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食を楽しむ子どもの育成 

～孤食と食への関心の関係性～ 

 

大塚帆夏， 鈴木 福， 武田桜子， 田村有紀， 若松 歩 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ１ 

 

日本では、現在子どもの孤食の増加が問題となっている。農林水産省が発行している食育白書によると３

食ほとんど毎日１人で食べている子どもは平成 23年から 29年にかけて 5.1％増加している。また、育児

に関する複数のサイトによると、孤食の人は食への関心が低下するともいわれている。私たちは、「孤食」

と「食への関心」の関係性に注目し、アンケートを実施した。その結果、孤食の子どもは、食に対して能

動的な観点では関心が低いということが分かった。さらに、孤食の形態として、「部分孤食」が存在する

と推測した。そこで私たちは、食に対して、能動的・意欲的な子どもの育成を目指すことを提案する。具

体的には、学校での新たな形の調理実習を行い、子どもの食事を作る技術の向上や、食に関する知識の獲

得を目指す。また、ポスターでの啓発・スーパーでの店内放送を活用して、親や子ども自身の部分孤食へ

の認知を高めてもらう。 
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Ⅰ 序論 

 現在、孤食の増加は問題になっており、なかで

も、子どもの孤食が問題になっている。孤食とは、

「１人で食事すること」を指す。農林水産省が発

行している食育白書によると３食ほとんど毎日１

人で食べている子どもは平成 23年から 29年にか

けて 5.1％増加している。また、足立巳幸氏の論

文に代表されるように、日本では共食や孤食とい

った食事形態に着目した研究が多く行われている。 

さらに、海外でも、１人で食事を食べる頻度に

ついて記載している論文（Characteristics of 

Family Mealtimes Affecting Children's 

Vegetable Consumption and Liking）のような、

食環境をテーマとする論文が多数存在している。

このように、食環境や食事形態に注目しているの

は日本も海外も共通だと言える。 

また、育児に関する複数のサイトによると、孤

食の人は食への関心が低下する。食への関心の低

下は、味覚障害、自炊頻度の低下、栄養バランス

の偏りなどを引き起こすとも言われている。さら

に、石井雅幸氏、上島理歩氏の論文によると、成

長期の子どもの孤食は、大人になってからの食生

活や生活習慣に大きな悪影響を及ぼす。 

日本の孤食の原因は主に、核家族化や共働き化

といった現代社会の変化によって、家庭内での家

族の食事の時間帯が一致しないことだとされてい

る。このような現代社会の動きはこれからも続い

ていくことが予想され、その流れを変えることは

難しいと考えられる。 

 

Ⅱ 仮説 

これらのことから私たちは、孤食の原因である

社会の流れを変えることによる改善に着目するの

ではなく、食への関心の低下を孤食の重大な問題

として捉え、問題点である食への関心の低下を食

育の面から孤食に働きかけることで改善しようと

考えた。そこで、食への意識を変えることのでき

る食育を行うことで、食への関心が低下する子ど

もの増加を抑制し、孤食の問題の改善につながる

のではないかという仮説を立てた。現代社会の変

化の中で、現代人は、食事以上に優先することが

増えてきている。そこで、私たちは食事のとらえ

方を見直すことで、食を楽しむ子どもの育成をし

たいと考えた。 
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Ⅲ 調査方法 

調査１ 

 上記の仮説を検証するために、子どもの孤食に

関する意識調査や現状に関するデータを探したが、

思うような調査は行われていなかった。そこで、

朝自習の時間を使って、本校中等部生 234 人に「学

童・思春期の食習慣の現状」（千葉大学看護学部）

の調査論文をもとに、子どもの孤食と食への関心

についてのアンケートを実施した。この調査では、

中学生の食事形態の現状と、食への関心が低下す

る項目について調べた。 

 

内容 

（１）部活動や習い事をしているか。 

①学校がある日だけ部活動や習い事がある。 

②学校がある日も、学校が休みの日も、部

活動や習い事がある。 

③学校が休みの日だけ、部活動や習い事が

ある。 

④部活動や習い事は、特にない。 

 

（２）夕食を誰と食べることが多いか。 

 ①家族全員で食べることが多い。 

   ②兄弟や姉妹だけで食べることが多い。 

   ③自分ひとりで食べることが多い。 

 ④その他（理由） 

 

（３）（２）で、イ、ウと答えた人は、その理

由は何か。 

①家族が不在 

②自分の部活動や習い事 

③兄弟や姉妹だけ、または１人で食べたい 

④その他（理由） 

 

（４）ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食

べる回数は何回か。（Ｑ１） 

①０回 

②１、２回 

③３、４回 

 ④５、６回 

 ⑤毎日 

 

（５）夕食を食べるのにふだんどのくらい時間

をかけるか。 

①１０分以下 

  ②１０分～２０分  

③２０分～３０分 

 ④３０分～４０分  

⑤４０分～５０分 

⑥５０分～１時間 

⑦１時間以上 

 

（６）食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。（Ｑ２） 

①食事や食材への関心がある。 

②料理をすることが好き。 

③料理の手伝いが好き。 

④食に関するテレビや雑誌などを見る。 

⑤食事をおいしいと思う。 

⑥食べることが楽しい。 

⑦食べることが好き。 

⑧食事に満足している。 

⑨自分の食事をよい食事だと思う。 

 

調査２ 

日本と海外の違いについて知るため、子どもの

孤食と食への関心について外国人へのアンケート

を実施した。また、アンケート内容は、調査１か

ら重要だと考えられる項目に絞り、各国の現状に

関する項目を付け足した。本校への留学生とその

知人に URLを送り、アンケートフォームを通して、

回答してもらった。41 名からの回答が得られた。

今回は、その中から、回答者数の最も多かったア

メリカ(32人)の結果をまとめた。 

 

内容 

（１） 夕食を誰と食べることが多いか。（学

校がある日とない日） 

 

（２）夕食を食べるのにふだんどのくらい時間

をかけるか。 

①１０分以下 

  ②１０分～２０分  
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③２０分～３０分 

 ④３０分～４０分  

⑤４０分～５０分 

⑥５０分～１時間 

⑦１時間以上 

 

（３）食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。（Ｑ２） 

①食事や食材への関心がある。 

②料理をすることが好き。 

③料理の手伝いが好き。 

④食に関するテレビや雑誌などを見る。 

⑤食事をおいしいと思う。 

⑥食べることが楽しい。 

⑦食べることが好き。 

⑧食事に満足している。 

⑨自分の食事をよい食事だと思う。 

 

（４）①日本では孤食が社会的な問題とされてい

るが、あなたの出身地では問題視されて

いるか。（Ｑ３） 

   ②日本では、子どもが 1人でご飯を食べる

ことがあるが、あなたの出身地ではある

か。（Ｑ４） 

   ③あなたの出身地では、孤食に対する食育

政策は行われているか。また、それはど

のようなものか。(自由記述)（Ｑ５） 

 

Ⅳ 調査結果 

調査の結果、以下の回答を得ることができた。 

 

図１「ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食べ

る回数は何回か。」 

 

Ｑ１「ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食

べる回数は何回か。」の質問に対して、①０回

（65.81％）②１、２回（16.66％）③３、４回（9.4％）

④５、６回（1.83％）⑤毎日（1.23％）という回

答が得られた。①を「孤食なし」、週に１回以上夕

食を１人で食べている②③④⑤を「孤食あり」と

考えると、10 人に約 3.5人が孤食を日常的に経験

していると読み取れる。（図１） 

 

 

図２「食への関心や食事のとらえ方について、以

下の項目に該当するか。(孤食のグループ)」 

 

Ｑ２「食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。」の質問に対しする結果

を、Ｑ１の結果の「孤食なし」と「孤食あり」に

分けた。そして、「孤食あり」で、「はい」を選択

した人の割合を項目ごとに比較した。①食事や食

材への関心がある（63.8％）②料理をすることが

好き（51.2％）③料理の手伝いが好き（42.5％）

④食に関するテレビや雑誌などを見る（36.2％）

⑤食事をおいしいと思う（95.0％）⑥食べること

が楽しい（85.0％）⑦食べることが好き（81.2％）

⑧食事に満足している（92.5％）⑨自分の食事を

よい食事だと思う（73.7％）という回答が得られ

た。この結果から、食事をつくる、食に関する知
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識を得ようとする（②③④）という観点において

は、子ども達の関心が低く、それ以外の項目にお

いては、子ども達の関心は高いと読み取れる。（図

２）これは、アメリカも同じ傾向が見られる。 

 

 Ｑ３「日本では孤食が社会的な問題とされてい

るが、あなたの出身地では問題視されているか。」

の質問に対して、「はい」を選択した人は 81.3％

だった。 

 

 Ｑ４「日本では、子どもが 1人でご飯を食べる 

ことがあるが、あなたの出身地ではあるか。」の質 

問に対して、「はい」を選択した人の割合は 75.0％ 

だった。 

 

Ｑ５「あなたの出身地では、孤食に対する食育

政策は行われているか。また、それはどのような

ものか。」の質問に対して、『携帯、タブレット、

コンピューターなどの電子機器を使いながらの１

人での食事は、いたって普通のことであり、一般

的なものである。』『国内において、栄養や、食品

流通に関する問題が多々存在するため、孤食に関

する政策への優先度は低い。』『政策はあるとは思

うが、大学以前の子供たちに普及しているとは思

わない。忙しいため、１人で外食する人が多い。』

という回答が得られた。 

                       

Ⅴ 結論と考察 

Ｑ１の調査結果より、中学生の 10 人に約 3.5

人が孤食を定期的に経験しているといえる。これ

は、私たちの予想よりも多く、孤食は私たちにと

って想像以上に身近なものだということが示唆さ

れる。 

そこで、私たちは、孤食と聞くと、部屋で１人

だけで食事をとっている様子をイメージし、孤食

を身近なものではないという感覚があるのではな

いかと考えた。孤食には、イメージされるような、

周りに全く人がおらず１人だけで食べている状況

と、周りに人はいるものの１人で食べている状況

が挙げられる。私たちは、前者を「完全孤食」、後

者を「部分孤食」とした。私たちは、孤食にはい

ろいろな場合が挙げられるものの、この部分孤食

が孤食として認識されておらず、そのため、孤食

が身近なものではないという先入観を持ちがちな

のではないかと考えた。部分孤食も孤食の一つで

あり、部分孤食も完全孤食も同じように問題点を

持ち、私たちが注目した食への関心の低下もその

一つである。完全孤食は、１人で食べているとい

う環境自体を変えることはできない。しかし、完

全孤食は孤食と注目され、現在子ども食堂などの

対策がとられている。 

一方、部分孤食は、努力次第で孤食ではない環

境に変えられる。例えば、親がいるものの、子ど

もが１人で食事をしている場合、その近くで、家

事をするようにして、食事中の子どもとコミュニ

ケーションをとる。それにもかかわらず、そもそ

も孤食として認識されていないため、対策はとら

れていないと考えられる。そのため、部分孤食を

孤食として認識してもらい、問題への対策をする

必要がある。 

Ｑ２より、子どもたちの料理に関する意欲が低

いことが分かった。このことから、近年食育は社

会的に推進されているものの、現在の食育は子ど

もの食に対する積極的取り組み(自分で料理をす

る、料理の手伝いをする、料理に関する知識を高

めるなど)につながっていないのではないかと考

えられる。与えられた食事を享受して満足するだ

けでなく、自分から積極的に食に対して行動しよ

うとする子どもの育成が必要だと考えた。また、

その子供が親になったとき、自分の子どもが食に

積極的に行動できるような食環境を提供できる。

つまり、食に対して積極的な子どもの育成は、次

世代の子どもが積極的な食意識を持つことにも繋

がる。 

Ｑ３、Ｑ４、Ｑ５より、日本同様、アメリカで

も１人で食事することがあり、孤食は問題視され

ている。しかし、アメリカには解決すべき問題が

多くあるため、孤食への対策の優先度は低く、孤

食に対して具体的な政策はされていないことも分

かった。 

私たちはこの調査から、孤食が私たちにとって

身近なものであること、孤食には完全孤食と部分

孤食があり、部分孤食の認識がされていないこと、

孤食の子どもが食に対する積極的な行動をしてい
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ないことが分かった。以上のことから、食事をす

る環境や、食事を大切にするという意識の見直し

を促すような食育や取組を行うことによって、食

を楽しむ子どもの育成ができると考えた。 

 

Ⅵ 提案 

日本での孤食について、まず、部分孤食を孤食

として認識してもらうために、親への食育を提案

する。第一段階として、親に部分孤食の存在と、

部分孤食に対する対策を知ってもらう。そのため

に、子どもをもつ大人が多くいると思われるスー

パーで店内放送での呼びかけやポスターの掲示を

行う。また、親が必ず訪れる検診での食育ブース、

地域の育児サークル、子育て交流広場等も検討し

たい。店内放送やポスターでは、部分孤食は孤食

であり、１人で食事をしている子どもの周りに親

がいる場合、コミュニケーションをとることが必

要であると親に伝える。 

第二段階として、親に伝えたことを実践しても

らう。そのために、私たちは食に関するクイズが

書かれた、コミュニケーションカード（図３）と、

そのカードを用いて、食卓でのコミュニケーショ

ンを図ることを提案する。子どもが食卓でのコミ

ュニケーションをとれるよう、１人で食事をして

いる子どもの周りに親がいるときに、そのカード

を、コミュニケーションをとるきっかけとして利

用してもらう。これらの親に対する食育を行うこ

とによって、これまで孤食として認識されていな

かった部分孤食を孤食として認識してもらい、対

策してもらうことができる。 

 

 

図３ コミュニケーションカードの例 

（秋田市ひまわり調理実習での配付資料参考） 

 

さらに、子どもにも部分孤食を知ってもらうた

めに、家庭科の授業で部分孤食について教え、食

環境に関する学習（孤食や、食環境が及ぼす栄養

摂取率など）をより多く詳細に取り入れてもらう

ことで、子ども自身にも部分孤食を認識してもら

うことができると考える。 

次に、食に対して積極的な子どもの育成を目指

すため、学校での新たな調理実習のかたちを提案

する。家庭科の先生に、料理に使う食材や料理の

テーマを設定してもらい、その食材を使ってテー

マに沿った料理を生徒が自分で考えてつくるとい

う調理実習である。例えば、「季節の食材を使い、

母の日のメイン料理をつくる」というテーマを設

定し、生徒がペアになって、料理を考えてつくる。

この調理実習を行うことで、現代の子どもたちに

欠けている、食事をつくる技術の向上や食に関す

る知識の獲得が期待できると考えた。秋田市役所

での研究発表・提案を行ったグローカルミーティ

ングでは、調理実習は、国で実施することが定ま

っているため、現実的には難しいが、生徒が自由

にレシピを考えるのは良い発想であり、内容を変

えるのではなくて、担当の先生の時間の使い方や

教え方によっては可能であると指摘を受けた。そ

こで、少人数１班で作る品数を減らし、すべての

役割（切る、焼く、洗う等）を全員が触れるよう

に分担する。 

また、アメリカにも孤食はあるものの、アメリ

カでは、孤食対策の優先度は他の問題よりも低く、

孤食に対する具体的な政策が行われるというのは

考えにくい。今回の私たちの孤食の子どもの食へ

の関心を高めるための提案は、学校教育の一部で

ある授業での調理実習であるため、アメリカへの

提案は難しいと考えた。今回の研究で得られた結

果をもとに、アメリカに合った、孤食の子どもの

ための食育への考察が必要だ。 
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“Food style” and “Food preference”  

We are researching food style and food preference, and we’d like to know about your 

eating habits as a child. We respect your privacy and personal data. We’d like you to 

ask for your cooperation in our survey. 

 

 

 

Please answer the following questions (Q2-Q5) and circle the closest answer related 

to your time in you spent with your family. 

 

Q2 Who did you usually have dinner with? Please circle one answer for School 

days/Weekend. 

 

 

 

 

 

 

Q4 The following questions are about “your current food preference”.  

①Do you have any interest in food or ingredients? 

②Do you like to cook?  

③Do you like to help with the cooking? 

④Do you watch TV or read magazines about food? 

⑤Do you think the food is delicious?  

⑥Is it fun to eat?  

⑦Do you like eating?  

⑧Are you satisfied with your meal?   

⑨Overall do you think you have a good time having meals?      

 

Q5 The following is about eating alone, eating in solitude. 

①Currently there are social issues related to diet and food consumption in Japan. Are these 

issues, also relevant in your country?                         Yes      No 

②Children sometimes eat alone in Japan, without their parents. Is this common in your 

country?                                                    Yes      No 

③Are there any measures related to eating alone in your country now? Please elaborate. 

 

参考 留学生とその知人へのアンケート

‣ Weekend 

a. All family members 

b. Brothers and sisters only 

c. Nobody 

d. Others 

 

Akita Minami High School 

World food problem 

research 

‣ School days 

a. All family members 

b. Brothers and sisters only 

c. Nobody 

d. Others  

                                    

      )  

Q1(1) Where are you from?   

(2) How old are you?  

Q3 How long did it take for you to have dinner? 

a.10 min   b. 10-20 min   c. 20-30 min   d. 30-40 min   e. 40-50 min    

f. 50-60 min   g. More than one hour 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes    No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 
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食事形態と食への関心について  秋田南高等学校国際探究Ⅱ・１班 

私たちは、中等部の皆さんの夕食の食べ方や、食への関心に注目して探究活動を行っています。

皆さんの個人情報やプライバシーには十分配慮いたしますので、アンケートへのご協力をお願いい

たします。 

 

質問１ あなたの学年の記号を〇で選んでください。 

    ア・中等部１年生  イ・中等部２年生  ウ・中等部３年生 

 

質問２ あなたは部活動や習い事をしていますか。最も近いものを１つ選び、記号を〇で囲んでく

ださい。 

ア・学校がある日だけ部活動や習い事がある。 

イ・学校がある日も、学校が休みの日も、部活動や習い事がある。 

ウ・学校が休みの日だけ、部活動や習い事がある。 

エ・部活動や習い事は、特にない。 

 

質問３（１）あなたは、夕食を誰と食べることが多いですか。最も近いものを１つ選び、記号を〇

で囲んでください。（学校がある日、学校がない日について、それぞれ答えてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）で、イ、ウと答えた人は、その理由について最も近いものを１つ選び、記号を〇

で囲んでください。 

ア・家族が不在だから 

イ・自分に部活動や習い事があるから 

ウ・兄弟や姉妹だけ、または１人で食べたいから 

エ・その他 

 

 

 

学校がある日 

ア・家族全員で食べることが多い 

イ・兄弟や姉妹だけで食べることが多い 

ウ・自分１人で食べることが多い 

エ・その他 

具体的に教えてください 

学校がない日 

ア・家族全員で食べることが多い 

イ・兄弟や姉妹だけで食べることが多い 

ウ・自分１人で食べることが多い 

エ・その他 

具体的に教えてください 

具体的に教えてください 
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質問４ ふだんの１週間のうち、あなたが夕食を１人で食べる回数は何回ですか。（ただし、テスト

期間や、部活動自粛期間は除きます。）最も近いものを１つ選び、記号を〇で囲んでくださ

い。 

ア・０回  イ・１、２回  ウ・３、４回  エ・５、６回  オ・毎日 

 

質問５ あなたの家庭では、どの時間帯に家族全員が家にそろいますか。そろう場合は、例に従っ 

て記入してください。そろわない場合は、「そろわない」を〇で囲んでください。（学校が 

ある日、学校がない日について、それぞれ答えてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

質問６ あなたは夕食を食べるのにふだんどのくらい時間をかけますか。最も近いものを１つ選び、

記号を〇で囲んでください。 

ア・１０分以下   イ・１０分～２０分 ウ・２０分～３０分 エ・３０分～４０分  

オ・４０分～５０分 カ・５０分～１時間 キ・１時間以上 

 

質問７ 食への関心や食事のとらえ方についての質問です。当てはまる方を〇で囲んでください。 

（１）食事や食材への関心がある        はい・いいえ 

（２）料理をすることが好き          はい・いいえ 

（３）料理の手伝いが好き           はい・いいえ 

（４）食に関するテレビや雑誌などを見る    はい・いいえ 

（５）食事をおいしいと思う          はい・いいえ 

（６）食べることが楽しい           はい・いいえ 

（７）食べることが好き            はい・いいえ 

（８）食事に満足している           はい・いいえ 

（９）自分の食事をよい食事だと思う      はい・いいえ 

 

 

以上で、質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

参考 本校中等部へのアンケート 

例：１６時～１７時と２０時以降 

学校がある日 

 

・そろわない 

  

学校がない日 

 

・そろわない 

  


