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　アスリートのコンディショニングには，食事は必要不可欠であるが，トップレベルにな
るほど自己による調整力が要求される。自己調整能力を養うためには，ジュニア期からの
栄養教育が重要となる。現在，各競技団体において，ジュニア選手を対象とした様々な栄
養教育が実施されるようになってきたが，その効果や手法の妥当性についてのエビデンス
はまだ十分とは言えない。
　本研究では，各競技で必要とされる共通したジュニア選手の食事上の課題とその課題達
成をめざした栄養教育内容を抽出し，ジュニア期における効率的な栄養教育プログラムを
作成することを目的とした。

　対象としたジュニアアスリートは，レスリング（11-14歳），卓球（13-14歳），セー
リング（15-19歳），和歌山県のタレント発掘事業の対象者（10-11歳）であった。そ
れぞれの団体で実施している共通した一般的指導内容は，通常トレーニング期における食
事の整え方の基本（主食，主菜，副菜，乳製品，果物を揃えること），食事の量について，
間食の内容と摂取タイミングであった。レスリングのジュニア選手を対象とした将来の体
重調整（減量）に関る内容，セーリングにおける暑熱対策，和歌山県のタレント発掘事業
以外の3団体における試合前の食事・栄養補給に関しては，競技特性を反映した特有の教
育内容であった。将来のジュニア世代からの代表合宿や海外での食事を想定したビュッ
フェ形式による食事選択実習やグループワークについては，教育効果および食意識の向上
にもつながる可能性が高いと推察されたことから，共通プログラムには必須と考えられた。
これらの食指導・栄養教育を遂行していく上で，本研究にて作成した栄養指導教材（ラン
チボックス等）は有効に活用できると思われる。

　本研究によって作成されたジュニア選手共通の栄養教育プログラムと教育教材は，今後，
管理栄養士が在籍していない競技団体においても，栄養・食事指導を実施する上で有効と
なるだろう。
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背景及び目的

　アスリートのコンディショニングにおいて食事が
大切な要因であることは言うまでもない。特に，日々
のハードなトレーニングに耐えうる身体づくりや海
外遠征時など環境が異なる場所においてもベストコ
ンディションを維持しなければならないトップ選手
であるほど，自己による調整力が要求される。その
能力を養うためには，スポーツ選手として望ましい
食事や栄養補給に関する基礎的な知識の積み上げと
実践力の獲得，そして習慣化が必要である。成長期
の心身の発育発達を考慮し作成された食生活指針1）

においては，学童期には既に食習慣の完成期を迎え，
思春期では食習慣の自立が目標となっている。この
ように栄養教育の開始はできるだけ早期であること
が望ましく，アスリートにおいてもジュニア期から
の栄養教育が必要であろう。
　現在，各競技団体や地域におけるタレント発掘事
業においてもジュニア選手を対象とした様々な栄養
教育が実施されるようになってきた2，3）。しかしな
がら，その効果や手法の妥当性についてのエビデン
スはまだ十分とは言えない。
　本研究では，各競技で必要とされる共通したジュ
ニア選手の食事上の課題とその課題達成をめざした
栄養教育内容を抽出し，ジュニア期における効率的
な栄養教育プログラムを作成することを目的とし
た。

ジュニア選手を対象とした栄養教育の
事例

1）�和歌山県タレント発掘事業における栄養
教育

（1）背景と目的
　タレント発掘事業とは，体力・運動能力の優れた
子供達を発掘し，育成プログラムによって高い競技
力を持つ選手を育てるシステムのことである。おも
に都道府県を中心とした事業として活性化してい
る4）。和歌山県では，各種の体力測定より県内に優
れた素質を有するタレントを早期に見出し，関係団
体と連携・協力を図りながら，発達段階に応じた育
成プログラムを実施することにより，世界の舞台で
活躍する競技者の発掘・育成を計画的・継続的にサ

ポートしていくことを目的としている。タレント発
掘の対象は小学校3年生であり，育成プログラムは
小学校4～6年生の3年間実施する。育成プログラ
ムは，①身体能力プログラム②知的能力開発プログ
ラム③食育プログラム（保護者を対象とする）④保
護者サポートプログラムの4つで構成される。食育
のプログラムでは，様々な環境や各自の目的に合わ
せた栄養補給ができる自己調整能力を身に付けるこ
とを将来的な目標とし，3年間の目標は，スポーツ
をおこなう際の基本的な食事および栄養補給の知識
を習得し，継続して実践できる能力を養成すること，
さらに，食事（栄養補給）と身体の変化（身体組成，
体調など）やパフォーマンスを関連づけて考えられ
るようになることとした。

（2）対象
　和歌山県内の体力・運動能力の高い小学校5年生
49名（男子28名，女子21名）と小学校4年生30
名（男子17名，女子13名）であった。小学校5年
生は，県内の小学校3年生に対する体力測定会によ
り，約830名の中から決定された（新小学校5年生
に対して実施される体力測定会により若干名が追加
される）。小学校4年生は約700名の中から決定さ
れた。対象者の競技種目は，選抜の時点においても
育成の段階においても限定されていない。なお，小
学校5年生は，小学校4年生を対象とする全てのプ
ログラムを受けている。

（3）栄養教育の内容と方法
　食育プログラムは小学校4年生を対象として8回
実施した。食育プログラムの内容は，①アスリート
にとって望ましい食事の整え方（以降「基本的な食
事の形」とする。毎食において，主食，主菜，副菜，
果物，乳製品のカテゴリーの料理・食品を揃えるこ
と）②補食の摂取タイミングと食品（菓子類の摂取
含む）であった（表1）。小学校5年生を対象として
7回実施した。内容は，①基本的な食事の形，②水
分摂取，③試合前の栄養補給であった（表2）。①
では小学校4年生対象の内容とは異なり，基本的な
食事の形を構成するカテゴリーのバランスについて
説明を行った。食育プログラムの方法は，ワークシー
トを使用した講義形式を中心とし，ビュッフェによ
る食事選択実習や調理実習，発汗量測定などの実
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習も取り入れた（図1）。講義形式は1回1時間，実
習は必要に応じて時間を調整した。講義での教材に
は，対象者が食品や料理をイメージしやすいよう料
理カード5，6）や食品カード7）を使用した。

（4）評価とまとめ
　小学校4年生のプログラム終了後，食事や栄養補
給について気を付けていることを自由記述で回答し
てもらったところ，基本的な食事の形を意識して食
事をとる（小学校5年生の学年では35名が回答），
補食の食品選択に気を付ける（小学校5年生の学年
では20名が回答）といったコメントが得られた。
これらのコメントから食事や補食に関する意識が向
上したことは評価できると推察された。
　また，小学校4，5年生のプログラム終了後にク
イズ形式の知識チェックを実施した。基本的な食
事の形と補食に関する質問項目は小学校4，5年生
に共通のものとし，小学校5年生に対しては水分補
給と試合前の栄養補給に関する質問項目を追加し
た。小学校4年生の結果は，28名が実施し，5問中
5点15名，4点7名，3点1名，2点4名，1点1名
であった。小学校5年生は43名が実施し，10問中
10点11名，9点6名，8点8名，7点15名，6点1
名，4点2名であった。正解率が8割を超えていた
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表1	 和歌山県タレント発掘事業における食育の実施内容（小学校4年生対象）

表2	 和歌山県タレント発掘事業における食育の実施内容（小学校5年生対象）

図1	 	ビュッフェによる食事選択実習。自分の選択した
メニューについて振り返りを行う。
資料は基本の食事の形との比較を行うとともに書
き込むシート。



のは小学校5年生で58％，小学校4年生79％であ
り，対象者の半数以上において概ね知識の習得がで
きたと評価できた一方，点数の低いものもみられ，
個人ごとの知識レベルの差が認められた。正解率が
高かったのは，基本の食事の形の整え方を聞いた問
題であり，一方，正解率が低かったのは，主菜や副
菜の料理名を選択する質問項目，補食の食品の選択，
試合前の食品の選択に関する質問項目であった。こ
の結果の理由として，料理や食品自体の知識が希薄
であることが考えられる。さらにはプログラムの内
容自体の難易度，プログラムの実施方法や効果的な
教育媒体の検討の必要があると考えられた。
　栄養教育において知識レベルの向上とともに最も
重要なのは，知識の実践と定着（習慣化）である。
しかしながら，現在は習慣化の現状を把握できてい
ない。今後は，食事の状況を定期的に調査していく
必要があると考える。また，習慣化を促進する方法
には，知的能力開発プログラムや身体プログラムと
合同のプログラムを実施することも検討していく必
要がある。

2）�セーリングユース選手を対象とした（ナ
ショナルユース強化合宿における）栄養
教育

（1）背景と目的
　日本セーリング連盟（以下，JSAF）では，次世
代選手の育成と強化を重要な課題としている8）。し
かし，過去の調査結果では，ユース選手の食意識の
低さや食事量の少なさ，食生活の乱れ等について問
題視された9）。一方，国際大会へ出場する選手では，
調理担当者が帯同することはないため，若いうちか
ら自分自身で食事を調整できるようなスキルが求め
られる。そのため，将来，世界で活躍することを目
指す選手においては，より早い段階から計画的に栄
養や食事に関して知識やスキルを身につけておく必
要がある。しかし，JSAFではまだ管理栄養士の介
入の機会が年に1回（3泊4日のナショナルユース
強化合宿中に1時間程度）であるため，この期間内
で選手が知識やスキルを習得し，実践につなげるこ
とは難しい。加えて，JSAFとしては，ナショナル
ユース選手のみならず，全国の一般セーリングユー
ス選手に対しても栄養教育を要望している。以上よ
り，連盟の意向や制約も十分に考慮し，セーリング

ユース選手に対する栄養教育目標を長期，中期，短
期と3段階で設定するとともに，前述の調査結果9）

をふまえて，行動変容から態度変容を促す栄養教育
プログラムへと修正をはかり，栄養教育を実施した。
　長期目標は，年代に関係なく，競技力向上を目的
にセーリングに取り組む際の食事に関する目標とし
て，いつでもどこでも自分の体調や目的，要望にあ
わせて，自分で食事を整えられるようになることと
した。中期目標は，ユース世代（15-19歳）にお
ける食事に関する目標であり，食知識，食態度，食
スキル，食行動の視点から，選手個々人の栄養教育
開始時点の結果を基に目標を具体的に決める。短期
目標は，年に1回の合宿への参加により，特に食知
識と食態度に焦点をあてることとした（表3）。

（2）対象
　対象は，和歌山県セーリングセンターで開催され
たJSAFナショナルユース強化合宿に参加したセー
リングユース選手男女30名（15－19歳）である。
参加選手は各県セーリング連盟から推薦を受けてい
る国内大会出場レベルの中・高校生ならびにJSAF
が強化指定をするナショナルユース選手であった。

（3）栄養教育内容
　栄養教育プログラムは3泊4日の合宿期間中，2
回（昼食後の昼休み時間に1回30分）に分けて実
施された。内容は，1日目には，①食事の重要性に
対する理解（重要性），②セーリング競技と食事の
関連性についての理解（結果期待），③セーリング
選手として食事に気をつけることの重要性（食意
識），④水分補給についてであり，前年度実施した
ユース選手の実態調査結果（欠食や偏食状況，体調
管理など）を元にナショナル選手の結果と比較しな
がら講義を進めた。2日目には，⑤基本の食事の取
り方，⑥補食の取り方についても講義し，特に外食
（ファミリーレストラン，コンビニ，ホテルや旅館
でのビュッフェ，海外遠征，ファストフード）での
食事の取り方や調整方法についても，パワーポイン
トを用いて視覚的な工夫を行いながら，全員で演習
した。この際，今回の栄養教育目標と方法をあらか
じめ伝えているナショナルコーチや選手にも参加し
てもらい，ユース選手の回答や質問から，選手とし
ての食事調整における意識の持ち方や，海外のレー
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ス環境ならびにレース期間における対応や工夫な
ど，具体的かつ現実的なアドバイスを得られるよう
講義を構成した。また，直接，管理栄養士が介入で
きる時間は1時間であったため，合宿中の食事時間
や練習の合間に，個別相談の時間を設けるとともに，
要望に応じてユース選手が自分の食生活を自己評価
する機会を設け，ワークシートをもとに振り返りを
実施した（図2）。

（4）栄養教育の評価
　知識の習得状況については，食事の基本系である
「主食」「主菜」「副菜」「果物」「乳製品」の区分け
に対する理解度が増加した。また，合宿中，食事時
間も具体的なシミュレーションの機会となったこと

で，講義では伝えきれなかった食事量の把握が理解
された。
　また，態度の変化について，合宿前後に行った質
問紙調査を確認した結果，合宿前にはセーリング競
技と日常の食事が直接的に結びついていない選手が
多く見受けられたが，講義やナショナル選手の話か
ら，競技で勝つためには身体づくりと体調管理が必
要であり，そのために毎日の食生活が強く関連して
いるという位置づけを選手が理解した。このことか
ら，食事をとることで身体づくりや体調管理に役立
つという結果期待と食事に気をつけようと考える選
手が増える傾向が見受けられた。
　さらに，選手の栄養教育プログラムに対する自由
記述では，ナショナル選手や同世代の選手との交流
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表3	 JSAF	における栄養教育プログラム



や比較が，自身の意識向上のきっかけになることが
触れられており，栄養教育の方法論としてモデリン
グの活用の意義が高いことが示唆された。

（5）栄養教育のまとめ
　JSAFでは全国の一般選手に対して，効果的な栄
養教育プログラムが求められている。しかし，現時
点の介入回数では，選手の日常的な行動変容を促す
ことは難しい。そこで，今後は選手への直接介入だ
けでなく，指導者や保護者に対する間接な介入も加
え，栄養教育を階層的に実施する仕組みが必要であ
ると考えられる。具体的には，合宿を通じて選手に
態度変容プログラムを行うとともに，選手のそばに
いる指導者や保護者に対しては，選手の行動変容を
支援するための具体的な方法を情報提供する仕組み
である。また，前述の調査結果では，特にナショナ
ルユース選手について，早い段階から自己評価をす
る機会を設ける必要性が示唆された9）。このことよ
り，一般ユース選手には現在の態度変容を促すプロ
グラムを進めながら，ナショナルユース選手には，
各自の食事量や食事の取り方について自己評価の機
会を設け，個別相談を受けられるような栄養教育プ
ログラムの構築も必要であると考えられた。

3）�JOCエリートアカデミー事業における
ジュニア卓球選手の栄養教育

（1）背景と目的
　JOCエリートアカデミー事業は，国際大会で力
を発揮し，社会的にも活躍できる選手を育成するこ
とを目的とした事業で，平成20年度の第1期卓球
選手は男子選手3名（中学1年生）と女子選手2名
（中学2年生）で構成されている。選手達は世界に
通じる競技者になるためのプログラムを受講する傍
ら，日中は地元公立中学校にて学校教育を受けてい
る。また，普段はナショナルトレーニングセンター
（NTC：東京西が丘）に併設されたアスリートヴィ
レッジにて寄宿生活を送っているため，身の回りの
事は全て自分自身で行なっている。通常であれば，
親子間で培われていく人間性や食に関する知識もこ
のような環境下では十分に養われない可能性があ
る。そこで，日本卓球協会では，短期的目標として
食の面からの体づくりとコンディショニングの方法
を教育すること，長期的目標としては世界中のどの

ような環境下でも力を発揮できる選手育成をするこ
とを目的に食事指導・栄養教育を開始した。

（2）食指導・栄養教育内容
　エリートアカデミー生に対して予定した栄養教
育・食事指導内容のうち，初年度（平成20年度）
は表4の通り，年間8回実施した。実施内容は，①
基本の食事の取り方，②食事量の把握，③間食と補
食について，④偏食・欠食について，⑤水分摂取に
ついて，⑥体調・体重管理について，⑦試合時の食
事（試合前，試合中，試合後の疲労回復），⑧FAT
予防のための食事（女子選手のみ），⑨調理体験実
習（写真1），⑩ビュッフェ体験（写真2），⑪食事
調査・食事評価（写真2），⑫身体計測・メディカ
ルチェック，⑬個別面談・個別指導であった。
　年間を通じて常に実施していたのは⑪，⑫，⑬
である。日常的に実施すべき基本的な食事の取り
方，間食や補食については，最初の講義時に実施し，
その意識や行動状況については競技コーチや寮母
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図2	 合宿期間中に実施した自己評価の結果返却表



（RA）の報告および栄養サポート時の食事時に評価
した。その他，毎回，実施する身体計測ではバイオ
スペース社製のInBodyを用いて除脂肪量や体脂肪
量の変化を中心とした個別指導を実施し，普段の食
事摂取量との関係を説明した。選手達は成長期であ
り，急速に身長や体重が変化したが，体重の変化だ
けにとらわれないコンディションづくりの重要性に
ついても伝え続けた。特に女子選手は中学2年生で
身長の伸びが頭打ちになってきていたため，今後の
食事量の調整も含めた指導と摂食障害等も視野に入
れた体重管理指導を実施した。その他の項目につい
ては，大きな大会がなく時間の確保が可能な時期に，
NTCに隣接した国立スポーツ科学センター（JISS）

の食堂R3を用いたビュッフェ体験や練習日のお弁
当について，献立作成から片づけまでを網羅した調
理体験実習を実施した。また，試合時の食事につい
ては，国内で大きな試合（全日本選手権など）が開
催される1～ 2ヶ月前のタイミングで実施するこ
とで意識づけをはかった。

（3）食指導・栄養教育の実施効果（評価）
a）�基本の食事および食事量，調理体験実習，ビュッ
フェ体験

　指導1年後に実施した食知識テスト，食意識・食
行動調査の結果では，エリートアカデミー生5名全
員が基本の食事（主食・主菜・副菜・果物・乳製品）
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表4	 平成20年度に実施した栄養教育内容

写真1	 調理体験実習
練習日のお弁当を作成

写真2	 JISSでのビュッフェ体験
タッチパネルで食分析



の揃え方を把握しており，食堂でのフリーテイクで
も実行できていた。食事量に関しては，乳製品の取
り方が少ない選手が1名，緑黄色野菜の取り方につ
いては，自己評価で少ないと判断している選手が3
名，わからないと答えた選手は1名であった。その
他の野菜についても同様の結果であり，野菜や乳製
品を摂ることの大切さは認識していても，実行でき
ていない者がいる事がわかった。
　ビュッフェ体験では，タッチパネル式で瞬時に自
分の選んだ献立結果が印刷されるシステムを用いて
食事バランスだけでなく，食事量を把握する力を養
う機会を得ることができた。また，調理実習体験で
は，調理に係わる全ての作業を選手に任せたことで，
さらに食事バランスに対する理解が深まったと思わ
れる。
b）間食・補食・偏食に関して
　間食・補食については，指導当初からおにぎり，
パン，ジュース類，差し入れのお菓子などに集約さ
れており，スナック類や炭酸飲料などを飲んでいる
者はみられなかった。偏食に関しては，好き嫌いを
しないようにしているという質問に対して，1名を
除いては“はい”と回答しており，苦手な食品を食
べる努力をしている事がわかった。
c）水分摂取に関して
　水分摂取については，暑熱環境における体温調節
との関連で講義後，選手達がその意義を考えて積極
的に飲むようになった。実技指導の一環で，毎日の
練習の前後に体重計に乗るようになっていたため，
さらに教育効果があがったものと思われる。
d）体調・体重管理，身体計測に関して
　1年間で身長は平均4.0±2.7cm，体重は4.6±
2.9kg，体脂肪率は0.8±0.9％，除脂肪体重は3.6
±2.3kgに増加した。指導時に毎回，身体計測を実
施していたため，選手達は自分の身体の変化に関心
を持つようになり，指導開始1年後に今後の目標を
聞いたところ，5名中3名の選手が体組成の改善（筋
量を増やす・体脂肪率を増やさないなど）をあげた。
　また，体調に関しては，口のはじが切れたり，口
内炎がよくできたりしますか？という質問に対し
て，指導直後から改善効果がみられ，偏食があった
選手以外は皆“いいえ”と回答した。
e）試合時の食事
　卓球の試合は多い時だと1日に6，7試合が組ま

れ，それが3，4日続くこともしばしばある。そこで，
実際の試合期間をシミュレーションし，補食・食事
の取り方を考える実習を行った。事前に立てた補食・
食事計画は，平成21年1月に行われた全日本選手
権大会時に実施するように指示したが，緊張のため
計画通りに食べられなかったと回答した選手がほと
んどだった。

（4）栄養教育・食指導のまとめ
　エリートアカデミーの選手は，全員がオリンピッ
クを目指す意識の高い選手であり，食意識も指導前
から高かった。この意識の高さは食指導の結果にも
現れ，この1年間に実施した全ての指導内容である
程度の効果がみられた。
　しかし，食事のバランスを理解しており，偏食も
なくそうと努力もしているにも係わらず，実際の食
行動には伴っていない選手も存在した。したがって，
ジュニア期のからだづくりの重要性をより具体的に
説明した上で，食事の基本や食事量等の講義・実習
を行い，子ども達の興味関心を引くような食教育教
材が必要であることを再認識した。

4）�JOCエリートアカデミー事業における
ジュニアレスリング選手の栄養教育

（1）背景と目的　
　レスリングは体重階級制競技であり，各階級体重
の範囲内でより除脂肪量を増やすことが競技力向上
には重要である。またシニア選手では試合直前に減
量を行なうことも多く，適正で確実な体重調整力は
競技力の一要因となる。ゆえに，適正な食事の摂取
方法を身につけ，目的に合わせた食品や料理の選択
テクニックを知ることは，レスリング選手にとって
重要である。食習慣は幼少期からの積み重ねで得ら
れるものであり，間違った食習慣を得てしまうと，
それを是正するのは困難であることが多く，真に競
技力を発揮すべきシニア期において，体重調整の失
敗から競技力を低下させてしまうこともある。レス
リング選手にとって，ジュニア期からの栄養教育
は，その必要性と効果を考えると重要である。（財）
日本レスリング協会では平成20年度から，JOCエ
リートアカデミー事業の対象となる選手5名（中学
生男子1名，同女子3名，小学生女子1名）を対象に，
栄養教育および食事指導を行うこととなった。
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　栄養教育の長期的な目的は，将来，世界で活躍す
る選手となるための食事面からの育成で，世界で戦
うための身体をつくり，厳しいトレーニングをこな
すためのコンディショニングのひとつとして，適正
な食事の摂取ができることとした。また，海外など
の異なる環境においても，目的に合わせて自分の食
事を調整できる力を養うことも重要で，それらを可
能とするための栄養教育を目指した。短期的な目的
は，成長期である選手たちが，健康的な生活を送り，
日々のトレーニングをこなすのに必要な栄養摂取を
可能とする食事方法を身につけることであった。こ
のことは，長期的目的であるトップレベルの選手の
育成につながることと考えた。

（2） 栄養教育の内容と方法
　栄養教育は1年間に7回行った。実施した栄養教
育の内容は，①基本的な食事の形（主食，主菜，副菜，
果物，乳製品の皿をそろえる）②補食の摂取，③菓
子類の摂取，④水分摂取，⑤形態（主に身長・体重
の変化について）であった。栄養教育のすすめ方を
表5に示した。1年間を通して中心的に行った内容
は①についてであり，毎回取り上げ，繰り返し解説
し，十分な理解を求めた。また食事調査も行い，実
際に選手が摂った食事を評価した。
　本年は栄養教育の第一段階と考えられ，レスリン
グ競技に特化した内容を中心とすることはなく，基
礎的な内容を重点的に行った。しかしながら，将来

はレスリング選手の特徴である体脂肪が少なく除脂
肪量が多い身体を目指さなければならないため，基
礎的な内容の中にも，脂質の摂り方によるエネル
ギーコントロールの方法を組み入れるなど，競技特
性を考えた内容とした。
　栄養教育の手法としては，講義を中心に行った
が，グループワークを組み入れ，聞くだけでなく，
自分の考えをまとめ議論することを実施した。ま
た，ビュッフェ形式の食事の選択実習をNTCおよ
びJISSを利用して行った。

（3）評価
　栄養教育および食指導において，基本的な食事の
形をつくることを重点的に行ったことにより，自分
に必要な料理を揃える知識は身についたと思われ
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表5	 トップジュニア選手（レスリング）を対象とした栄養教育の実施内容

写真3	 グループワークの様子
（料理カードによる料理の組み合わせを作る）



た。グループワーク（写真3）にて，選手に料理カー
ドによる料理の組み合わせを作らせた際，条件に合
わせて理想的な組み合わせを作ることが出来た。
　食事調査および栄養評価は，基本的な食事の形が
実践できているかを確認するのに有効であると考え
られた。また，ビュッフェ形式での食事選択実習で
は，選択→評価（皿の種類，数のそろえ方）→再選
択を繰り返すことにより，より具体的な料理選択の
方法を学ぶことができたと考えられた。特にJISS
の食堂R3を用いた同実習（4回目に実施）では，タッ
チパネル式の栄養評価システムによりその場での栄
養評価が可能であるため，選手自身が，選択した食
事の栄養量の過不足を把握し，料理に含まれる食材
や調理方法，量と栄養摂取量との関係を理解するこ
とができた。
　表6は，食事調査（女子選手1名）の結果である。
皿のそろえ方や摂取栄養量は，栄養教育および食指
導を開始した時点から徐々に改善したと考えられ
た。
　その他の知識についても，復習として7回目の栄
養教育（講義）に行った質問（補食に選択する食品
の種類，菓子類の選び方と量，水分摂取方法など）に，
どの選手も概ね的確に答えることができ，理解でき
たと思われた。

（4）まとめ
　本年行った栄養教育および食指導により，概ね基
礎的な知識が理解できたと考えられた。次の段階と
しては，日々の食事でその知識を実践できること，
すなわち自己管理能力を持つことが求められる。こ
れには日々の動機づけが必要で，管理栄養士の栄養
教育だけではなく，選手の周りが見守り指導してい
くことが重要と考えられる。
　また栄養教育は計画的に行うべきであるが，本対
象者の年齢や目的を考えると，先を急がず，理解度
や関心度を確認しながら，必要と判断した場合には，
計画を変更しても，何度でも同じ内容を繰り返し行
うなど，着実に進めていくのが理想と考えられた。
また，競技指導者や生活の世話をするスタッフなど，
選手に関わるスタッフとよく話し合い，選手の状況
を把握しながら進めることが重要と考えられた。
　次年度からは第二段階と考え，よりレスリング競
技に特化した内容や，試合時や海外遠征時の食事の
調整方法など，将来の競技レベルを見据えた栄養教
育を実施して行く計画である。
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表6	 女子A選手の食事調査（夕食）における栄養評価



ジュニア選手を対象とした栄養指導共
通プログラムの検討と食教育教材の作
成
1）�ジュニア選手を対象とした栄養指導共通
プログラムの検討

　本研究で対象とした食事指導・栄養教育内容を表
7にまとめた。講義において共通項目であったのは，
「基本の食事の取り方」「食事量の把握」「間食と補食」
「偏食・欠食」「水分摂取」「体調・体重管理」「試合
前の食事と栄養」である。これらのうち，栄養教育
の内容自体に競技特性が反映されると考えられたの
は，セーリングの「水分摂取」，レスリングの「体調・
体重管理」，各競技それぞれの「試合期の食事」であっ

た。セーリングでは海上での水分摂取が栄養補給と
して特殊であること，レスリングは階級制種目であ
り体重調整を実施するための基礎的な知識を要する
ことが理由と考えられる。
　今回の研究ではセーリングにおいてスポーツ障害
予防に関する内容が栄養教育の内容として含まれて
いない。これは，栄養教育項目としての優先順位が
高くないということに加え，強化合宿期間内であり
実施回数に制限があることが理由と推察される。
　講義の共通項目の中で，「基本の食事の取り方」
など競技特性がほぼ考慮されない内容，つまり，そ
れぞれの団体で実施している共通した一般的指導内
容は，特殊な環境下での食事ではなく，むしろ日常
的なコンディションや身体づくりに関係するもので
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表7	 ジュニアアスリートを対象とした食事指導・栄養教育内容



ある。一般的指導内容は，競技を超えてジュニア選
手の栄養教育に含めることができると考えられた。
　実習の共通項目は，「ビュッフェ体験を取り入れ
た栄養教育」「食事調査・食事評価」であった。

2）�ジュニア選手を対象とした栄養指導共通
プログラムのための食教育教材の作成

　本研究の対象となった栄養教育の方法は主に講義
形式であった。プレゼンテーションソフトによる説
明と配布資料およびワークシート等で補足するとい
う形式である。さらに，実践力の養成を期待して実
習をおこなっている。全ての団体において共通して
いたのはビュッフェ形式の食事を利用した栄養教育
内容である。実際の料理や食品を視覚的な媒体とし
て教材に活用した方法と言える。また，視覚的な媒
体を活用する方法としては調理実習があり，3団体
において実施していた。調理実習では食物や栄養に
関する知識や調理技術の基礎的な知識の定着が期
待できることが報告されている10）。しかしながら，
調理実習やビュッフェ形式の食事は施設，時間，予
算，対象者の人数等の条件が揃わなければ実施が困
難である。一方で，市販されている既存の料理カー
ドなどの教材を用いることでビュッフェ形式の食事
を活用した栄養教育と同等の教育効果が得られたと
いう報告もある11）。本研究においても，レスリン
グや和歌山県のタレント発掘事業で食品カードや料
理カードを活用していた5-7）。視覚的な教材は，自
ら食事づくりに関わっていない若年層への栄養教育
としても有効であると考えられる。そこで，本研究
においてはアスリートに必要なエネルギーほか栄養
素量に対応したランチボックスモデルを作成した
（写真4，5）。ランチボックスモデルは，対象とな
るジュニア選手だけではなく，実際にはジュニアア
スリートの食事作りを担当する保護者に対しても有
効な教材になることが期待できる。

まとめ 

　アスリートの栄養教育についてはジュニアなど早
期からの取り組みが望ましいと考えられているが，
その教育プログラムの内容についてまとめられたも
のは少ない。本研究では，ジュニアアスリートの栄
養教育内容の相違をまとめた貴重な資料であると考

えられる。
　しかしながら，本研究の栄養教育効果の評価方法
が異なるため，栄養教育の効果や手法の妥当性に関
しては今後も検討が必要である。栄養教育効果の評
価方法自体についても検討が必要であろう。
　本研究によって検討されたジュニア選手共通の栄
養教育プログラムと食教育教材は，今後，管理栄養
士が在籍していない競技団体においても，栄養・食
事指導を実施する上で有効となると考えられた。
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写真4	 ランチボックスモデル小	（600mlタイプ）	
860kcal，エネルギー比率＝たんぱく質15％：
脂質27％：炭水化物58％
1日に2500kcalを摂取する場合の昼食として

写真5	 ランチボックスモデル大	（900mlタイプ）
1,135kcal，エネルギー比率＝たんぱく質14％：
脂質24％：炭水化物62％
1日に3500kcalを摂取する場合の昼食として
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