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本研究では世界の肥満問題に注目した。特にアメリカ合衆国における実態は極めて深刻で、肥満者は増加傾

向にある。私たちは、本研究の解決策として子どもの食育を提案する。食育は持続性の高い取り組みであり、

子どもの頃に食生活の基盤を正しく築くことは将来の健康に繋がると考えた。私たちは日本の食育について

のフィールドワーク調査で得た情報を基に、世界に通用する食育のあり方を考えた。さらに、食育を普及さ

せるために学生である私たちが今出来ることを考案した。 
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Ⅰ 問題の所在 

１ 肥満とは 

肥満は心臓病、心筋梗塞、脳梗塞をはじめとし

た、命にかかわる様々な病気の原因となるため、

世界中で問題視されている。現在世界の肥満人口

はおよそ 6 億 4100 万人である（NCD Risk Factor 

Collaboration,2016）。最近では子供の肥満人口も

増加しており、将来を担う彼らの健康への影響が

懸念されている。 

図１に示したのは、５か国の肥満人口率の推移

である（OECD,2017,Wiley Online Library,2015, 

Yung Seng Lee,2016 から作成）。 

 

      

 

 

 

２ アメリカの肥満問題 

今回、私たちは上記のデータから、アメリカに

焦点を当てて研究することとした。アメリカに注

目した理由は、具体的な肥満の現状を知るために、

肥満人口の多い国に焦点を当てる必要があったか

らである。そして、政治や経済、食文化などのあ

らゆる面で世界への影響力が大きいアメリカが肥

満問題に取り組むことで、世界の肥満問題にも影

響があると考えたからである。 

(1) アメリカの肥満問題の背景 

主な背景は、大量生産・大量消費をする文化と、

ファストフードの低所得者層への急速な普及が挙

げられる。 

(2) アメリカで行われている肥満対策 

アメリカで行われた肥満解決のための取り組み

の一つとして、2012～2013 年に当時大統領夫人で

あったミシェル・オバマが行った給食改革がある。

彼女は、給食のカロリー削減、全体量の減量をす

るほか、給食に使う食材を低カロリーのものに置

き換えた。以下の写真（図２）が、彼女が提案し

た給食のメニューである。 

図１ 諸国の肥満人口率の推移 



 

 

図２ ミシェル・オバマの理想の給食（The Washington Post） 

 

しかし、このようなメニューを実現できた学校

は少なく、実際は次のような写真（図３、４）の

給食が提供された。 

 

図３ 実際の給食（Daily Mail） 

 

 

図４ 実際の給食（The Political Insider） 

 

ミシェル・オバマの給食改革は内容が極端で、

運営を各学校に任せっきりにしたため、このよう

な給食が提供されることとなってしまった（図３、

４）。その結果、生徒たちは給食の代わりにお菓子

を食べ始めてしまい、この改革は失敗に終わって

しまった。 

 

Ⅱ 研究仮説 

私たちは、アメリカの肥満問題の現状を調べた

うえで、日本の肥満率が低い理由は食育の充実に

あると考えた。そこで、「アメリカの肥満問題を、

食育を用いることで解決する」という仮説を立て

た。以下は、私たちの考える食育の利点である。 

(1) 食と健康に関する正しい知識の習得が可能。 

(2) ダイエット食品などによる肥満解決方法は一

時的な取り組みである一方、食育は持続可能な

取り組みである。 

(3) 子供時代に食育を行うことで、将来の食生活

の基盤を築くことができる。 

 

Ⅲ 調査 

１ アメリカの食育の現状 

始めに私たちは、アメリカの食育の現状を知る

ために、国際教養大学の留学生や、外務省の

KAKEHASHI プロジェクトで本校を訪れたアメリカ

からの留学生 23名、本校の ALTなど、計 38 名の

アメリカ人へのアンケートを実施した。ここでは

以下の３つを取り上げる。 

・質問１ 学校で食育は行われていたか。 

・質問２ 給食はあったか。またその内容は何か。 

・質問３ 学校で食育を行うべきか。 

結果は次のようになった（図５）。 

 

 

 

 

 

 

図５ アンケート結果 

 



 

質問３で「はい」と回答した人の理由として、 

・多くの知識を得ることができ、健康的な生活ス

タイルが築かれるから。 

・食生活を見直すことができるから。  

・今、私たちは体に良くない食品を多く消費して

いるが、それらの食べ物が体にどんな影響を及

ぼすかわからないから。    

などが挙げられた。 

「いいえ」と回答した人の理由として、 

・食育は行うべきだが、他の事に時間を割くべき

だから。 

・今のスケジュールでは無理があるから。         

などが挙げられた。 

このアンケート結果から、アメリカでは食育を

行っている学校が少ないのにもかかわらず、多く

の人が食育の重要性を感じていることが分かった。 

また、他の調査から、アメリカの学校での家庭

科の年間平均授業時間は 3,4 時間であり、（FOOD 

DAY、2013） 昼食に給食を取り入れている学校で

は、ビュッフェスタイルが多いことも分かった。 

 

２ 日本の食育の現状 

(1) 給食 

 私たちは日本の食育の現状を知るために、フィ

ールドワークとして、秋田市内にある幼稚園や保

育園、公立小学校と中学校を訪問し、実態調査を

行った（仁井田こども園、牛島ルンビニ園、秋田

市立仁井田小学校、秋田県立秋田南高等学校中等

部）。 

日本では、公立の多くの小・中学校で給食があ

り、私たちが訪問したすべての施設でも給食や離

乳食を提供していた。どの施設にも栄養士が勤務

していて、献立のカロリーや栄養バランスを細か

く調節していた。牛島ルンビ二園では、子供たち

の年齢別に立てられた食育の年間計画を見せてい

ただいた（図６、７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離乳期では、子供たちの発達段階を四つの時期

に分けて、それぞれの段階に合わせた食べ物の柔

らかさや量などの調理基準、そして子供たちが手

や口を使ってどのように食べるかが細かく記載さ

れている。このような食育年間計画は０歳から６

歳まで、それぞれの年齢に合った計画が同様に立

てられていた。 

給食では、子供たちに楽しく食べてもらえるよ

うにどの施設でも様々な工夫をしていた。地元で

とれた食材や季節に合った食材を使って、和食か

図６ 食育の年間計画 

 

図７ 食育の年間計画 



 

ら中華、洋食などの幅広い料理が提供されていた。

先生方は子供たちに食材の名前や豆知識を教える

ことで食べ物への興味を持たせ、好き嫌いのある

子供たちにはコミュニケーションを積極的に取り、

少しずつ食べられるように対応していた。 

(2) 学校行事等 

また、子供たちの食に関する興味や関心をさら

に深めるために、年間にわたって多くの行事が実

施されていた。以下は、仁井田こども園での取り

組みである。 

春 じゃがいも植え、ふきっこ集会 

夏 じゃがいも掘り、大根の種まき、稲刈り、 

おにぎりパーティー 

秋 さつまいも掘り、りんご狩り、 

ふきっこ集会、大根掘り 

冬 餅つき、豆まき 

これらの中から、二つの行事を具体的に紹介す

る。一つ目は、おにぎりパーティーである。この

活動は、園児が栽培、収穫したお米を使って、年

長クラスの園児が下級生のためにおにぎりを作り、

みんなで食べる活動である。二つ目は、ふきっこ

集会で、この活動は、農家の方々が秋田の名産で

ある蕗について紹介する行事である。その日の給

食に蕗を取り入れることで、子供たちの地元の食

材への関心が高まる。 

このほかにも、子供たちに食べ物に関する絵本

や紙芝居を読み聞かせて楽しみながら食に関する

知識を学ばせていた。また、給食だよりには毎日

の献立のほかに、行事に合わせた食べ物について

の豆知識、保護者向けに調理法が紹介されている

（図８）。 

(3) 家庭科の授業 

日本の小学校、中学校、高校では家庭科の授業

が必須であり、授業や調理実習（図９）を通して

食の基本知識や技術を身に付けることができる。

家庭科の教科書には、調理器具の使い方、食材の

切り方、だしの取り方などが詳しく載っている（図

10、11）。 

 

図８ 保護者への配付物（給食だより） 

 

 

 

 

 

図 10 高校家庭基礎の教科書の一部（実教出版） 

図９ 秋田南高校中等部での調理実習の様子 



 

 

図 11 高校家庭基礎の教科書の一部（実教出版） 

 

フィールドワークより、日本では日頃から子供

たちが食に身近に触れることのできる環境が整え

られており、食育は学校、家庭、地域との連帯に

よって成り立つものであることが分かった。そし

て、様々な食育活動によって、日本ならではの食

文化に触れることができ、より豊かな食生活にす

ることができる。 

 

Ⅳ 結論 

これらの調査から、食育はそれぞれの地域に根

付く独自性のあるもので、さまざまな食育のかた

ちがあることがわかった。アメリカで充実した食

育環境が整えられると、３つのメリットが生まれ

ると私たちは考える。一つ目は、食に関する知識

や食事を選択する力を身に付けることで、アメリ

カのビュッフェ式の食事において、栄養の偏った

食事を改善することができることである。二つ目

は、野菜作りなどの体験型の食育で、一から食材

の育てることで、加工食品を中心とした食生活の

中でも、食に対するありがたみを感じることがで

きるようになることである。三つ目は、調理実習

を通して基本的な調理技術を身に付けることで、

アメリカの一日の平均調理時間、27 分という数値

が改善されることが期待され、食費を抑えること

にもつながる（メンツェル，ダルージオ，2012）。 

様々な食育活動を継続して行うことで、上記の

メリットも明確に表れ、健康的な食習慣は今の世

代だけにとどまらず、次世代へも受け継がれてい

くだろう。以上の点から、私たちは、食育はアメ

リカの肥満を解決する手助けとなるだろうと確信

している。 

ここで、重要な点が一つある。食育をアメリカ

で受け入れられるためには、アメリカの文化とア

メリカが行っている活動を尊重、支援していく態

勢をとることである。日本の食育をそのままアメ

リカで行うのではなく、アメリカに適した食育の

かたちにするために、私たちがアメリカ人に食育

の大切さを伝え、アメリカでの食育の場を増やす

ことが重要である。アメリカは他国よりも国際的

な国で、多様な民族・人種がおり、多くの文化が

混ざり合っている。このことを活かして、他地域・

他民族の伝統料理などについて学びなど、グロー

バルな視点から食について学ぶことができる。こ

れは、アメリカだからこそできる食育のかたちで

あると言える。 

次に、焦点を世界に戻して考える。 

食育が、世界への影響力の大きいアメリカで普

及し肥満問題の解決策となれば、食育は世界でも

認められ肥満問題を解決へと導く手段になると考

えられる。私たちの研究は、アメリカでの肥満問

題の解決を第一歩として考え、最終目標は世界の

肥満問題を解決することである。アメリカで食育

を行うことで肥満問題が解決に近づくことが出来

たら、その結果は、各国にも良い効果をもたらす

だろう。 

最後に、私たちが今できることは、「食育の価値

を世界に広めること」である。高校生である私た

ちにとって、世界各国で食育を行うための経済的

な補助について考えることは難しい。それでも、

食育への関心を高めてもらい肥満の解決策として

取り入れてもらうために、世界中に食育の価値を

広めていきたい。以下は、現時点で実行可能な活

動と実際に行った活動である。 

・食育に関する情報や低価格で作れる健康的な食



 

事をＳＮＳで発信する。 

・１つの食べ物が作られるまでの過程を追った動

画をＳＮＳ等で発信。または海外の子供たちに

その動画を見せる。 

・私たちのプレゼンテーションを、国際教養大学

や秋田に訪れた留学生に向けて発表する。 

・海外の食に対する意識や食育の現状を知るため、

留学生や ALTなどにアンケートを行う。 

 

これらは極めて小さな活動であるが、まずは私

たちが積極的に動かなければ何も始まらない。 

子供たちへの食育がアメリカの肥満問題を解決

へと導き、さらには世界中の子供たちがより健康

的な生活を送れるようになることを願う。 

- No one should cry,  

No one should die from obesity – 
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