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はじめに 

食育基本法の制定以後、食育の重要性は教育の現場や家庭でも徐々に認識されつつある

が、スポーツの世界ではコンディションや試合戦略的要素を含めた食育が注目され、小学

生、中学校のジュニア期から各地で食指導が行われるようになってきた。 

しかし、成長期にある選手達を対象とした食教育では、その教育効果を評価する方法が

確立しているとは言えない。特にスポーツ界では、競技力の向上や身体組成の変化などが

食事サポートの評価項目として挙げられるが、日々、発育・発達していく選手の身体組成

を個人差も考慮しながらコントロールするのは難しい。この時期は有病者数も低く、健康

に対する危機感が低いため、単発的な食事サポートを行っただけでは、例え食行動が変化

しても一次的なもので終わってしまう可能性もある。それ故に食教育と競技力の向上を関

連づけて評価するのも難しいだろう。 

食教育の効果をみるためには、食意識や食行動にも視野を広げ、これらを継続させるた

めの支援をすることが重要となる。そこで、日本卓球協会が行っている２種類の継続的な

食事サポートの内容とその評価方法などを紹介する。 

 

一貫指導による継続的食事サポート 

日本卓球協会では、平成 13 年度（2002 年 2 月）より文部科学省、JOC(日本オリンピ

ック委貝会)が推進している一貫指導体制の構築・競技者育成プロジェクトをスタートさせ

た。初年度は、全国大会の小学生トップ クラス 20名の選手とその指導者（保護者含）が

ペアになって参加する研修合宿（２泊３日）を行い、平成 15 年度には、都道府県の協会

（連盟）から推薦のあった男女１名ずつの中学生を対象としたブロック研修合宿（２拍日）

がスタートしている。この年から食事指導もプログラムの中に組み込まれ、同協会のスポ

ーツ医・科学委員会に所属する管理栄養士が中心となり、選手と指導者が共に食事指導を

受け、スポーツ選手としての基礎的な食事の摂り方を学ぶ機会が設けられた。このプログ

ラムの主たる目的は 10 年後の国際大会で世界の中心選手として活躍できる競技者を育成

することであり、この 7年間の受講生の中から頭角を現す者も出てきている。プログラム

は食事指導・技術指導の他、発育発達期におけるトレーニング・けが予防と身体づくり・

コンディショニングづくり・メンタルマネジメント・アンチ・ドーピング・国際大会に備

えての心構え・危機管理などの様々な内容が盛り込まれ、２泊３日の研修合宿期間中に集

中学習する。中学生対象の研修合宿では同じ講義内容を全国４ブロックで行い、小学生は

男女別に年間１回ずつ行っている（表１）。 

 

●ブロック研修合宿における食教育と食意識・健康状態の評価の実施 



ブロック研修合宿に参加できる選手は、都道府県の卓球連盟（協会）から推薦があった

男女１名ずつであり、比較的競技レベルの高い中学生である。各ブロックの参加選手数は

男女合わせて 20～30 名程度である。日本卓球協会のスポーツ医・科学委員には、管理栄

養士が 5名登録されており、各ブロック研修を分担して担当している。ブロック研修の前

には管理栄養士が集まり食事・栄養講習内容に差異がでないよう事前のアセスメント内容、

使用教材、評価内容の打ち合わせを行っている。食事・栄養講習の時間はおよそ１時間半

前後であり、この時間内に指導者講習も行っているため、かなり詰まったスケジュールで

講習がすすめられる。各研修会では講習終了時に、参加選手全員に紙面調査を行っている。

評価項目の詳細は、次の４点であり、2 回以上に渡ってブロック研修に参加する選手の変

化を見るためや、指導者や保護者に調査結果を返却することで、食事サポートの継続をよ

びかけるために用いている。 

①生活状況、練習状況：日々の体重測定の有無、起床時間、就寝時間、１週間の練習量、 

②競技意識について、目標とする競技レベル 

③食生活・食意識・食目標： 

食意識（栄養素・料理）については、講習前後の食意識の変化、朝食の喫食状況、 

好き嫌いについて聞いている。 

食目標については、自分の食生活上の課題を考えさせ、これからの食事目標を紙面上

に記入させ、コミットメントさせる（複数回答あり）。 

④健康状態：風邪のひきやすさ、口内炎のできやすさ、翌日の疲れ、授業中の眠さなど 

 

●ニュースレターによる継続的サポートの効果 

 毎年ではないが、ニュースレターによる継続的サポートも行っている。ニュースレター

には、食事・栄養講習会時に学習した“選手のための基本の皿”の内容や講習時に選手が

立てた個々の食事目標などを記載し、2ヶ月に 1回の頻度で、各家庭へ送付した（図１）。

6 ヶ月後、選手の食意識および健康状態を確認するために郵送による紙面調査を試みたと

ころ、食事バランスの意識改善や好き嫌いをなくすための意識の向上が見られた（図２）。

特に、継続的サポートを行った選手の中には体調の変化がみられたと回答している者が多

く、“口内炎や口角炎の出現頻度”については、指導前は、「よくできる」と「ときどきで

きる」と答えた者が 28名中 16名も存在したのにも関わらず、継続サポート後には「よく

できる」はわずか 1名となり、ときどきと答えたものも 8名になった。その他“風邪をひ

きやすい”や“けがをしやすい”“翌日も疲れている”“便がでない”などの項目でも同様

の傾向がみられた。 

 

●親や指導者の協力による効果 

平成 16 年のブロック研修合宿からは保護者への働きかけを重視し、保護者に対する食

指導書の作成なども手がけはじめた。ブロック研修合宿に保護者が参加していなくても、

食事指導内容を理解してもらえるように、保護者用資料をあらかじめ用意し、それを選手

から親へ渡すよう促した。その際、選手には、ただ渡すだけではなく講習内容の説明を保

護者に必ず報告するように指示した。翌年、２年連続でブロック研修合宿に参加した選手

を対象に、講習内容の伝達の有無と料理群の摂取頻度を調査した（図 3）。保護者へ食の講



習内容と食事のバランスについて伝達した選手は、あらゆる料理群の摂取頻度が多くなっ

ているが、親へ伝達しなかった２名は、選手にとって必要な料理群の摂取頻度が少ない代

わりに菓子類の摂取頻度が著しく多かった。ジュニア期は、保護者の理解と協力によって、

選手の食生活が改善されることが明らかとなった１）。 

 

JOCエリートアカデミー事業による食事サポート 

JOCのスポーツアカデミー事業の１つとして、平成 20年春からエリートアカデミー事

業がスタートした。これは国際大会で力を発揮し、かつ日本を代表し、社会でも活躍でき

る存在となる選手を育成することを目的とした事業で、初年度は卓球選手 6名、レスリン

グ選手 5名が対象となった。選手達はそれぞれの競技団体から推薦された優秀な小・中学

生で、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、日中は地元公立学校

にて学校教育を受けている。エリートアカデミーでは、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ることになる

ため、親元を離れ、身の回りの事は全て自分自身で行わなくてはならない。卓球・レスリ

ング競技それぞれで、１名ずつのカウンセラー的役割を持った寮母のサポートはあるが、

通常の中学生活と比較すると親との接触は著しく少なく、親と子という対人関係の中で得

られるべき人間性が十分に養われない可能性もある。食は、生きる上での基本であり身体

の発達のみならず心の育成にも大きく関わっていると考えられる。そこで、日本卓球協会

では、前年 2007 度よりエリートアカデミーの選手達に対して、食・栄養教育プログラム

を検討してきた。 

 

●JOCエリートアカデミー事業における競技団体の栄養サポート計画 

食・栄養教育プログラムは、大きく３つの項目に分けている。 

１つ目は、「栄養アセスメントと身体づくり」である。１～２ヶ月に１回の頻度で、競技

団体所属の管理栄養士がNTCへ出向き、栄養アセスメント（身体計測・栄養状態の把握・

喫食状況の把握）を行い、アスリートの身体づくりについて知識を習得させ、意識の強化

を図ることにしている（写真１）。 

 

２つ目は、「食事管理と栄養教育」である。NTC内レストラン“Sakura dining”の管

理栄養士と連携しあい、通常練習期の食事管理（食事形態の相談、間食等の検討、献立内

容チェック、選手の喫食状況の報告）を行っている。また、NTCに隣接する国立スポーツ

科学センター（JISS）の管理栄養士とも連携し、JISS食堂 R3を用いたビュッフェ体験・

食事指導（摂取エネルギー量や栄養価チェック）などを行っている（写真２）。さらに、選

手達は寄宿生活の中で、他競技団体（2008年現在は卓球とレスリングのみ）の選手とも生

活を共にしているため、他競技団体に所属する管理栄養士とも連携を取り合い、食教育体

制のバランスを図っている（図４）。 

 

３つ目は、「自己管理能力の強化、世界に通用する選手育成」である。調理や食材の入手

といった“食へのアクセス”は、通常であれば家庭の中で学ぶべきことである。これらの

経験を通して、どのような環境の中でも食の自己管理ができるようになり、世界で通用す



る選手として成長していくものと思われる。しかし、寮生活を送っているエリート生は、

毎日、アスリートヴィレッジや中学校で提供される給食を食べるだけになってしまう。そ

こで、３つ目のプログラムは、さらにいくつかのステップが必要となる。 

 

①提供された食事をきちんと食べられるようになること。 

②食事のバランスのチェックができるようになること。 

③自分で考えて、バランスのよい食事・料理を選ぶことができるようになること。 

④自分にとって必要な量を把握できるようになること。 

⑤自分にとって必要な食材を選べること。 

⑥食材の入手、調理、喫食の一連の手段を知ること。 

⑦どこへ行っても今の自分にとってベターな食品・料理を入手して食べることができる

ようになること。 

 

現在のところ、年間で２回程度は、大学研究室と連携し、管理栄養士養成課程の学生と

一緒に食体験学習（目的別の献立作成・食材購入・調理実習・試食）を行うことにしてい

る。写真は食体験教育の一部で選手達が通常練習期のお弁当の献立を考えているところで

ある（写真３）。このように、初年度は食事のバランスをテーマとした実習を開始している

が、２年目以降は海外遠征地となる国々を想定して食体験学習を行ったり、海外でも物怖

じすることなく、食材を入手できるように外国語を使って料理をオーダーしたり、テーブ

ルマナー等を学ぶ機会も必要になると考えている。 

 

終わりに 

現在の競技団体や一部地域活動として行われている食教育活動は、スポーツの知識を持

つ限られた栄養士やトレーナー、スポーツドクター等に委ねられている。我々がサポート

している卓球選手のブロック研修合宿も同様で、開始当初は１名の管理栄養士が全てのブ

ロックを担当して食教育を実施していた。しかし、競技者の育成を継続して全国展開して

行くためには、競技特性を把握した管理栄養士が複数人は必要であり、そのような人材の

養成が不可欠であった。そこで、卓球選手および指導者に対して栄養指導ができる管理栄

養士を毎年１名程度増やし、スポーツ医・科学委員会に加入させることで、食事・栄養サ

ポート体制を強化してきた。現在、スポーツ医・科学委員に所属する管理栄養士は、九州

地区 2名、関東地区 3名存在している。この管理栄養士の連携体制により、小・中学生を

対象とした食教育教材の開発、食事調査、評価の分担が可能となっている。 

 現在、協会が行っている一貫教育やエリートアカデミー事業で実施している食・栄養教

育プログラムは、高い人間性を有し、かつ世界で活躍できる優秀な選手の育成がねらいで

ある。そのねらいを達成するためにも、競技団体内の栄養士の知識やスキルの向上と、そ

の他の組織間での専門スタッフや管理栄養士どうしの協力体制の強化を図っていきたい。 
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表１ 平成 18 年度競技者育成プログラムにおける食教育の目標、教育内容、評価項目 

参加者人数 小学生 35 名/年 中学生 110 名/年 

参加条件 

①前年度全日本選手権大会（ホープスの部）ベスト 16

以内の者 

②前年度全日本選手権大会（カブの部）優勝者と 2 位の

者  

③強化本部推薦若干名 

①各連盟（協会）から推薦のあった男子中学生 1 名、女

子中学生 1 名およびその指導者。  

②ジュニアナショナルチーム以外の中学生選手を対象と

する。   

選
手 

教育

目標 

本合宿参加選手に対し、食事の重要性・食事の選び方・

嗜好品等について指導し、現在の食生活を見直し将来

へ向けての体作りを促す。   

①コンディションと栄養の関わり、その必要性の理解を求

める  

②毎日の食事の整え方をポイントとして習得 

③自分の体を知り、管理するという位置づけ 

④野菜・乳製品摂取の不足を改善  

⑤嗜好食品過剰摂取への注意   

教育

内容 

①食事・練習・休養の大切さ  

②栄養の役割、体とのかかわり  

③フードピラミッド  

④選手のための基本の皿  

⑤朝ごはんの重要性  

⑥お菓子と補食について  

⑦正しい食生活の継続   

①食事・練習・休養の大切さ  

②栄養の役割、体とのかかわり 

③フードピラミッド  

④選手のための基本の皿  

⑤強い体づくり（骨強化、貧血予防） 

⑥お菓子と補食について  

⑦朝ごはんの重要性  

⑧水分補給  

⑨体調管理 

⑩正しい食生活の継続   

評価項目 

①競技・食意識、生活状況（調査用紙） 

②身体状況（調査用紙）  

①競技意識・食意識  

②生活状況（調査用紙） 

③身体状況（調査用紙） 

参加者人数 小学生指導者 約 30 名/年   中学生指導者 約 100 名/年   

指
導
者 

教育

目標 

 選手への食育の重要性を説き、体調管理・水分摂取等

の指導を行う。   

①コンディショニングにおける栄養の必要性の理解を試

みる  

②体調管理や水分摂取など、現場での取り組みへの理

解を求める   

教 育

内容  

①ジュニア期の食育の重要性  

②水分補給 

③骨強化・貧血対策 

④成長期の食事についてまとめ   

①成長期の栄養  

②ジュニア期の食育の重要性   

 



 

 

 

  

図１ 継続的な食事指導で選手に２ヶ月毎に送付したニュースレター 
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図２ 介入の有無と食意識の変化 （６ヶ月後の調査データより集計） 

 

 上段：食事のバランスを考えて食べる   下段：好き嫌いしないよういしている 

 “食事バランス”・“好き嫌いしないようにする” という質問では、継続的な食事指導をしていた介

入群で「意識して食べる」と回答した者が増えている。 
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図３ 保護者への食教育内容の伝達度と料理群の摂取頻度（皿数）との関係 
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図 4 日本卓球協会 エリートアカデミー事業 食事・栄養サポート体制 管理栄養士間の連携 

 



 

写真１  ２ヶ月に１回の身体計測 

身長・体重・除脂肪体重・体脂肪率の変化を確認している。成長期であるため、わずか２ヶ月でも身

長や体重の変化が大きい。食事量の把握のためには欠かせない。 

 

 

 



 

写真２ ビュッフェによる食事指導 

レストラン R3 を利用して、JISS の管理栄養士の指導を受けながら、自分の選んだ昼食の栄養価やバ

ランスを確認する選手達 

 

 



 

写真３ 卓球選手のための献立づくり（NTC 研修室にて） 

料理カードを用いて、8 月に行う調理実習の準備をしている。献立作成指導は競技団体栄養士と

NTC レストラン栄養士にて実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


