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Summary 
A questionnaire survey of daily life evaluated the diet of 288 elementary school children from Grades 3 to 6 (157 
boys, 131 girls) in the Osaka Prefecture. Using this data, we examined the relationship between the frequency of 
breakfast consumption and their dietary habits, dietary awareness, dietary behaviors, and health conditions 
(including the degree of obesity). (1) Regulating their daily lives and diet created an environment that encouraged 
them to eat breakfast, increase their dietary awareness, and communicate with their families, leading to the 
opportunity to consume breakfast every day. (2) Breakfast was associated with the rhythm of daily life (e.g., 
bedtime) and with dietary behaviors that increased their enjoyment of meals, such as eating meals with their 
families, assisting with meal preparation, and making conversation during the meal. Eating breakfast daily also 
improved their health conditions, leading to an increased motivation to learn. In addition, increasing their dietary 
awareness led to more frequent breakfast consumption. (3) Regularly consuming breakfast helped to regulate their 
daily lives and diet, leading to improvements in their physical health. In addition, consuming breakfast with their 
families and enjoying breakfast led to more frequent breakfast consumption. Among elementary school children, 
the dietary behaviors and awareness of the parents and guardians, or their employment patterns, may be strongly 
related to the children skipping breakfast. To avoid skipping breakfast, the maintenance of social environments 
(including economic consideration) is a critical factor. In the future, it is necessary to develop and promote a 
comprehensive approach, based on our data from the Osaka Prefecture, which includes the response to parents 
and children and the maintenance of social environments. 

Elementary school children, Breakfast, Health condition, Life style, Enjoying eating
        

Ⅰ はじめに

近年、社会経済構造の変化、国民の価値観の変

化等を背景に食の多様化がさらに進展し、朝食の

欠食に代表される食習慣の乱れや偏った栄養素摂

取に起因する肥満、痩身、糖尿病など生活習慣病

が問題視されている。このため、これらに対応す

る食育の重要性が繰り返し謳われている。この中

でも特に人間形成期における子どもの食育は重要

であるが、小児期からの朝食の欠食や孤食など、

(1)
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問題のある食行動は少なくない 。

平成 年に実施された国民健康・栄養調査によ

ると、ふだんの朝食欠食が始まった時期は、男女

ともに「小学生頃から」と回答したものの割合が

増加しており 、子どもの頃から「朝食を食べる」

という食習慣をしっかり習慣化しておくことが重

要である。

また、朝食欠食は疲労感などの不定愁訴の増加

、集中力などの知的作業能力の低下 等と関連し

ている。また、高学年児童の に「朝食欠食、

遅い就寝時刻、外遊びなしといった生活行動」が

強く関与しているという報告 もある。

一方、大阪府は文部科学省が実施している全国

学力・学習状況調査において常に下位グループに

ランクされている。学力向上は日常の生活習慣と

関連していると言われており、朝食を食べること

が学力向上へと繋がっていくと考えられる 。これ

までに実施した著者らの検討によると 小学生の

食生活と健康状態や学習態度との関連性を検討し

た結果、朝食の欠食者は全体の 割程度であるも

のの、朝食を食べた者の半数が「主食」のみの摂

取であった。また、主食が飯の場合、最も食事バ

ランスが良く、健康状態が良好な者ほど食事バラ

ンスがとれていた。さらに、健康状況が良好な小

学生は「授業中眠くない」、「宿題をきちんとする」

等の学習意欲が高いことも明らかとなった。

しかし、大阪府内の小学生に特化して朝食を摂

取することが、健康状況、食生活、生活習慣等と

どのような関連があるかについての検討はほとん

ど行われていない。そこで、大阪府内の小学校に

在籍している児童を対象に、朝食を毎日摂取する

ことと食習慣・食意識・食行動・健康状態（肥満

度も含めて）等との関連について検討し、今後の

効果的な食育を推進していく上での基礎資料とす

ることを目的とした。

Ⅱ 調査方法
１．調査対象者及び調査方法

大阪府内、都市部にある、社会経済的にはほぼ

平均的な市立小学校 校の 年生から 年生

人（男子 人、女子 人）に対して、 年

月に食事を中心とした質問紙調査を実施した。記

入済みの質問紙は 人全員から回収した（回収

率 ％）。ただし、解析対象者は、身長・体重が

記載されていた 人（男子 人、女子 人）

とした。質問紙は無記名の自記式とし、小学校の

担任が配布・回収した。性別・学年別対象者数を

表 に示す。

学年 人 （％） 人 （％） 人 （％）
3年生
4年生
5年生
6年生
合計

表１　性別・学年別対象者数

男子 女子 合計

２．調査内容
１ 児童の食生活

朝食の摂取状況、朝食・夕食の共食状況、偏食の

有無、偏食態度、野菜・果物・夜食の摂取状況、

食事の手伝い頻度、食事の時の会話について、野

菜づくりについて等は４カテゴリーの中から つ

回答させた。朝食の内容については主食・主菜・

副菜・その他に分類してあてはまるものを回答さ

せた。

２ 児童の食意識等

「朝食が楽しみ（朝食楽しみ）」、「給食が楽しみ（給

食楽しみ）」、「夕食が楽しみ（夕食楽しみ）」、「誕

生日の食事が楽しみ（誕生日の時の食事楽しみ）」、

「家族揃っての食事が楽しみ（家族そろっての食

事楽しみ）」、「バーベキューの時の食事が楽しみ

（バーベキューの食事楽しみ）」、「食事の手伝いが

楽しい」、「食事中の会話が楽しい」は４カテゴリ

ーの中から つ回答させた。「いろんな物を食べる

ようにしている」、「ジュースを飲みすぎないよう

にしている」、「菓子などを食べ過ぎない」、「牛乳

などを飲むようにしている」、「野菜を食べるよう

にしている」、「 つの基礎食品を知っている」、「カ

ップ麺をほとんど食べない」、「よくかんで食べて

いる」等 項目は、｢いつも｣「時々」「いいえ」

の内よく当てはまるものを選択させ、検定の際に

は２カテゴリー（｢いつも｣「時々」を「ある」、「ほ

とんどない」を「ない」）とした。

３ 健康状態

足立ら が用いた愁訴の内、「体がだるい」、｢頭が

痛くなる｣、「元気がでない」、｢夜よく眠れない｣、

「風邪をひきやすい」、｢疲れる｣、｢お腹が痛くな

る｣、「めまいがする」、「食事がおいしく食べられ

ない」、「いらいらする」、｢授業中眠くなる｣、｢朝

の目覚めがよくない｣の 項目を採用し、よく当

(2)
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の内よく当てはまるものを選択させ、検定の際に

は２カテゴリー（｢いつも｣「時々」を「ある」、「ほ
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３ 健康状態

足立ら が用いた愁訴の内、「体がだるい」、｢頭が
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てはまるものを つ回答させ、検定の際には２カ

テゴリー（｢よくある｣「時々ある」を「ある」、「ほ

とんどない」を「ない」）とした。集計には「体が

だるくない」、｢頭痛がない｣、「元気がでる」、｢夜

よく眠れる｣、「風邪をひきやすくない」、｢疲れな

い｣、｢腹痛がない｣、「めまいなし」、「食事がおい

しく食べられる」、「イライラしない」、｢授業中眠

くない｣、｢朝の目覚めがよい｣の割合で示した。

４ 児童の生活習慣等

①起床時間②就寝時間③朝食・夕食時間④排便等

は回答者の平均時刻で カテゴリーに分けた。

５ 児童の学習意欲

日本能率協会総合研究所が 年に中学 年生

に対して行った朝食と学習意欲調査の質問項目

を参考にし、「宿題をきちんとやる」「教科書以外

でも調べる」の項目を採用し、｢よくある｣「時々

ある」「ほとんどない」の内よく当てはまるものを

回答してもらった。

．体格の判定

体格の判定は学校保健統計調査の方法に準じ、

性別、年齢別、身長別標準体重に基づき肥満度を

算出し肥満度が 以上の者を「肥満傾向」、

以下の者を「痩身傾向」、それ以外の者を「普通」

とした 。

統計処理

朝食摂取頻度及び性別・学年別と児童の食生活、

食意識、健康状態、学習意欲、生活習慣との関連

を検討するためにχ 検定を行った。学年は ・

年生を「中学年」、 ・ 年生を「高学年」として比

較した。学習意欲の指標としては「宿題をきちん

とする」「教科書以外でも調べる」の項目を採用し、

「ほとんどしない」を低群、「よくする」「時々す

る」を高群と 群に分けた。食習慣・健康状態・

食意識・学習意欲は、良いカテゴリーを 点とし

順に 点まで得点化した。

朝食摂取頻度と生活時間や年齢・体格との関連

を検討するために一元配置分散分析を行った。

有意水準は ％とした。

統計処理には統計解析ソフト

（日本 社）を用いた。

．倫理的配慮

本研究の調査内容および回答者の個人情報の取

扱いについては、羽衣国際大学研究倫理審査委員

会において審査を受け、承認を得た（ ）。

Ⅲ 結果

１．対象校の性別、学年別体型と全国調査

結果との比較

対象者の体型を表 に示した。

痩身傾向児と肥満傾向児出現率を、対象校と平

成 年度学校保健統計調査結果 とで比較したも

のを表 に示した。

．朝食摂取頻度と食生活・食意識や健康

状態との比較

「朝食を毎日食べる」者の割合は ％、「朝食

を食べない時がある」者の割合は ％で、欠食

理由は「おなかがすいていない」、「気分がすぐれ

ない」、「食べる時間がない」、「朝食の準備ができ

ていない」、「その他」であった。

食習慣や食意識等を「朝食を毎日食べる」、「朝

食を時々食べる」、「朝食をほとんど食べない」の

群と比較すると、多くの項目で有意性が認められ

た 表 。食習慣については「朝食を誰かと食べる」

の割合、食意識については「朝食楽しみ」、「夕食

楽しみ」、「いろんな物を食べるようにしている」、

「ジュースを飲みすぎないようにしている」、「菓

子などを食べすぎないようにしている」、「野菜を

食べるようにしている」、「 つの基礎食品を知って

表３　平成20年度学校保健統計調査結果との体格状況の比較
肥満傾向児 普通 痩身傾向児

男子
大阪府男子
全国男子
女子

大阪府女子
全国女子

＊全国男子・女子，大阪府男子・女子は8歳～11歳の平均

人 （％） 人 （％） 人 （％）

肥満傾向

普通

やせ傾向

合計

表２　対象校の性別体格状況　　　

合計女子男子

(3)
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人 ％ 人 ％ 人 ％ P値

朝食誰かと食べる

夕食誰かと食べる

夕食共食の頻度

夕食前お腹すいていた

偏食があまりない

嫌いな物でも食べる

野菜１日1回は食べる

果物を1日1回は食べる

夜食を食べない

朝食楽しみ

給食楽しみ

夕食楽しみ

誕生日の食事楽しみ２）

家族揃っての食事楽しみ２）

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭ食事楽しみ２）

食事の手伝いが楽しい２）

食事中の会話が楽しい２）

いろんな物を食べるようにしている３）

ジュースを飲みすぎないようにしている３）

菓子などを食べ過ぎない３）

牛乳などを飲むようにしている３）

野菜を食べるようにしている３）

3つの基礎食品を知っている３）

食事の手伝いをよくする

食事中の会話が有る

ｶｯﾌﾟ麺をほとんど食べない

よくかんで食べる

野菜等を栽培したことがある

腹痛がない

食事がおいしく食べられる

疲れない

体がだるくない

元気がでる

頭痛がない

めまいなし

風邪をひきやすくない
夜よく眠れる

イライラしない

授業中眠くない

朝の目覚めがよい

宿題をきちんとする

教科書以外でも調べる

寝るのが早い(22時15分より早い）

起きるのが早い（7時より早い）

睡眠時間が長い（9時間より長い）

朝食時刻が早い（7時15分より早い）

夕食時刻が早い（19時20分より早い）

排便毎日

体を動かして遊ぶ
女子
肥満度　普通
肥満度3分位　普通

5・6年生

 χ 検定
２）食習慣･食行動・生活習慣・食意識の一部は4件法で回答させ2群に分けた。
３）食意識・学習態度は3件法で回答させよくある時々あるの割合を示した。
　健康状態(授業中眠くない・朝の目覚めがよいも含む)は3件法で回答させ「不定愁訴がない」の割合を示した。

朝食をほとんど
食べない(n=17)

朝食を時々食べる

表4　朝食摂取状況と食生活・健康状態・生活習慣との関連

朝食を毎日食べる

食習慣２）

食意識２）３）

食行動２）

健康状態３）

 学習態度３）

生活習慣２）

(4)
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いる」等 項目の割合、食行動は「食事中の会話が

ある」、健康状態では「食事がおいしく食べられる」、

「元気がでる」、「頭痛がない」、「めまいなし」、「授

業中眠くない」、「朝の目覚めが良い」の６項目の

割合、学習意欲については「宿題をきちんとする」

の割合、生活習慣では「就寝時刻が早い」、「朝食

時刻が早い」の 項目の割合が「朝食を毎日食べ

る群」が有意に高かった。

３．朝食摂取頻度と生活時間との関連

朝食摂取頻度別にみた生活時間を表 に示す。

就寝時刻、夕食時刻はいずれも「朝食をほとんど

食べない」者が「朝食を毎日食べる」者と比べて

有意に遅く 就寝時刻は平均 分遅い ＜ ，

夕食時刻は平均 分遅い 、睡眠時間も「朝

食をほとんど食べない」者は「朝食を毎日食べる」

者と比べて平均 分短かった ＜ 。

４．朝食摂取頻度と年齢・体格との関連

朝食摂取頻度別にみた年齢・体格を表 に示す。

年齢・体格については特に有意差はみられなかっ

た。

５．性別・学年別との食生活・健康状態・

生活習慣との関連

食習慣や食意識等および朝食摂取頻度を、性

別・学年別で比較した 表 。性別では「夕食前お

腹がすいていた」、「カップ麺をほとんど食べない」、

「風邪をひきにくい」、「夜よく眠れる」、「排便が毎

日ある」、「体を動かして遊ぶ」の項目が男子で有

意に高かった。女子では、「果物を 日 回は食べ

る」、「食事の手伝いが楽しい」、「食事中の会話が

楽しい」、「食事の手伝いをよくする」、「食事中の

会話がある」の項目が有意に高かった。なお、男

女で朝食の摂取頻度には有意差が認められなかっ

た。

学年では、「朝食を誰かと食べる」、「夕食を誰か

と食べる」、「朝食楽しみ」、「家族そろっての食事

が楽しみ」、「食事の手伝いが楽しい」、「食事中の

会話が楽しい」、「授業中眠くない」、「教科書以外

でも調べる」の項目が中学年で有意に高かった。

高学年では「ジュースを飲み過ぎないようにして

いる」、「 つの基礎食品を知っている」、「風邪をひ

きにくい」の項目が有意に高かった。

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 Ｐ値

年齢（歳） ± ± ±

体重（kg） ± ± ±

身長（m） ± ± ±

肥満度（%） ± ± ±

朝食をほとんど食べない 朝食を時々食べる 朝食を毎日食べる

（一元配置分散分析）

表６　朝食摂取3群別にみた年齢・体格

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 Ｐ値

起床時刻 ± ± ±

就寝時刻 ± ± ±

睡眠時間 ± ± ±

朝食時刻 ± ± ±

夕食時刻 ± ± ±

朝食をほとんど
食べない(n=17)

朝食を時々食べる(n=44) 朝食を毎日食べる(n=227)

表５　朝食摂取3群別にみた生活時間

　注 この表は24時間表記の内、分を十進法に換算している。

（一元配置分散分析）
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人 人 Ｐ値 人 人 Ｐ値
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朝食誰かと食べる
夕食誰かと食べる
夕食共食の頻度
夕食前お腹すいていた
偏食があまりない
嫌いな物でも食べる
野菜１日1回は食べる
果物を1日1回は食べる
夜食を食べない

朝食楽しみ
給食楽しみ
夕食楽しみ

誕生日の食事楽しみ２）

家族揃っての食事楽しみ２）

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭ食事楽しみ２）

食事の手伝いが楽しい２）

食事中の会話が楽しい２）

いろんな物を食べるようにしている３）

ジュースを飲みすぎないようにしている３）

菓子などを食べ過ぎない３）

牛乳などを飲むようにしている３）

野菜食べるようにしている３）

3つの基礎食品を知っている３）

食事の手伝いをよくする
食事中の会話が有る
ｶｯﾌﾟ麺をほとんど食べない
よくかんで食べる
野菜等を栽培したことがある

腹痛がない
食事がおいしく食べられる
疲れない
体がだるくない
元気がでる
頭痛がない
めまいなし
風邪をひきやすくない
夜よく眠れる
イライラしない

授業中眠くない

朝の目覚めがよい

宿題をきちんとする
教科書以外でも調べる

寝るのが早い(22時15分より早い）
起きるのが早い（7時より早い）
睡眠時間が長い（9時間より長い）
朝食時刻が早い（7時15分より早い）
夕食時刻が早い（19時20分より早い）
排便毎日
体を動かして遊ぶ
女子

高学年１）

３）食習慣･食行動・食意識の一部は４件法で回答させ２群に分けた。
３）食意識の一部は３件法で回答させよくある・時々あるの割合を示した。
　 健康状態(授業中眠くない・朝の目覚めがよいも含む)は３件法で回答させ「不定愁訴がない」の割合を示した。

表７　性別・学年と食生活・健康状態・生活習慣との関連

生活習慣２）

男子(n=157) 女子(n=131)

１）中学年は3・4年生、高学年は5・6年生

中学年１) 高学年１)

食習慣２）

食意識２）３）

食行動２）

健康状態３）

 学習態度３）

(6)
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Ⅳ 考察

本稿では、児童の朝食摂取と食生活・食習慣・

生活習慣・健康状態との関連を検討した。

対象児の肥満度の割合については全国と比べて

男児の肥満傾向児の割合がやや少ないものの、全

国平均と概ね同等であった。朝食摂取と年齢・体

格との関連について差は認められなかった。また、

朝食欠食が肥満に繋がりやすい という先行研究

があるが、本対象では朝食欠食の有無と肥満度に

関連性は認められなかった。朝食の摂取と生活時

間との関連では、就寝時刻が遅く、睡眠時間が短

く、夕食時刻が遅い者では、朝食を欠食する傾向

がみられた。先行研究でも毎日朝食を摂取した者

は摂取しなかった者に比べて、就寝時刻が早いこ

とが報告されており 、今回の対象者においても、

生活リズムを整えることが朝食摂取に繋がること

が示唆された。

また、先行研究で示されているように、朝食を

毎日食べる児童の方が、欠食習慣がある児童に比

べ健康状態が良好であること － 。朝食摂取習慣

が子どもの健康に関わる重要なライフスタイル要

因で規則正しい朝食習慣が健康教育の具体的な目

標の一つであること 。食事づくりにかかわる手

伝いをしている子どもの食意識が高いこと 。こ

れらについては、本研究においても同等の結果が

得られており、朝食を毎日食べる者は、朝食を共

食し、食事が楽しみで、「いろんなものを食べるよ

うにしている」等の食意識が高く、食事リズムが

整っており、「食事の手伝いをよくする」等の食行

動がみられ、健康状態が良好で食事をおいしく食

べ、食知識が高く、学習意欲が高い傾向がみられ

た。

鈴木ら の報告でも欠食ありの者は夕食の孤食、

不規則な夕食時間、夜食摂取量などが多く、就寝・

起床とも遅く、睡眠時間は短くなっており悪い生

活習慣が有意に多くなっていた。

朝食を摂取する者は、健康的な生活習慣を実践

している者が多く、生活習慣に関する健康意識や

健康知識の習得率も高く、健康態度の育成もなさ

れており、自覚症状の訴え数も少なかったという

報告 があるが、本研究ではさらに朝食を毎日食

べる者は、朝食を共食し、食事が楽しみなことも

示唆された。

性別では男児は「夕食前お腹がすいていた」、「カ

ップ麺をほとんど食べない」、「風邪をひきにくい」、

「夜よく眠れる」、「排便が毎日ある」、「体を動か

して遊ぶ」などの健康状態・生活リズムが女児に

比べて良好で、女児は「果物を 日 回は食べる」、

「食事の手伝いが楽しい」、「食事中の会話が楽し

い」、「食事の手伝いをよくする」、「食事中の会話

がある」など男児に比べて食事を楽しむ傾向が見

られた。

学年間の差の検討は、４， 年生の方が６年生と

比べて料理を手伝う、朝食を家族と食べるなど家

族と触れ合う機会が多かったという報告 と同様

に、高学年になると中学年に比べて、食事の楽し

み、家族と一緒に食べる、料理を手伝う、授業中

眠くない、教科書以外でも調べる等の割合は減少

するが、ジュースを飲み過ぎないようにしている、

かぜをひきにくい、 つの基礎食品を知っている等

食意識・健康状態は良好な傾向がみられた。

以上のことから、生活リズム、食リズムを整え

ること、朝食が楽しみになるよう環境を整備する

こと、食意識を高めること、家族とのコミュニケ

ーションがとれるよう工夫をすることが、朝食を

毎食摂取することと相互に繋がっている可能性が

示唆された。言い換えると、朝食摂取は つの独

立した行動ではなく、就寝時刻などの生活リズム

や共食、食事の手伝いをする、食事中の会話があ

る等の食行動、食事を楽しむことと関連しており

また、朝食を毎日食べることが、他の生活習慣や

生活リズムを良好にし、学習意欲を高めることに

も波及するものと考えられる。また、食意識を高

めることも朝食の摂取習慣に関連しているようで

ある。

ところで、本田らは 生活習慣病を予防する食

生活を実践するためには、食知識の獲得が重要で

あり、食知識を獲得するためには学校における給

食時間を楽しいと感じる雰囲気作りが重要である

と指摘している。このため中学年には食に関連す

る知識を高める講習会等を実施して意識を高める

こと、高学年では食事の楽しみを再認識してもら

えるよう、家族とのコミュニケーションをより深

める機会を作っていくよう支援することが大切で

あろうと考えられる。

本研究は大阪府内の 校についての検討であり、

また、横断的調査であるため朝食摂取頻度と食生

活・食習慣・生活習慣・健康状態との因果関係を

言及することには限界があるが、朝食は生活全般
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の状況を反映する一つの指標となり、朝食摂取を

習慣化することにより生活リズム、食リズムが整

い、心身の健康増進が良好になることに繋がり、

また、朝食を共食し、楽しく食べることが朝食摂

取に有効であると言える。

一方、本調査での朝食欠食の原因の一つに「食

事の準備ができていない」があり、小学生の場合、

保護者が朝食を準備していないという状況が認め

られる。その背景には、保護者自身が朝食を食べ

る習慣がないことや子どもへの関心の無さが考え

られる。大阪は都市型で保護者が比較的夜遅くま

で働いていることになどにより、夕食時刻が遅い

時間帯となり、結果として朝食欠食に繋がってい

く状況も考えられる。つまり、保護者の食行動や

食意識あるいは、勤務体制が子どもの朝食欠食に

強く関わっている可能性が考えられる。

さらに、厚生労働省が実施した平成 年国民健

康・栄養調査結果 では、所得が高い世帯に比べ

て低い世帯で朝食の欠食率が高いという結果も示

されており、 世紀における第２次国民健康づく

り運動では「健康格差」（地域や社会経済状況の違

いによる集団間の健康状態の差のこと）の縮小が

謳われている 。すなわち、朝食欠食を改善する

には経済的配慮を含めた社会環境の整備が重要に

なってくる。

今後、子どもだけでなく保護者への対応や社会

環境の整備を含めた、大阪府の状況に根ざした総

合的な取り組みを策定・推進していく必要があろ

う。

Ⅳ 謝辞
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り運動では「健康格差」（地域や社会経済状況の違

いによる集団間の健康状態の差のこと）の縮小が

謳われている 。すなわち、朝食欠食を改善する

には経済的配慮を含めた社会環境の整備が重要に

なってくる。

今後、子どもだけでなく保護者への対応や社会
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大阪府内小学生の朝食摂取頻度と食行動・生活習慣との関連  
 

辻本 洋子，奥田 豊子，小山 達也，由田 克士 
 

要旨：大阪府内の小学校 年生から 年生 人（男子 人、女子 人）を対象に食事を中心とした

日常生活に関する質問紙調査を実施し、朝食摂取頻度と食習慣・食意識・食行動・健康状態（肥満度も含

めて）等との関連について検討した。 生活リズム、食リズムを整えること、朝食が楽しみになるよう

環境を整備すること、食意識を高めること、家族とのコミュニケーションがとれるよう工夫をすることが

朝食を毎食食べることに繋がっていく。 朝食は就寝時刻などの生活リズムや共食、食事の手伝い、食

事中の会話等の食行動、食事を楽しむことと関連があり、朝食を毎日食べることは健康状態を良好にし、

学習意欲を高めることに繋がっていく。また、食意識を高めることが朝食の摂取に繋がる。 朝食摂取

を習慣化することにより生活リズム、食リズムが整い、心身の健康増進が良好になることに繋がる。また、

朝食を共食し、楽しく食べることが朝食摂取に有効である。小学生の場合、保護者の食行動や食意識ある

いは、勤務体制が子どもの朝食欠食に強く関わっている可能性が考えられ、朝食欠食を改善するには経済

的配慮を含めた社会環境の整備が重要になってくる。今後、子どもだけでなく保護者への対応や社会環境

の整備を含めた、大阪府の状況に根ざした総合的な取り組みを策定・推進していく必要があろう。
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