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1．緒言
厚生労働省が実施している人口動態調査によ

ると，平成 28 年において死因の半数以上を生

活習慣病が占めている（厚生労働省，2017）．
生活習慣病予防を含む健康の保持・増進には運

動・栄養・休養の三要素が重要である（河合・

岡野，2014）．厚生労働省は毎年，国民健康・

栄養調査を実施し，日本人の運動習慣や朝食欠

食率，睡眠状況を明らかにしている．平成 28
年度の調査結果によると，運動習慣のある者は

男性で 35.1%，女性で 27.4% を示し，朝食欠食

率は 20 歳代で最も高く，男性で 37.4%，女性

で 23.1% と報告されており（厚生労働省，

2017），実践のための運動や呼びかけがされて

いるにも関わらず，改善が見られない．睡眠状

況については，睡眠が十分にとれていない 20
歳以上の者の割合が 19.7% であり，平成 21 年，

24 年，26 年，28 年の推移でみると有意に増加

している．

10 ～ 20 歳代は生活習慣の基礎ができる時期

であり，良質な生活習慣の獲得のためには，学校・

職場・メディアなどを通じた教育が必要である

と報告されている（厚生労働省 , 2012）．
大学生の運動・栄養・休養について見てみると，

運動は，青年期のメンタルへルスの保持・増進
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の観点からも重要であり（永松，2016），生活

習慣が変容する際，主に運動習慣の変容と一致

すると報告されている（溝下ほか，2011）こと

から，非常に重要な指標であると言われている．

しかし，多くの先行研究で，運動を「ほとんど

しない」と報告されており（阪田 , 2004 ／川端

ほか , 2014），運動習慣を有している学生が少な

いことが示されている． 
朝食の摂取については，体温を上昇させ（関

野ほか，2010），体内時計の活発化（Chang ほか，

2007），エネルギー供給の増加（永井ほか，

2005），学業成績向上（香川ほか，1980）に寄

与することが報告されている．しかし，内閣府

が行った調査によると，大学生は上級学年ほど

朝食欠食率が高くなることが示されている（内

閣府，2009）．
睡眠については，睡眠不足が情緒を不安定に

し（Vandekerckhove M and Cluydts R, 2010），
適切な判断力を低下させると報告されており

（Lim J and Dinges DF, 2010），厚生労働省は，

睡眠時間を確保するよう呼びかけている（厚生

科学審議会地域保健健康増進栄養部会次期国民

健康づくり運動プラン策定専門委員会 , 2012）．
しかし，先行研究では，「あまり眠れていない」

という大学生が多いことが示されている（阪田 , 
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2004）．
このように，大学生は他の年代と比較して，

生活習慣が望ましくないと報告されており（徳

永・山崎 , 2008），運動・栄養・休養の重要性を

理解し，良質な生活習慣をつけることは非常に

重要である．そこで，本研究では，本学三軒茶

屋キャンパスの学生が良質な生活習慣を獲得す

るための取り組みを検討する際の基礎資料とす

るため，新入生を対象に，生活習慣に関するア

ンケート調査を行い，健康に対する意識，運動

習慣，朝食摂取状況，及び睡眠時間の実態を明

らかにすることを目的とした．

2．方法
2-1．調査対象者
調査対象者は，平成 28 年度本学三軒茶屋キ

ャンパスの新入生 715 名である．回答者 627 名

（男性 425 名，女性 203 名，回収率 87.7％）の

うち， 1 項目でも回答に欠損があったサンプル

は除外し，最終的に 625 名（男性 422 名，女性

203 名，回答率 87.4%）を解析対象者とした．

2-2．調査手順および調査方法
調査実施に伴い，必修科目の授業において，

対象者へ調査概要を口頭で説明し，研究の理解

及び研究の協力の承諾を得た．調査期間は，平

成 28 年 4 月 21 日から 10 月 27 日であった．調

査方法は，Web ポータルサイト上にアンケート

を掲載し，質問への回答をもって同意とみなす

ことの説明を行った．

2-3．調査項目
調査項目は，健康に対する意識，運動習慣，

朝食摂取状況，睡眠時間，属性（学部，保健体

育審議会（大学運動部）所属の有無，性別）か

ら構成されている．質問紙内容を表 1 に示した．

健康に対する意識については，「健康に対する意

識」の質問に対し，「気を付けている」「気を付

けていない」「どちらともいえない」から 1 つを

選択してもらった． 運動習慣は，「スポーツや

運動の実施頻度」の質問に対し，「ほとんどしな

い」「月 1 ～ 3 日程度」「週 1 ～ 2 日程度」「週 3
日以上」から 1 つを選択してもらい，朝食摂取

状況は，「朝食の有無」の質問に対し，「ほぼ毎

日食べる」「時々食べる」「ほとんど食べない」

から 1 つを選択してもらった．睡眠時間は，平

均睡眠時間を自由回答させた．

健康に対する意識，運動習慣，朝食摂取状況

は分布から等分に近づけるよう考慮し，健康に

対する意識については，「気を付けている」を高

意識群，「気を付けていない」「どちらともいえ

ない」を低意識群の 2 群に分け．運動習慣につ

いては，「ほとんどしない」「月 1 ～ 3 日程度」「週

1 ～ 2 日程度」を週 3 日未満群，「週 3 日以上」

を週 3 日以上群として 2 群に分け，朝食摂取状

況は，「ほぼ毎日食べる」を日常群，「時々食べる」

「ほとんど食べない」を非日常群として 2 群に分

け，分析を行った．睡眠時間は，Kolmogorov-
Smirnov 検定により正規分布していないことが

確認されたことから，中央値を求めた．中央値

6 時間（25,75% 値；6 時間，7 時間）以上を 6
時間以上群，6 時間に満たないものを 6 時間未

表 1．質問紙内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 質問紙内

健康に対する意識

１．気をつけている，２．気をつけていない，３．どちらともいえない

スポーツや運動の実施頻度

１．ほとんどしない，２．月１～３日程度，３．週１～２日，４．週３日以上

朝食の有無

１．ほぼ毎日食べる，２．時々食べる，３．ほとんど食べない

平均睡眠時間

半角数字のみ，８時間の場合８と記入．
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表 2．質問項目に対する回答の分布

 

 

 

 

 

 

 

回答肢 人数 ％

健康に対する意識

気を付けている 382 61.1

気を付けていない 83 13.3

どちらともいえない 160 25.6

スポーツや運動の実施頻度

ほとんどしない 97 15.5

月１～３日程度 63 10.1

週１～２日 147 23.5

週３日以上 318 50.9

朝食の有無

ほぼ毎日食べる 501 80.2

時々食べる 95 15.2

ほとんど食べない 29 4.6

平均睡眠時間

４時間以上５時間未満 22 3.5

５時間以上６時間未満 122 19.5

６時間以上７時間未満 257 41.1

７時間以上８時間未満 187 29.9

８時間以上９時間未満 37 5.9

表2 質問項目に対 る回答の

満群として 2 群に分けて分析をおこなった．

学部，大学運動部所属の有無，性別は人数と

割合を（%）で示し，クロス集計表を作成し，

区分差にはχ 2 検定を用いた． 統計解析には，

IBM SPSS Statistics 23（日本アイ・ビーエム

株式会社）を用い，本研究ではすべての検定に

おいて有意水準を 5% 未満とした． 

3．結果
対象者の属性は，危機管理学部が 325 名（男

性 218 名，女性 107 名），スポーツ科学部が

300 名（男性 204 名，女性 96 名）であった．

各調査項目の結果を表 2 に示した．

健康に対する意識については，「気を付けてい

る」と回答した学生が最も多く 61.1%，次に「ど

ちらともいえない」と回答した学生が多く

25.6%，最も少なかった回答は「気を付けてい

ない」で 13.3% であった．運動習慣については，

「週 3 日以上」実施している学生が 50.9% と最

も多く，続いて「週 1 ～ 2 日程度」が 23.5%，「ほ

とんどしない」が 15.5% で，最も少なかった回

答は「月 1 ～ 3 日程度」で 10.1% であった．朝

食摂取状況については，「ほぼ毎日食べる」と回

答した学生が 80.2% と最も多く，続いて「時々

食べる」が 15.2%，「ほとんど食べない」が

4.6% であった．睡眠時間については，6 時間と

回答した学生が最も多く 41.1% だった．続いて

7 時 間 が 29.9%，5 時 間 が 19.5%，8 時 間 が

5.9% で，最も少なかった回答は 4 時間で 3.5%
であった． 
続いて，対象者属性と健康に関する意識の関

連を表 3 に，対象者属性と各健康行動の関連を

表 4 に示した．

健康に対する意識については，学部と大学運

動部所属の有無で有意な関連がみられたが，関

連の程度は低かった（p < 0.01，表 3）．運動習
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いう学生が 80.2% であり，欠食をしている学生

が 19.8% であった．厚生労働省が発表している

20 歳代の欠食率（男性 37.4%，女性 23.1%）よ

り若干少ないが，ほぼ同等であった．内閣府の

調査では，大学生は上級学年ほど朝食欠食率が

高くなると報告しており（内閣府，2009），今

後欠食率が高まる可能性がある．磯部・重松

（2007）は，望ましい食生活習慣を有する者は，

食に関する知識を持っていると報告しているこ

とから，朝食の効果も含めて，学生に指導して

いく必要があると考える．また，朝食摂取状況は，

学部と大学運動部所属の有無で有意な関連がみ

られたが，関連の程度は低かった．朝食摂取状

況は，居住形態が影響する（広瀬，2017）こと

から，今後は居住状態も明らかにする必要があ

ると考える．

最後に睡眠時間については，6 時間と回答し

た学生が最も多く 41.1% だった．これは他の先

行研究と同様の結果である（中村ほか，2017 ／

中村ほか，2016）．適正睡眠時間には個人差が

あると言われていることから，今後は睡眠の質

も含めて検討する必要があると考える．

本研究の限界として，居住環境や質問項目の

曖昧さなど考察する上で，不足する点がある．

また，調査期間についても 4 月から 10 月と幅

広く，対象者が大学生活の影響を受けている期

間の異なりが存在する．今後は，調査項目をよ

り詳細にすると共に，調査時期についても統一

して実施した方が良いと考える．

本研究により，本学三軒茶屋キャンパスの新

入生の健康に対する意識，運動習慣，朝食摂取

状況，睡眠時間の実態を明らかにすることがで

きた．健康に対する意識は他に比べて低いもの

の，運動・栄養・休養といった健康の３本柱に

関する内容は他の研究とほぼ同様の値を示した．

しかし，健康に対する意識の低さが，今後上級

生になるにつれて生活習慣の乱れに繋がる可能

性もあることから，今後は詳細なアンケート調

査を行うと共に，授業等で健康に対する意識を

もつことの重要性を伝えた方が良いと考える．
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