「1 人で食事する
ことが多い」と回答した人は、13.9%、14.9%と少な
い割合であり、中学生は、自宅通学の関係から家庭
で健全に食事管理されていることが窺える。そして、
「現在、ダイエットをしている」、「サプリメント
をよくとっている」と回答した人も、10.8%、8.8%

と少ないことから、家庭での食生活管理が行き届い
ており中学生はこうしたことに関心がまだ低いと
思われる。 

 男女別に比較すると、有意な差が認められたのは、 

「油っぽいものは食べない」、「野菜をよくとる」、
「インスタント、レトルト食品は避ける」、「総菜、
弁当を食べる」、「現在、ダイエットをしている」、
「サプリメントをよくとっている」であり、この理
由は、中学生において女子は体型を気にする傾向が
強いと推察される。 

また、食生活全体を評価するために食生活スコア
を算出し、その結果を表 2 に示した。 

中学生全体では、7 点以下の割合 83.1%、8-9 点の
割合は 14.0%、10 点以上の割合は 2.9%であった。 

 男女別にみると、男子では、7 点以下の割合は
83.7%、8-9 点の割合は 12.1%、10 点以上の割合は
4.2%であり、女子では、7 点以下の割合は 82.6%、
8-9 点の割合は 15.7%、10 点以上の割合は 1.8%であ
り、男子の方がやや食生活は良好と判断される。 
 
3-2 健康感、体調、睡眠について 
 中学生全体でみると、「現在、自分は健康である」、
「たいてい体調が良い」と回答した人は、84.0%、 

82.3%であるが、一方、「睡眠は十分にとっている」
（62.9%）と「規則正しい生活を送っている」（63.1%）
の項目では、否定的な回答が増えている。中学生の
殆どは自宅生のため食事は家庭で摂るため、体調管
理はされていると考えられるが、睡眠については、
受験勉強等による影響を受けているものと考えら
れる。また、「現在の体重と体脂肪がわかる」の項
目では、わかると回答した人は、34.4%であった。
中学生の段階では、体組成等の知識が十分に理解さ
れていないことに理由があると思われる。 

また、「将来も運動やスポーツを継続する」と回
答した人が 65.3%であったことから、保健体育の授
業では、一層、生涯体育へ結びつける工夫が必要と
思われる。 

 男女別にみると、殆どの質問項目に相違はみられ
なかったが、「将来も運動やスポーツを継続する」
の項目では唯一、有意な差がみられた。男子の肯定
的な回答 75.7%に比べ、女子では 55.9%であった。
女子の方が男子よりも運動の回避傾向が伺えるた
め、体育の授業では、こうした女子の特性を考慮し
た進め方がより必要になると思われる。 
 
3-3 運動部所属と未所属の生徒群における比較 

 運動に関した質問では、「現在、運動やスポーツ
をしている」と回答した人が 75.0%であった。 

 部活動・クラブチーム所属に関しては、球技系の
ゴール型種目で 23.2%、ネット型で 39.0%、ベース
ボール型で 14.1%であり、続いて、陸上 9.4%，武道



8.2%，水泳 3.4%、その他 3.4%の割合であった。 
 
 
表 1 中学生男女の食生活の状況 

  
全体 男子 女子 

x² 
(n=851) (n=404) (n=447) 

三食とっている 
no 8.3% 9.4% 7.4% 

  
yes 91.7% 90.6% 92.6% 

油っぽいものは 

食べない 

no 57.9% 63.6% 52.8% 
* 

yes 42.1% 36.4% 47.2% 

肉、魚、卵、豆などを 

しっかりとっている 

no 14.5% 16.1% 13.0% 
  

yes 85.5% 83.9% 87.0% 

牛乳、乳製品をよくとる 
no 19.9% 19.3% 20.4% 

 yes 80.1% 80.7% 79.6% 

ひじき、レバーを 

よくとる 

no 67.5% 64.6% 70.0% 
  

yes 32.5% 80.7% 30.0% 

野菜をよくとる 
no 20.1% 26.0% 14.8% 

* 
yes 79.9% 74.0% 85.2% 

食事の時間に 

気をつかう 

no 54.5% 58.2% 51.2% 
* 

yes 45.5% 41.8% 48.8% 

インスタント、 

レトルト食品は避ける 

no 55.1% 61.1% 49.7% 
* 

yes 44.9% 38.9% 50.3% 

外食が多い 

(1 日 1 食以上) 

no 86.1% 84.7% 87.5% 
  

yes 13.9% 15.3% 12.5% 

惣菜、弁当を食べる 
no 76.4% 75.0% 77.6% 

* 
yes 23.6% 25.0% 22.4% 

1 人で食事することが

多い 

no 85.5% 83.4% 87.5% 
  

yes 14.5% 16.6% 12.5% 

現在、ダイエット 

をしている 

no 89.2% 93.8% 85.0% 
* 

yes 10.8% 6.2% 15.0% 

サプリメントを 

よくとっている 

no 91.2% 88.4% 93.7% 
* 

yes 8.8% 11.6% 6.3% 

 
*男女差が有意（p＜0.05） 

 
表 2 食生活の全体評価 

食生活スコア(%) 
全体 男子 女子 

(n=851) (n=404) (n=447) 

7 点以下 83.1 83.7 82.6 

8-9 点 14.0 12.1 15.7 

10 点以上    2.9    4.2 1.8 

 
表 3 運動部群と非運動部群における食生活の 

全体評価 

食生活スコア(%) 
運動部群 非運動部群 長距離選手* 

(n=638) (n=213) (n=84) 

7 点以下 82.6 84.5 23.8 

8-9 点 14.4 12.7 34.5 

10 点以上 3.0 2.8 41.7 

＊T 県の中学校強化合宿に参加した選手 1） 

 
 
 次に、運動頻度をみると、週 1~2 日では 1.6%、 

週 3~4 日で 11.1%、週 5~6 日で 70.8%、毎日で 16.5%

であった。 

 また、「練習内容についてどうなのか」という質
問に対しては、「大変厳しい」12.5%、「厳しい時
とそうでない時がある」57.4%、「普通である」28.2%、
「楽である」2.0%を示していた。これらの回答から、
ほぼ毎日運動を行っている中学生は 87.3%に及ん
でいることがわかった。 

 次に、運動部・スポーツクラブに所属している生
徒（以下、運動部群）と未所属の生徒（以下、非運
動部群）を比較すると、食事に関しては、「三食と
っている」、「現在、ダイエットをしている」、「サ
プリメントをよくとっている」の項目に両群の間に
有意な差（p<0.05）がみられ、「牛乳、乳製品をよ
くとる」の質問に差の傾向がみられた（0.05<p<0.15）。
運動部群は、運動に食事や栄養が大切であるという
ことが非運動部群に比べ理解されていると思われ
る。一方、非運動部群には体型やおしゃれ志向が働
いていることが理由の一つと考えられる。 

 健康感、体調、睡眠に関しては、「たいてい体調 

がよい」、「将来の健康にも自信がある」、「将来
も運動やスポーツを継続する」の項目に両群間で有
意な差がみられ、運動部群は、運動経験を通して、
運動の楽しさや健康・体調の大切さを理解している
ものと思われる。 

 表 3 に、運動部群と非運動部群の食生活を評価し
たものを示した。運動部群は、7 点以下の割合は
82.6%、8-9 点の割合は 14.4%、10 点以上の割合は
3.0%であり、非運動部群では、7 点以下の割合は
84.5%、8-9 点の割合は 12.7%、10 点以上の割合は
2.8 %であることから、両群に殆ど相違はみられな
かった。そして、特に食事摂取状況がパフォーマン
スに影響しやすいといわれる陸上競技長距離走の
選手（7点以下 23.8%、8-9点 34.5%、10点以上 41.7%）
と比較すると、本研究の運動部群のスコアは顕著に
低い値であった。部活動において競技力を向上させ
ることをめざすのであれば、食生活への配慮がより
必要であることが示唆された。 
 
4. まとめ 
1) 食事摂取で、男女間で有意な差がみられたのは、
「油っぽいものは食べない」、「野菜をよくとる」、
「食事の時間に気をつかう」、「インスタント、
レトルト食品は避ける」、「惣菜、弁当を食べる」、
「現在、ダイエットをしている」、「サプリメン
トをよくとっている」であった。 

2) 運動部群と非運動部群の間では、「たいてい体
調がよい」、「将来の健康にも自信がある」、「将
来も運動やスポーツを継続する」の項目で有意な
差がみられた。 

3) 運動部群と非運動部群を比較すると、食事に関
しては、「三食とっている」、「現在、ダイエッ
トをしている」、「サプリメントをよくとってい
る」の項目で有意な差がみられた。 

以上のことから、食生活、健康感には男女差、運
動部所属と未所属により顕著な相違がみられるこ
とが理解された。 
 
5. 今後の課題 
今回の対象とした中学生は東北地方の農村地域

に在住する生徒を対象としたことから、生活環境の
異なる都市部に在住する中学生も対象に調査をす
ることを今後の課題としたい。 
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