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かを把握するために，今年3月「食生活に関
する世論調査」を実施した。8月号と9月号で
は，その調査結果から，日本人の食生活の現
状をみた。その結果，食習慣や食に関する価
値観に年齢層による違いがあることが浮かび
上がった。その年齢層による違いの背景には，
時代や社会状況の変化があると考えられる。

一方，親が子どもの食生活に大きな影響を
持つという点からみれば，食習慣は時代や社
会の変化の影響を受けるだけでなく，親から
子へと受け継がれていくものがあると言え
る。本稿では，親子関係を中心にして，食生
活や食習慣が伝えられていくという側面を分
析していく。

【調査の概要】
2006年3月11日（土）から19日（日）にかけ

て，配付回収法で実施。調査相手は全国16
歳以上の3,600人で，67.3%にあたる2,422人
から回答を得た。単純集計結果は8月号に掲
載している。なお調査結果全体の分析報告は，
12月に『崩食と放食～NHK日本人の食生活
調査から～』（生活人新書，日本放送出版協会）
として刊行する予定である。

  はじめに

赤ちゃんは，空腹になるとおっぱいを飲み
たがる。人間は誕生とともに食生活が始まる
のである。そして，母乳にするか，ミルクに
するかから始まって，ふだんどのような食事
をするのか，どのようなものをよく食べて，
何を食べないか，朝，昼，夜それぞれ何時頃
にどこで食べるのかなど，子どもにとって，
食習慣は，親や周囲の大人の考え方が大きな
影響を持つ。どのようなものを美味しいと思
うのかといった味覚も子どもの頃の食生活が
影響する。

また個人の食生活は社会的な影響を受け
る。戦後の食糧難の時代に育った人と世界中
から輸入されている食料品を含めて食べ物が
豊富になっている時代に育つのでは，食生活
はおのずと違ったものになるだろう。和食，
中華，フレンチ，イタリアンなどの料理にそ
れぞれ特徴があることからも，個人の味覚や
食生活が家庭環境を含め社会の影響を受ける
ものだということがわかる。

今，日本人はどのような食生活をしていて，
食に関してどのような価値観を持っているの

食事に関するしつけやマナーの伝承
～「食生活に関する世論調査」から③～
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  1. 食のしつけ

子どもの頃の経験

「箸の上げ下ろしにまで一々文句を言うよ
うな親」という比喩は，しつけが厳しく些細
なことを問題にするという非難の意味が含ま
れている。かつては，姿勢を正して座り，ほ
とんど会話をすることなく，なるべく短時
間に済ませるという食事をしていた家庭も
あっただろう。そこには，食事を楽しむとい
う発想はあまりない。今は8月号で取り上げ
たように，食事の際に重視することとして，
20%，5人に1人が「楽しく食べること」を上
げている。正座をして黙って食べるのでは，
食事を楽しむ気持ちにはなれないという人が
多いことだろう。

堅苦しいのは苦手という人でも，箸を正し
く使えるようになるには，練習が必要であ
る。日本に旅行に来た外国人が箸を使おうと
してうまく使えないという光景を見ることが
ある。ナイフとフォークで和食を食べること
もできるが，和食は，箸がうまく使えたほう
が，食事を楽しめるという側面もあるだろ
う。一定の食生活，食習慣を身につけるため
には，ただ厳しくするというのではなく，そ
れなりのしつけが必要だと言える。まず，食
事の際のしつけに関する調査結果を紹介して
いこう。

調査相手全員に，小学生の頃，食事の時に
守るように言われていたことがあるか，10
の項目の中であてはまるものをいくつでも上
げてもらう複数回答で聞いた。「食べ物を残
さない」と「食卓にひじをつかない」がともに
67%である。続いて，「好き嫌いなく食べる」
が65%，「お箸を正しく持つ」の58%などと

なっている（図1）。
「その他」を含めた11項目の中で，いくつ

答えているかをみると，1人が平均4.7個の
項目を上げていて，いろいろと注意されてい
たことがわかる。

食のしつけの年齢差

食事の実態や食に関する価値観と同じよう
に，この調査結果も，男女や年齢層による違
いがある。例えば，「食べ物を残さない」は高
年層（60歳以上）では男性79%，女性73%に
対して，若年層（16～29歳）は男女とも62%
で，高年層で高くなっている。また「食事中
は静かにする」は，高年層では男性39%，女
性42%に対して，若年層では男女とも11%で
年齢層によって大きな違いがある。全体とし
て，高年層のほうが多くの項目を上げている。
項目数は，高年層の男性は平均5.1個，女性
は5.3個に対して，若年層の男性は4.4個，女
性は4.6個となっている。一般的に予想できる
ことではあるが，今の高年層のほうが食事に
関して注意されることが多かったと言える。

図1　小学生の頃，守るように言われていたこと（複数回答）
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ただし，「食卓にひじをつかない」について
は，高年層で低い傾向がある。これは，ちゃ
ぶ台での食事からテーブルでの食事へという
生活様式の変化が関係していると考えられる。

しつけの男女差

男女で比べると，年齢層にかかわらず女性
のほうが注意されていた項目が多く上がって
いる。そして，注意されていた内容にも男女
の違いがある。男性で全体より高いのが「食
べ物を残さない」と「好き嫌いなく食べる」で
あり，一方，女性で全体より高いのが「食卓
にひじをつかない」「食事の前や後にあいさ
つをする」「音を立てて食べない」「食事中に
席をはずさない」「ご飯とおかずを交互に食
べる」の5つの項目である（図2）。

かつて，食料品のコマーシャルで「わんぱ
くでもいい。たくましく育って欲しい」とい
うキャッチコピーがあった。このコピーに表
現されているように，男の子に対しては，何
でもよく食べて大きく強く育って欲しいとい
う思いがうかがえる。一方，女の子にはお行
儀よく育って欲しいと思う傾向が強いことが

読み取れる。親や周囲の大人が子どもに何を
期待するかは，男の子の場合と女の子の場合
では違っていることがあらわれている。

子どもをどうしつけているか

小学生の頃に食事に関してどのような注意
をされていたのかを聞いた結果，若年層で注
意をされた経験が高年層より少ない傾向があ
ることがわかった。それでは，今の小学生は
どうだろうか。高校生以下の子どもがいる人
に，食事の時守るように言っていることを，
先ほどの質問と同じ10項目を示して聞いた。
この内，小学生の子どもがいる人についてこ
の質問の結果を示したのが図3である。

「好き嫌いなく食べる」と「食卓にひじを
つかない」が71%となっているのをはじめ，

「食べ物を残さない」が66%，「食事をしなが
らほかのことをしない」が61%，「食事の前
や後にあいさつをする」が52%などとなって
いる。「その他」を含めると，一人で平均5個
の項目を上げている。

図 2　守るように言われたこと（男女別）

図 3　守るように言っていること
（小学生の子どものいる人，複数回答）
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子どもの頃の記憶を聞いた質問と，現在，
子育て中の人に聞いた質問の結果を単純に比
べることはできない。ひどく叱られた記憶が
ずっと残る場合もあるだろうし，逆に嫌な出
来事は忘れてしまって記憶が美化されるとい
う場合もあるだろう。また，今まさに毎日子
どもと接していて，子どもの教育に関して常
日頃考えている状態であれば，一つ一つが思
い当たるということも考えられる。上がった
項目数の多い少ないを直ちにしつけの厳しさ
の程度とは言えない。

しかし，調査結果の数字上は，子どもの頃
に言われていたことを聞いた結果とさほど大
きな違いはない。少なくとも，今の親は子ど
もを甘やかして食事に関するしつけをしなく
なっているという状態ではなく，一定のしつ
けはしていると考えられる。

子どもの好き嫌いをどう思うか

「野菜嫌いの子どものための野菜たっぷ
りドライカレー」「ほうれん草もスープなら
大丈夫」「子どものための甘いにんじん料理」
などなど，料理の本を開くと，好き嫌いのあ
る子どもに食べさせるための工夫をしたレシ
ピがいろいろ紹介されている。そうした料理
からは，健康的な食生活のために嫌いなもの
でもできるだけ食べさせるようにしたいとい
う親の願いが伝わってくる。

嫌いなものを無理やり食べさせて，食事を
楽しむことができなくなってしまうのも親と
しては困ることである。また，食物アレルギー
で食べられないものがある子どももいる。し
かし，小学生の子どもに「好き嫌いなく食べ
る」ように注意している親が71%にのぼると
いうデータからもわかるように，一般的に好

き嫌いはないほうがよいと思っている人が多
いと考えられる。調査結果で確かめてみよう。

小学生くらいの子どもが食べ物の好き嫌い
をすることをどう思うかという質問をした。
その結果，「できるだけ好き嫌いなく食べる
べきだ」と答えた人が72%，「多少好き嫌い
があってもかまわない」が22%，「特に好き
嫌いを気にする必要はない」が6%で，やは
り好き嫌いはないほうがよいと思っている人
が多数派である（図4）。

この結果にも男女や年齢層による違いが
ある。「多少好き嫌いがあってもかまわな
い」という人は男性の若年層が28%で全体の
22%よりも高く，男性の高年層が14%で全体
より低くなっていて，若い人ほど容認する割
合が高いという傾向がある。

女性では，中年層（30～59歳）が28%で全
体より高く，女性の若年層でも26%が「多少
の好き嫌いがあってもかまわない」と答えてい
る。中年層の女性で全体より高いのは，実際
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に子どもを育てている母親層で好き嫌いを容
認する割合が高いためである。父親は子ども
と一緒に食事する機会も少なく，子育ては母
親まかせという家庭もあるだろう。母親の立
場で考えれば，しょっちゅう子どもを注意す
るのも気が重いことだし，料理の工夫を続け
るのも大変である。あまり神経質になるより，
多少の好き嫌いはしかたがないと考えたほう
が子どもにとってもよいという側面もある。

幼児や小学生の子どもがいる人の中でも，
30代の人と40代の人とを比べると，30代の
人のほうが，好き嫌いを容認する割合が高い
という傾向がある。子どもの好き嫌いをどう
考えるかは，日常的に子どもと接しているか
どうかが影響しているが，年齢層でみると若
い人はお年寄りより容認する割合が高いとい
う傾向を読み取れる。

  2. 注意されたことと注意すること

過去の経験と今の態度との関連

基本的な食習慣や食卓のマナーは，子ども
の頃にどのようにしつけられたかが影響する
と考えられる。その影響はさらに自分の子ど
もに対する態度にも及ぶものだろうか。「子ど
もの頃，箸の上げ下ろしにまで一々文句を言
われて閉口したので，自分の子どもにはあまり
口うるさく言いたくない」と考える場合と，「子
どもの頃，いろいろ注意されたことは，自分の
子どもに対しても黙っていられない」という場
合では，影響が逆方向にあらわれる。どちら
の場合が多いのか，データで確かめてみた。
図5は，高校生以下の子どもがいる人につ

いて，子どもの頃に注意された経験と自分の
子どもに注意するかどうかの関連をみたもの

である。子どもの頃に注意された項目を多く
上げたかどうかで点数化し，経験多（8～11
点），経験中（4～7点），経験少（0～3点）の
3つのグループに分けた。そして，3つのグ
ループごとに，子どもに対して注意する項目
が多いか少ないかを同じく多，中，少の3つ
に分けて，それぞれの割合を示した。

子どもの頃に注意された経験が多い人は自
分の子どもに注意することも多く，逆に子ど
もの頃に注意された経験の少ない人は自分の
子どもへの注意も少ないという傾向がはっき
りと出ている。つまり，「子どもの頃，箸の
上げ下ろしにまで一々文句を言われて閉口し
たので，自分の子どもにはあまり口うるさく
言いたくない」と考える人は少ないというこ
とである。

高校生以下の子どもがいる人は年齢の幅が
大きいので年齢層を30～40代に限ってみて
も同じような傾向がみられた。また男女別に
みても同様である。

好き嫌いのしつけと考え方

子どもの好き嫌いをどう思うかについて
も，子どもの頃に注意された経験との関連が
あるだろうか。図6に示したように，子ども

図 5　言われたことの多少と子どもに言うことの多少
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の頃に「好き嫌いなく食べる」ように言われ
ていた人では「できるだけ好き嫌いなく食べ
るべきだ」と考えている人が77%，そうでな
い人では61%となっている。やはり注意さ
れた経験がある人のほうが，好き嫌いはよく
ないと考えることが多いという結果になって
いる。

ただし，自分が言われていなくても6割の
人が「できるだけ好き嫌いなく食べるべきだ」
と答えていることから，好き嫌いはよくない
という考え方は，多くの人に一般的な規範と
して受け止められていると言える。

次に，好き嫌いについての考え方と子ども
の好き嫌いを容認するかどうかの関連をみて
みよう。高校生以下の子どもがいて「できる
だけ好き嫌いなく食べるべきだ」と考えてい
る人の場合，74%が子どもに「好き嫌いなく
食べる」ように言っている。これに対して，「多
少好き嫌いがあってもかまわない」と考えて
いる人では，子どもに好き嫌いを注意すると
答えたのは48%である。

緩やかになる食のしつけ

これまでみてきたように，食習慣や食卓の

マナーに関しては，お年寄りより若い人のほ
うが子どもの頃に注意されたことが少ないと
いう傾向がある。そして，子どもの頃にいろ
いろと注意されたことがある人のほうが自分
の子どもにもいろいろと注意するという傾向
がある。この2つの傾向をあわせて考えると，
まだ結婚していない若い人たちが結婚して子
どもをもった時に，今子どもがいる人たちよ
りも子どもに注意することが少なくなること
が予想される。

一般に望ましいとされる食習慣や食卓のマ
ナーも時代とともに変化する。食料が十分で
なかった頃と食料品が豊富に手に入る今とで
は，食生活は変化している。子どもの肥満や
高血圧などの生活習慣病が問題になっている
ことを考えると，誰にでも「食べ物を残さな
い」と注意すべきだとは言えない。

また，食事の時はあまりしゃべらないほう
がいいのか，おしゃべりしながら楽しく食事
をしたほうがいいのかという考え方のどちら
が多数派なのかも変わっていく。親が子ども
だった頃，30年前の食習慣やマナーをその
まま維持するべきだとは必ずしも言えない。

本稿で取り上げた調査結果から言えること
は，食習慣や食卓のマナーは親の態度に影響
を受けていて，食に関するしつけは親から子
どもへと世代を超えてある程度継承されてい
くこと，そして，今の若い人たちの状態をみ
ると，今後，食に関するしつけは徐々に緩や
かになっていくと考えられるということであ
る。それは，お行儀よく食べるといった食卓
のマナーに関することだけでなく，「好き嫌
いをしない」という食に関する価値観にもあ
てはまることである。

図 6　好き嫌いのしつけの有無と考え方
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  3.子どもとどう接しているか

料理のお手伝い

親が子どもに食習慣や食に関する価値観を
伝える場面は，食事をする時だけではない。
一緒に料理をつくったり，子どもに料理を手
伝わせたりする時も，その機会である。

高校生以下の子どものいる人に，「お子さ
んと一緒に台所に立って，料理を教えたり，
手伝いをしてもらったりすることはあります
か」と尋ねた。図7に示したように全体では

「よくある」が6%，「ときどきある」が20%，「た
まにある」が33%，「ほとんどない」が41%と
なっている。

ふだん料理をするかどうかは男女で違いが
あるので，子どもに手伝わせるかどうかも
男女の違いが大きい。男性（父親）では58%
が「ほとんどない」と答えているのに対して，
女性（母親）で「ほとんどない」は28%である。

一緒に料理をつくったり，料理を手伝わせ
たりするのは，子どもが小学生か中学生の場
合に，その機会が多く，高校生になると少な
くなる。小学生では「よくある」が6%，「と

きどきある」が26%，「たまにある」が37%で，
「ほとんどない」は31%に対して，高校生で
は「ほとんどない」が41%となっている。

例えば，小学生の子どもがカレーをつくり
たいと言いだして，慣れない手つきでにんじ
んを切る時，あるいは夜中にお腹をすかせた
高校生の子どもが夜食に何かつくろうとして
台所に来た時，そこでの親子の会話は，しつ
けと呼べるものではないかもしれないが，子
どもの食習慣や食に関する価値観を形成する
上で，大いに役立つはずである。

食のしつけと料理の手伝い

子どもに対して食に関する注意をすること
が多い人と少ない人とでは，一緒に料理をつ
くるといった態度にも違いがあるだろうか。
子どもに対して注意する項目が多いか少ない
かによって，多（8～11点），中（4～7点），
少（0～3点）の3つのグループに分けて，一
緒に料理をつくったり，子どもに料理を手伝
わせたりすることがあるかどうかの質問との
関連をみてみた。
図8に示したように，「ほとんどない」の割

合は，<しつけ多>の人では32%で3人に1
人の割合なのに対して，<しつけ少>の人で
は49%とほぼ半数になっている。

子どもが小中学生の場合に限ってみても，
<しつけ多>の人のほうが，一緒に料理をつ
くったり，子どもに料理を手伝わせたりする
ことも多いという傾向がある。

2つの質問の結果にあらわれた関連は，子
どもにいろいろ注意するか

・ ・

ら子どもに料理も
手伝わせるとか，逆に料理を手伝わせている
か
・ ・

ら注意することも多いという単純な因果関
係を示したものではない。2つの質問の関連

図 7　料理を教えたり手伝わせること
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は，そもそもどのような親子関係なのかとい
う要素を考える必要がある。

親がいろいろと厳しく注意するのに対して
子どもは口うるさいとただ反発しているとい
う場合，親子がよく会話をしてお互いを理解
しあっている場合，それに親が子どもの行動
に関心がなく子どもが自由に振舞っている場
合など，どのような親子関係にあるかがしつ
けの多少を左右し，一緒に台所に立つ機会も
左右していると考えられる。

食に関するしつけや食生活の伝承という視
点で調査結果を分析してみると，親が日頃子
どもにどのように接しているのかという問題
が浮かび上がってくる。

  おわりに

「箸の上げ下ろしにまで一々文句を言う
親」は子どもに嫌われてしまう場合が多いだ
ろうが，箸の持ち方を子どもに最初に教える
のはやはり親，あるいは一緒に住んでいる家
族という場合がほとんどだろう。

おやつのお菓子をたっぷり食べてしまって
夕食を食べないことがあるとか，肉ばかり食

べて野菜をほとんど食べないとか，毎日遅刻
しそうになるまで寝ていて朝食をまったく食
べないといった食生活にならないためには，
やはり親や家族が子どもの食生活に気を配っ
て時には注意する必要があるということは多
くの人が認めるだろう。調査結果からも親が
子どもにどのように接するかという問題が浮
かび上がっている。

去年7月に施行された食育基本法では，「国
民の食生活においては，栄養の偏り，不規則
な食事，肥満や生活習慣病の増加，過度の痩
身志向などの問題に加え，新たな『食』の安
全上の問題や，『食』の海外への依存の問題
が生じており，『食』に関する情報が社会に
氾濫する中で，人々は，食生活の改善の面か
らも，『食』の安全の確保の面からも，自ら『食』
のあり方を学ぶことが求められている」とし
て，食育の必要性を強調している。

この指摘のように日本人の食生活や食習慣
を改善しなければならないとすれば，まずそ
の出発点になるのは家庭での食のしつけだと
言えよう。　　　　　　　 （なかせ たけまる）

図 8　子どもに注意することの多少と料理の手伝い
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