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おやつで野菜嫌いをなくし、健康的な生活を目指す 

 

浅利玲奈， 鎌田美羽， 佐々木風菜， 佐藤妃奈乃， 齋藤若葉 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ３ 

 

 

現代の日本人の死因第１位は生活習慣病（*1）である。また、世界の総死亡数の約 60％が生活習慣病を

原因としている。生活習慣病は栄養、食生活と深く関連している。私たちは特に食生活に注目した。食生

活は幼少期に確立され、幼少期に特定のものを嫌いになったり、食べなかったりするとその後の偏食につ

ながる。また、野菜にはビタミンなどの栄養や食物繊維など日常生活に必要な成分が多く含まれている。

しかし、カゴメ株式会社が３歳から中学生の親に対して行った調査では約６割の子供に野菜の好き嫌いが

あることがわかった。そこで私たちは、子供にとって身近な存在であるおやつに野菜を加え、野菜の好き

嫌いをなくすことを提案する。子供は１食で摂取できるエネルギーが少ないためおやつは、朝、昼、晩の

３食で補うことのできないエネルギーや栄養を補うためのものである。しかし近年、砂糖や人工甘味料を

多く含むスナック菓子や飲料などの普及によりおやつによる砂糖の過剰摂取が問題視されている。そこで

野菜を加えたおやつは健康的な食生活を身に付け、将来の生活習慣病を防ぐ可能性を秘めている。 

 

キーワード おやつ、野菜嫌い、生活習慣病、偏食 

 

Ⅰ 問題の所在 

１ 子供の偏食について 

幼少期の偏食及び好き嫌いによって、幼少期・

成長後の肥満や生活習慣病のリスクが高まる。全

国保育団体連絡会・保育研究所の調査によると、

子供の食事で困っていることとして「過食（*2）」

「早食い」などより「偏食」「むら食い」を回答

する親が増加している。 

偏食によって体に必要な栄養素が充分に取れな

くなることで、身体のバランス機能が崩れて糖尿

病、脂質異常症（*3）、肥満、高血圧などの生活

習慣病が引き起こされやすくなる。また、味覚障

害（*4）も起こり得る。 

私たちは偏食の中でも、幼児が嫌いとする食物

の上位を占めるのが野菜であるため、野菜嫌いに

注目した。 

 

２ おやつの役割について 

おやつとは間食のことで、本来の目的は食事で

足りない栄養やエネルギーを補うことである。特

に２歳から３歳の子どもは１回の食事で摂取で

きる量が少なく、３食で不足する栄養やエネルギ

ーをおやつで補う必要がある。しかし、現状はお

やつを与える時間に気をつかっている親は多い

が、栄養価に気をつかっている親は少ない。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 子供の偏食について 

平成 27年度に厚生労働省が発行した「乳幼児栄

養調査結果の概要」に６歳未満の子供をもつ保護

者が「現在子供の食事で困っていること」の項目

がある。この調査によると、「偏食する」と回答し

ている保護者は、２歳～３歳未満では 32.1％、３

歳～４歳未満では 30.6％、４歳～５歳未満では

32.9％、５歳以上では 28.5％であった。［図 1］ 

また、同調査で「食事よりも甘い飲み物やお菓

子を欲しがる」と回答した保護者は２歳～３歳未

満では 24.8％、３歳～４歳未満では 21.6％、４歳

～５歳では 16.1％、５歳以上では 13.8％である。 
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図１ 現在子供の食事で困っていること 

‐厚生労働省 

 

２ 子供の野菜嫌いについて 

カゴメ株式会社が３歳から 15 歳までの子供を

もつ保護者に行った調査によると、60．8％の子供

に野菜の好き嫌いがあるという結果が得られた。 

 

 

図２ 子供の好き嫌い‐カゴメ株式会社 

 

また同調査で子供が嫌いな野菜として挙げられ

ているのは、１位ナス、２位ピーマン・シイタケ、

４位水菜、５位オクラである。 

 

３ おやつの役割について 

 おやつは、朝、昼、晩の３食では補うことので

きないエネルギーや栄養を補うことを目的とする。

子供は１回の食事の摂取量が少ないため十分なエ

ネルギーや栄養を補うことは難しい。そのため、

おやつを３食の間に食べることにより、１日の活

動に必要な量のエネルギーや栄養を補うことが可

能になる。 

 

４ おやつの与え方についての栄養調査 

 平成 27 年度に厚生労働省が行った乳幼児栄養

調査結果に「子どもの間食の状況」がある。本調

査の「子どもの間食（３食以外に食べるもの）と

して甘い飲み物やお菓子を１日にとる回数」によ

ると、１回以上と回答した保護者は、２歳～３歳

未満では 94．2％、３歳～４歳未満では 95．3％、

４歳～５歳未満では 94．4％、５歳以上では 95．9％

である。 

 

 

図３ 子供の間食の状況「子どもの間食（３食以

外に食べるもの）として甘い飲み物やお菓子

を１日にとる回数」‐厚生労働省 

 

また、同調査の「子どもの間食（３食以外に食

べるもの）の与え方」では、「時間を決めてあげる

ことが多い」と回答した保護者は 56．3％、「甘い

飲み物やお菓子に偏ってしまう」と回答した保護

者は 17．2％、「スナック菓子を与えることが多い」

と回答した保護者は 15．8％、「間食でも栄養に注

意している」と回答した保護者は 10．8％である。 

 

 

図４ 子どもの間食の状況「子どもの間食（３食

以外に食べるもの）の与え方」‐厚生労働省 
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また、「幼児期の間食における保護者の意識と

現状」によると、間食の摂取頻度は異なるが、摂

取状況は 100%であるという結果がある。与える

際「量を決めて与える」と回答した保護者は 83．

1％である一方、「子どもが欲しがるだけ与える」

と回答した保護者は 14．5％である。与えるおや

つについて「市販品が多い」と回答した保護者は

92．7％であり、その理由として「手軽である」

「作る時間がない」ことがあげられている。市販

品の中で多く与えられる間食については、「スナ

ック菓子」が 52．0％、「アイスクリーム」が 48．

1％、「ゼリー」が 45．5％、「せんべい類」が 45．

5％である。また、「保護者の間食に対する意識」

によると、間食の目的を「子どもの楽しみのため」

としている保護者は 71．4％である一方、「栄養

やエネルギーを補うため」としている保護者は

18．2％である。 

 

Ⅲ 研究仮説 

私たちは、子供に野菜を含むおやつ（いわゆる

野菜おやつ）を日常的に食べさせることがこれら

の問題の解決につながるのではないかと考えた。

さらにこの「野菜おやつ」を、子供の好き嫌いや

偏食、食わず嫌いの度合いに分けて以下のように

調理することを提案する。 

1 すりつぶしてペースト状にすることで、野

菜の味を完全に消す。 

2 子供が、野菜の姿を認識できないように細

かく刻む。 

3 野菜の味がはっきり感じ取れるくらいに大

きく刻む。 

以上の３つの段階を、私たちは「３steps」とし

た。このステップのもと野菜おやつを調理し、子

供たちに日常的に食べさせることで子供が自然と、

食べられない野菜も克服でき、さらには野菜の好

き嫌いや食わず嫌いが原因で起こるさまざまな健

康問題も未然に防げるのでないかという考えだ。 

 

Ⅳ 調査方法 

① インターネットでの調査 

② フィールドワーク 

③ アンケート調査 

Ⅴ 調査結果  

１ 生活習慣病 

（1）定義 

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生

活習慣が、その発症・進行に関与する症候群（*5）」

と定義される。病原体や有害物質、遺伝的な要素

も疾病の発症や進行に影響するが、生活習慣が深

く関わっていることが明らかにされている。 

 

（2）現状 

 日本人の３大死因である癌、脳卒中、心臓病は

生活習慣病である。さらに、世界の総死亡数の死

因の 63％が生活習慣病である。 

癌は、予防薬がなく、予防法で最も効果的なの

は、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正

体重の維持」という５つの健康習慣を徹底するこ

とだ。この健康習慣によって癌のリスクはほぼ半

減する。 

 

２ 野菜の栄養  

 野菜はビタミン A、ビタミン C、カリウム、鉄の

重要な供給源である。特に、緑黄色野菜には、カ

ロテン、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C

が、淡色野菜にはカリウム、ビタミン C が多い。

これらの栄養素は、病気の予防や健康の維持など

に働きかける効能がある。 

 

表１ 栄養の働き 

 
 

３ サプリメント 

 水溶性ビタミン（*7）であるビタミン B1やビタ

ミン B2、ビタミン C などは過剰に摂取しても余分

な栄養は体外に排泄される。一方、非水溶性ビタ

ミンであるビタミン Aなどは過剰に摂取すると、
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体外に排泄されず、蓄積される。その結果、過剰

摂取による疾患が引き起こされる。したがって、

容易にサプリメント（*8）を摂取するのは、健康

を害するリスクが高まる。 

 

４ 子供の野菜嫌い 

子供の野菜嫌いには味や食感、においが関係 

している。 

① 味 

甘味や塩味、うま味は、生きていくために必 

要な食べ物であることを知らせるため、本能的

に好まれる傾向がある。しかし、酸味や苦味は、

食の経験が浅い子供は、危険な味として認識す

ることが多い。 

子供の味覚は年齢とともに変化すると考えら

れており、心身の発育や経験によって変わって

いくので、そのまま食べず嫌いにしないことが

求められる。 

② におい 

危険なものと認識し、嫌いという感情をもつ。 

③ 食感 

歯の発達と関係していて、食べにくい固さや

形状のものを口にすると、その印象が強く残っ

てしまい嫌いになることがある。 

そして、嫌いな野菜ランキングからも、これ 

らの特徴が読み取れる。 

 

表２ 子供が嫌いな野菜の順位 

 
 

５ ３steps 

① ペースト状にする…匂いや味を感じない 

② 細かく刻む…少しずつ味を濃くする 

③ 目に見える大きさ…味や匂いを感じる順序

を通し、子供が野菜を食べる機会を増やす。 

６ アンケート調査 

調理実習を行い、文化祭に来校した子ども(１～

13 歳)及びその保護者に実食してもらった。レシ

ピは一回目の調理実習と同じで、パプリカ入りソ

フトクッキーを作った。 

 

表３ アンケート調査結果 

 

 

ピーマンが苦手だが、クッキーでなら食べられ

るという子どもがいた。その一方でピーマンの味

に気がつく子どももいた。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

１ 調理実習 

３steps のもと、実際にレシピを考えて調理実

習をした。 

（1）野菜スムージー 

材料：ピーマン・リンゴ・バナナ・豆乳 

調理法：1.材料をよく洗い、ミキサーに入れる 

2.よく混ぜる 

 

（2）クッキー 

材料：ピーマン・パプリカ・ホットケーキミッ

クス・牛乳・砂糖・バター 

調理法：1.野菜をみじん切りにする。 

2.ホットケーキミックスに牛乳・砂糖・ 

バターを加え、混ぜる。 

3.1で切った野菜を 2に加える。 

4.3を適当な大きさに分けてクッキン

グペーパーを敷いたトレイに乗せ

オーブンで焼く(180℃で 20 分)。 
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（3）野菜チップス 

材料：オリーブ油・ピーマン・パプリカ・塩 

調理法： 1.ピーマン・パプリカを細切りにする。

2.クッキングシートで 1 の水気をとる。

3.オリーブ油をフライパンで熱して、 

   野菜を揚げる。 

4. 5分～10分ほど経ったら、クッキン 

 グシートに取り上げ余分な油をとる。 

 

２ 世界のレシピの共通点 

（1）ゆでる：食感が良くなる。 

 

（2）ペースト状にする：野菜の原型をなくす。 

 

（3）スパイス：生薬と同じ原料が含まれている。 

例）ショウガ…芳香性健胃薬、去痰薬（*9）、 

矯味剤（*10）。漢方としては

温める作用がある。 

ケイヒ（シナモン）…芳香性健胃薬、発

汗、解熱、鎮痛 

 

Ⅵ 結果と考察 

１ 調理実習を通して 

スムージー、クッキー、チップスと味や食感の

隠し方に段階を設け、私たちは実際に調理実習で

作り、学校の先生と実食した。 

 

図５ 調理実習でつくったスムージー（右上） 

クッキー（右下）、チップス（右下） 

野菜（ピーマン）の味を感じるかという観点で

は、スムージー、クッキーは他の食材を加え調理

してあるため味があまり感じられないという意見

だった。チップスでは、野菜本来の味が感じられ

た。一方で食感を感じるかという観点では、スム

ージー、クッキーともに野菜を細かく切ったが、

食感を強く感じた。また、風味やにおいが強く感

じられた。調理実習を行い、実食した結果、おや

つに野菜を加えることで、野菜の味を分かりにく

くすることは可能であった。しかし、食感、風味、

においをわかりにくくすることはこのレシピでは

難しかった。 

 

２ 世界のレシピの共通点を通して 

 野菜をゆでることで野菜がもつ繊維細胞が破

壊され食感が和らぐ。また、水分が除去され、味

が凝縮されることで、野菜本来の甘味を強く感じ

られるようになる。八つ橋やアップルパイに使用

されるシナモンやジンジャーブレッドに使用さ

れるショウガなどのスパイスは香りが強いため、

野菜の風味とにおいを分かりにくくすることが

でき、様々なお菓子に使われていることからおや

つとの相性が良い。 

 

Ⅶ 今後の研究 

今回の研究では野菜をおやつに加えることに

ついて着目したが、レシピの共有方法や発信方法

について検討できなかった。今後の研究を通して、

野菜おやつをより多くの家庭に普及し、子供をも

つ親同士がレシピを共有、発信する方法を研究し

たい。 
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脚注 

*1 生活習慣病     

…糖尿病、脂質異常症、高血圧など、生活習慣が

発症に深く関与していると考えらえている病気の

総称。 

*2 過食        

…臓器が必要とする以上のエネルギーを、生物が

過度に消費すること。体重増加や肥満を引き起こ

す。 

*3 脂質異常症     

…血液中に含まれる脂質が過剰、もしくは不足し

ている状態。 

*4 味覚障害      

…味覚の感度が低下したり、消失したりするなど

して、食べ物が本来持つ味を感じられない状態。 

*5 症候群      

…原因不明ながら共通の病態を示す患者が多い症

状の通称。 

*6 水溶性ビタミン 

…水に溶けやすいビタミン。ビタミン B1、ビタミ

ン B2、ビタミン C など、過剰に摂取しても余分な

栄養は体外に排出される。 

*7 非水溶性ビタミン 

…別名、脂溶性ビタミン。水に溶けにくく油に溶

けやすいビタミン。ビタミン A、ビタミン D、ビタ

ミン E など、過剰に摂取すると、体外に排出され

ず、蓄積される。 

*8 サプリメント 

…栄養補助食品とも呼ばれ、ビタミンやミネラル、

アミノ酸など栄養摂取を補助することや、ハーブ

などの成分による薬効が目的である食品。 

*9 去痰薬 

…咳を鎮め、痰を喉から出しやすくする目的で処

方される医薬品。 

*10 矯味材 

…苦い薬物に添加して、飲みやすくするもの。 
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