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ご 挨 拶

　平素より北海道大学環境健康科学研究教育センターの調

査研究にご協力いただきましてありがとうございます。

　皆様にご協力いただきました「子どもと環境に関する北海道ス

タディ（モニタリング調査）」も、14年が経過し、これもひとえに皆

さまお一人お一人のご協力の賜物であると深謝申し上げます。

2011年、環境省がエコチル調査を開始致しましたが、この調査

には私どもの北海道スタディが研究モデルの一つになっており

ます。

　さて、今回の特集は、お子様の心と体をつくる朝食についてで

す。朝食の必要性は理解していても、時間がない中での調理、

献立の変化の苦労は夕食以上ではないかと思います。ここで改

めて、お子様の健康と朝食について考えてみる機会となれば幸

いです。

　これからも環境と子どもの健康について調査を進めてまいりま

す。今後とも、本調査にご理解とご協力のほどをよろしくお願いい

たします。

北海道大学
環境健康科学研究教育センター

　研究代表者　岸　　玲子
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管理栄養士　樫野いく子特集 朝ごはんの大切さとおやつとの付き合い方 ―平成22年度「全国学力・学習状況調査」結果を交えて　（10歳の親子対象）

　6歳児のポプラ通信では、朝食の役割についておはなししました。
平成22年度の「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）のから小学生・
中学生の朝食の摂取状況と学力・体力との関係性について結果報告が
ありました。今回は、この結果についてご紹介します。そして、今後の朝ご
はんとおやつについてのアドバイスを管理栄養士の立場から少し述べた
いと思います。

　社会環境の変化（食の欧米化、コンビニエンスストアの充実化、中食
化、外食化、核家族化）により、食の形態も時代と共に大きく変化してき
ました。子どもの朝食摂取状況については、朝食を全く食べない割合が
減少してきているものの、朝食を食べないことがある小・中学生の割合
は、全国学力・学習状況調査の結果によると、小学校6年生で11%、中学
校3年生では16%に達しています。
中食化…家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り、家庭の食卓で
　　　　食べる食事の形態のこと

　また、肥満傾向にある児童生徒の割合は、中学校1年生で最も高く児
童の約10.3%（平成20年度）になっています。一人一人が健康的に過ご
し、健康寿命を延ばすためにも、栄養バランスの良い食事、適切な運動、
睡眠といった規則正しい生活が必要不可欠です。しかし、大人になって
から食習慣を改めることは大変難しいことが知られています。そこで、子
どものころから家庭においてもしっかりとした食生活を身に付けていく
ことが大切です。

健康寿命…日常的に介護しないで、自立した生活が出来る期間のこと　
　　　　　で、平均寿命から介護の期間を引いたもの。

　就寝中も呼吸や心臓を動かすことにエネルギーは消費されているため、
朝、目覚めた時は体のエネルギーは少なくなっています。そこで、朝食は、
眠っている間に低下した体温を元に戻したり、脳や体を目覚めさせ、勉強
や、運動をするための必要なエネルギーの源になります。全国学力・学習
状況調査では、調査した小学校6年生と中学校3年生のすべての教科にお
いて毎日朝食をとる子どものほうが、学力調査の平均正答率が高い傾向
にあることが、明らかになりました。（図2）また、毎日朝食をとる子どもの
ほうが、体力合計点が高い傾向にあることも分かってきました。（図3）

　朝食の必要性はわかっているけれど・・・、なかなか朝ご飯食べないの
よね・・・というお母様。ここで少し、朝食をおいしく食べるためにお子様
やご家族の生活をちょっと見直してみませんか？

　思わずおやつを食べすぎて、食事がきちんと食べられないことはあり
ませんか？
　おやつは、朝、昼、夕の3 度の食事をきちんと食べていれば、毎日かな
らず食べなければならないものではありません。おやつは“お菓子”に限
定せずに、おにぎりやさつまいも、果物など食事で足りなかったエネル
ギーや栄養素を補うものです。１日におやつで摂ってよいエネルギーは
およそご飯茶碗１杯分(120 kcal)です。普段のリンゴやバナナも、バター
で焼き、仕上げにシュガーをちょっとかけるだけでよそいきのおやつに
なります。おやつは子どもの楽しみ・気分転換の意味もありますので、お
やつの食べる時間、量を考えて上手く付き合いましょう。

なぜ朝食をとることが大切なの？

図１．朝ごはんを食べないことがある小・中学生の割合
資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」（平成22年度）

図2.朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係　
資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」（平成22年度）

図3.朝食の摂取と体力合計点との関係　
資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」（平成22年度）

資料：文部科学省ホームページ

資料：食生活学習教材（小学校中学年用）　「食生活を考えよう－体も心も元気な毎日のために－」

▶前の日の夕ご飯や夜食をとりすぎていませんか？　
　特に夜遅くに、何か食べていませんか？
▶夜更かしせずに、早く寝ていますか？
▶朝はゆとりをもって起きていますか？
▶朝食前に布団をたたむなど体を少し動かしていますか？

　次に朝食を作るときのちょっとしたポイントをご紹介します。　
食品はおもに体をつくるもとになる食品（赤色）、おもに体の調子を整え
るもとにある食品（緑色）、おもにエネルギーのもとになる食品（黄色）の
大きく3つのグループに分けることができます。
　食事を用意できない朝も、食べないで学校に行くよりも台所にあるも
のを「３つのグループ」で分けて、うまく組み合わせて食べるようにしま
しょう。
　また、具たくさんの味噌汁、スープがあれば不足しがちな野菜も摂れ
ますね。
例：トースト（黄色）、ハムエッグ（赤色）、サラダ／くだもの（緑色）
　 ご飯（黄色）、卵焼き（黄色）、ほうれん草のおひたし（緑色）

朝ごはんをおいしく食べるために・・・

朝食の取り方
おやつとの付き合い方

わが家の一品
子どものいる研究スタッフが、育ち盛りのお子様が喜び
そうな我が家の一品を3回に渡ってご紹介します。けっし
て特別なメニューではありませんが、それぞれに母親の
「特別な想い」が込められています。

誕生日やイベントの日などでなくてはめったに登場しない「ラザニア」。子どもたちにとっては
ちょっと特別なメニューです。普段は子どもたちからリクエストされても、簡単には作りませ
ん。これがスペシャル感を出すための母の作戦です！

わが家の人気メニュー

スペシャルメニュー　ラザニア 研究支援員　大井　素子

（IFAアロマセラピスト） 荒木　敦子

材料
オリーブ油 ……………………… 大さじ１
豚ひき肉 ………………………200グラム
玉ねぎ………………………… 中1個半
にんにく …………………………ひとかけ
ホールトマト缶またはカットトマト缶… １缶
コンソメスープの素 ………………… 1個
水 ……………………………… ２００ｃｃ
塩　コショウ ……………………… 適量
砂糖 …………………………… 大さじ１
ラザニア …………………………５～６枚
ホワイトソース缶 …………………… １缶
とろけるチーズ……………………… 適量
パルメザンチーズ…………………… 適量
パセリ ……………………………… 適量
準備
にんにく・玉ねぎはみじん切りにしておく
オーブンは180度に予熱しておく

１．ミートソースをつくる。
　①オリーブ油を弱火で熱し、みじん切りにしたにんにくを炒める。
　②香りがたったら中火にし、みじん切りにした玉ねぎを透きとお
　　るまで炒める。
　③ひき肉を加えてさらに炒め、肉の色が変わったらトマト缶・水・
　　コンソメスープの素を加えて10分ほど煮込む。
　④塩・コショウ・砂糖を加えて味をととのえる。
２．ラザニアは指定の時間ゆでておく。
３．耐熱容器に材料を敷き詰める。
　①大きめの耐熱容器にミートソース→とろけるチーズ→ラザニ
　　ア→ホワイトソース→ラザニアの順に何度か繰り返しながら
　　敷いていく。
　②最後はいずれかのソースで終わり、とろけるチーズをたっぷ
　　りのせ、パルメザンチーズとパセリをふりかける。
４．180度のオーブンで20分ほど焼き、焼き色がつけば出
　来上がり。

♪ゆとりのあるときはホワイトソースも
作ったり、逆に忙しいときはトマトソー
スも市販品を使って調理時間を短縮し
ます。食いしん坊さんがいる時はラザニ
アの枚数を増やしてたっぷり作ってあ
げてください。

お母様のためのアロマお母様のためのアロマ
スチーム
　そろそろお子様は大きくなり手も離れてくる頃でしょうか。フッと
鏡を見たらなんだか疲れきった顔が・・・　エステにでも行きたいけ
れどそんな余裕もないし・・・。そんな時にアロマセラピーとしてご自
宅で簡単にできるお顔のお手入れ方法を2回にわたってご紹介い
たします。
　まず今回はスチームです。といっても特別な美容機器は必要あり
ません。洗面器などに熱湯を入れて、立ち上がる蒸気に顔を当てる
だけ。頭の上からバスタオルをかぶれば簡易スチーマーの出来上が
り。5分ほどで毛穴も開いて血行も良くなります。この際に、お湯に
精油を1-2滴加えれば、香りもよくスチームの効果も倍増です。お
薦めの精油は、どんな方にも好まれるラベンダー、皮脂の分泌バラ
ンスを整えると言われているゼラニウム、さっぱりとしていて昔から
肌に良いと伝えられてきたローズマリーなどです。スチームを行う

時は、精油が目に入らないように、目を閉じてください。
　毛穴を開かせた後は、充分に泡立てた石けんの泡で顔を優しく
なでるように、小鼻周りは泡を顔に押しつけるようにして洗います。
すすぎ残しがないように、「きれいにすすいだな」と思ったあとにも
う2回程水をかけましょう。

洗面器に熱湯を入れて
蒸気を顔にあてる



　下記連絡先に書かれておりますFAXまたはe-mailのいずれかご都
合のよい方法にてご連絡ください。またその際には出産された病院名、
お母様のお名前、お母様の生年月日、調査ID、新住所、新電話番号を
お伝え（明記）くださいますようお願いいたします。
＊お知らせいただいた個人情報は本研究以外の目的に使用することはございません。

住所変更のご連絡のお願い 研究メンバー紹介

■発 行 元： 北海道大学　環境健康科学研究教育センター
■発行責任者： 岸　　玲子
■発行年月日： 平成24年6月初版発行／平成27年3月1日修正発行
■連 絡 先： 〒060-0812　札幌市北区北12条西7丁目
 TEL 011-706-4749　FAX 011-706-4725
 e-mail : kodomo@cehs.hokudai.ac.jp
研究運営メンバー：荒木敦子、池野多美子、佐々木成子、宮下ちひろ、伊藤佐智子、Houman Goudarzi、小林澄貴、
西原進吉、湊屋街子、山崎圭子、アイツバマイゆふ、小林祥子、三浦りゅう、田村菜穂美、加藤幸子、木原真由美、田中薫、
干場円香、松岡寛、若杉さおか、阿部香苗

当センターのホームページでは、
研究グループの紹介や業績がご覧いただけます。
「環境と健康ひろば」もあわせてご覧ください。

http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hiroba
http://www.cehs.hokudai.ac.jp/hokkaidostudy/

編 集 後 記

　「環境と子どもの
健康に関する北海道

スタディ」にご協力い
ただいて

いるお子様たちも1
0歳－小学4年生に

なりましたね。成長
期の身体発

育の特性を説明す
るのによくスキャモ

ンの発育曲線が使
われます。こ

の曲線は20歳の発
育レベルを100%

として考えますが、
9～12歳頃

は生殖器系の発達
のゴールデン・エイ

ジと呼ばれています
。一生に一

度だけの「即座の修
得」が出来る時期で

、必要なスキルを身
につけるの

に最も良いとのこと
です。勉強だけでな

く、スポーツ・遊びな
どで身体

を動かして、子ども
たちの心身ともに健

やかな成長を願うば
かりです。

今後とも北海道スタ
ディをさらに充実し

たものにしていきた
いと思っ

ておりますので、ご協
力賜わりますようお

願い申し上げます。

（ポプラ通信編集委
員　伊藤久美子・小

林澄貴）

猫と遊ぼう !猫と遊ぼう !
獣医師　宮下ちひろ

　まるまるとした猫はかわいいですね。しかし、室内飼いで運動量が少ない、置き餌（いつで

もエサをが食べることができる）などの原因で猫も肥満になり、尿結石や肝臓の病気などの

万病のもとになります。猫は自分でダイエットできません。また、猫は急に痩せると体調が悪

くなるので、少しずつ体重を減らす必要があります。特に、ダイエット食を食べない猫や運動

が嫌いな猫は一苦労です。飼い主はおもちゃや少しのエサを見せながら、猫と一緒に部屋

を動きまわる工夫が必要になります。人間と同様に、猫の肥満にも気をつけましょう。

人間も動物も健康管理の基本は食事です。しかし、困ったことに元気な動
物は自分の健康なんて気にしません。一緒に暮らす人間が動物の食事やお
やつに工夫したり悩んだりします。

猫とダイエット
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