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家庭科教育は，家庭，社会の成員としての望ましい資

質を，家庭生活に関する学習をとおして学ばせることで

ある。家庭科の学習内容は，家庭生活に関する知識およ

び技術を，実践を通して習熟させることであり，家庭お

よび社会の発展に寄与する人間の育成のために総合的，

実践的な指導を目標としている。（１）家庭生活を中心

とする人間の生活を総合的にとらえ，追求し創造する実

践的能力をもつ人間の育成が家庭科教育の目的である

が，総合的に捕らえるためには，人間の生活環境への適

応と環境への働きかけ（環境醸成）が大切である。この

目的を達成するために，学習内容は心身の発達段階に応

じた目標や教材配置も考慮し決められている。小学校の

家庭科教育のなかでは，食物，衣服，住居と家族の分野

があり，この指導の過程では常に消費者教育の分野が含

まれている。家庭科教育の指導の際にはしばしば消費者

と生産者という対立が生じる。今井氏（２）は消費者教

育の基本は「生活をたいせつにする」ということである

と述べている。マクロな経済的な立場から豊かな生活を

志向するのではなく，生活者の視点で物の消費を考える

ことが家庭科教育である。この点において消費者を生活

者としてとらえ，生活者が生産者に働きかけるという立

場にたてば，消費者と生産者という対立はなくなると花

城氏は指摘している。生活者は消費者でもあるわけです

から，生活者の日々の具体的な生活から生産者に働きか

けてゆくのが消費者教育である。（３）近年生産者が生

活者に働きかけるという例が起こってきている。（４）

例えば，外食産業や菓子メーカーでは，健康に悪いジャ

ンクフードのイメージを変えるために小学生を対象に年

160校の実施をめざして出前授業を行っている。マクド

ナルド，モスバーガーなどのファーストフード店も小，

中学校を対象にホームページや出前授業を行って正しい

食べ方の指導をしている。家庭科教育等で行ってきた食

育教育の生産者に働きかけること（醸成）の成果である

が，小学生の段階でこの出前授業を取り入れることが適

切であるかどうかは議論の余地がある。正しい判断を行

えるかどうかである。又飲み水があぶないという視点で，

自分たちで環境を守らなければならないという内容の指

導では，洗剤や家庭排水の問題を学ぶ結果，健康のため

に水を購入するようになってきたと考えられる。近年

様々な飲み水が出回りその消費量が急増している。この

飲料水の価格，内容面に関しても色々な問題点が生じて

きた。このように我々が生産者に働きかける事により，

生活者が新たな問題を抱える問題も生れてくる。家庭科

教育の大事な点は技能の習熟のみだけではなく，日常の

生活者として様々な問題のよりよい解決のために意思決

定を行うためのトレーニングの援助を行うことでもあ

る。その「意思決定トレーニング」としての学習におい

て，教育的陶治方法として，フィードバックを繰り返す

中での発展的定着的成果を期待する意味で，「らせん的

プロセスによる学習」すなわち「スパイラル方式」によ

る学習成果への着目と実践が重要である（５）と平田氏
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要　約

今までに大学生の栄養摂取の偏りについての報告を行ってきた。その偏りの要因は，学生の総支出にお

ける食費の割合の不足にあった。近年食費の中の飲料費の割合が増加している。大学生の飲料費への支出

の割合と飲料の種類について調査を行った。その結果について35歳未満の単身者男女の調査結果（統計局）

と比較検討を行った。下宿生女子の食費の中の飲料費の割合は，単身者男女の割合と同じ傾向を示した。

下宿生男子の食費の中の飲料の割合は非常に大きかった。下宿生の栄養摂取量の不足や偏りの改善をする

ために飲料費を節約し食料費を増やすという指導が必要である
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は述べている。食生活教育に関して今まで，大学生の食

生活に関しての調査と考察（６），（７），（８）を行って

きた。食事の内容は多くの下宿生男子においてエネルギ

ー摂取量，栄養バランスの点において問題が多かった。

食事のとり方についての提言をおこなってきたが，特に

食費に割り当てる費用についての考え方に問題があるよ

うに思った。他の消費の項目より食費にあてるべきであ

ると考えてきたが，調査の結果からみると，小，中，高

等学校で学んできた健康な食生活の分野での学習成果を

見ることは少なかった。大学生の食生活について，指導，

観察を行ってきたが，さらに近年特に食費の中に組み込

む飲み水の（大学では主にペットボトルの200mlを持ち

歩く学生が多いが，）費用の割合が増加していることに

危惧を感じた。そのため飲料の内容と費用に関しての調

査を行い，その生活者としての問題点を探ってみた。

調査方法

調査対象：大学生87名（表１．参照）

調査方法：記名式，以下の項目に対しての記述式調査を

行った。

1．１日の生活時間の調査による自分の生活強度と

必要エネルギーの計算を行う。

2．５日間の食事の調査を行い自分の食事の内容を

検討する。

3．1週間の食事の内容とその代金の記述。

4．1週間の飲み物の種類とその金額の記述。

結果と考察
（１）下宿生と単身者との比較

単身者の資料は総理府統計局が発表している16年度の

データーを用いた（９）。この単身者とは，勤労者であ

るので学生との比較は色々と考慮する点が多いが，食生

活の傾向の比較は可能であると考えた。30歳未満の世帯

（結婚をしている家庭）では，１ケ月の支出は，約25万

円であるが，単身者35歳未満の男女では約190283 円であ

り，調査学生の場合の年齢は22歳から24歳であり，その

うち下宿生の支出はおよそ108442円であった。当然下宿

生の支出が一番低かった。統計局の資料から総支出が多

くなれば，食費の支出も当然多くなることも判った。食

費を総支出で割った数値をエンゲル係数で表している

が，統計全世帯でのエンゲル係数は21.8であった。表２

と表３より下宿生の場合も単身者男子のばあいも係数は

全世帯の値より高い傾向を示したが，単身者女子の場合

は低い値を示した。単身者男子，下宿生男女の１ケ月の

食費の割合が高い理由の資料を図１に示した。食料への

支出を素材となる食料，調理済みの食料，外食，その他

で分類した割合から食費の支出内容を見ると，世帯の種

類や世代で異なる支出形態を示すことが判った。

この資料から，２人以上の世帯と単身者（男女，年齢

階級別）女子単身世帯及び60歳以上の単身世帯では自宅

内で素材から調理したものを自宅で食べる「内食」が多

いことが判る。男子単身世帯での外食は，35歳未満では

８割，35歳から59歳迄の単身世帯では，およそ半分であ

ることを示している。男子の外食率は非常に高いことが

食費の割合が高い理由であると思われる。大学生の場合

も，下宿生男子で９割以上が外食であり，女子の場合も

８割以上が外食また調理済みの食料を使用していた。素

材となる食料を購入している頻度は少なかった。しかし

実家より送られてくる缶詰，レトルト食品，冷凍食品，

野菜ジュースの利用度は多かった。実家からの差し入れ

を考慮すると，下宿生の食費の割合はもう少し高くなる

のではないかと思われた。

下宿生との比較を行うのには，この図１の分類の35歳

未満の単身者の資料が１番適切であると考え，この単身
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性別＼住まい方 自宅生 下宿生 合計（名）

男子 １９ ２９ ４８

女子 １５ ２４ ３９

合計（名） ３４ ５３ ８７

表１．大学生の男女別住まいの形態

図１．単身者全世帯の食料の構成比
（総理府.統計局16年度資料）

総支出 食費 飲料 食費/総支出

自宅生 男子 55545 15541 3332 28

女子 48977 15008 2289 32

下宿生 男子 110729 24044 3270 22

女子 106155 22684 2024 22

（円） （％）

表２．大学生の１ケ月の支出の状況
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者と下宿生の資料での総支出，食費，飲料，総支出に対

する食費割合の比較を行った。

大学生の１ケ月の支出の状況について表２に示した。

また単身者男女別１ケ月の支出の状況を表３に示した。

表２の下宿生男子の１ケ月の総支出の平均値は，

110729円であり，下宿生女子の平均値は 106155円で，女

子学生のほうが4574円少なかった。表３の単身者男子の

１ケ月の総支出は197372円であり，女子の総支出は

183193円であり，女子のほうが14179円少なかった。男

子の方が女子に比べ単身者は総支出が多く，大学生と単

身者との比較では単身者の方が男子で約86643円，女子

で 77038円ほど多かった。勤労者の総支出は下宿生に比

べかなり多かった。食費で比較した場合，下宿生男子で

は，１ケ月24044円であり，下宿生女子では，22684円で

単身者男子が50927円，女子が35070円であった。下宿生

では男子学生のほうが，僅かに多いが，単身者の場合で

は，男子の方が女子より15857円も多かった。このこと

は男子のほうが外食の回数が多いことによると考えられ

る。その内訳は単身者男子の外食費は30413円であり単

身者女子では1585円であり，単身男子のほうがかなり多

かった。下宿生の男子，女子と単身者男子，女子の消費

は，金額の差はあるが，男子の方が総支出も食費も多い

という傾向を示した。飲料の消費について比較した場合，

大学生男子と女子との消費の違いは，単身者男子と女子

の消費の違いと同じで女子の方が少ない傾向を示した。

食費の中の飲料費の割合は，下宿生男子で14％,下宿生女

子で９％,単身者男子で９％,単身者女子で８％であった。

全体に食費の差ほど飲料の消費料金の差はなかった。し

かし下宿生男子の食費の中の飲料の割合が14％と突出し

ていることは問題である。飲料費の支出は下宿生も自宅

生も単身者にとってもかなりの支出になっている。この

ことをどの様に考えてゆくのか生活者として大きな問題

であることは間違いないと思った。

（２）大学生の飲み物への支出の状況

大学生の飲み物への支出について図２に示した。

図２のグラフからは，平均値で見ると男子のほうが女

子に比べて飲み物の代金は多いことが判った。男子学生

では，自宅生と下宿生での平均値での差は少ないが，女

子学生では，自宅生の方が下宿生より飲み物の代金の平

均値が大きいことが判った。

表４より，自宅生男子の場合，最大値8100円，最小値

０円，標準偏差2010.6円であり，下宿生男子の場合，最

大値8400円，最小値1000円，標準偏差1778.9円であった

ことから，標準偏差が自宅生の方が大きいが，この結果

は学生の活動量の違いだけではなく，食堂の利用頻度に

もよることがわかった。食堂を利用すれば，お茶や水が

出されるのでその飲み物を飲んでおり飲み物代金はいら

ないことによる。また自宅生女子の標準偏差は651.6円で

あり，下宿生女子の標準偏差は988.0円であり男子学生に

比べ女子学生の偏差は少ない。飲み物の消費の多い学生

は，売店やコンビニでおにぎりや弁当を購入しており，

クラブ活動やサークル，アルバイト等で夕食を自宅で食

べない傾向が見られた。また消費の少ない学生は，弁当，

飲み物を持参している学生，昼食で学生食堂等を利用し，

食堂で出される水やお茶を飲んでいる学生，また水道水

を飲んでいる学生等であった。今回１日の生活時間から

自分自身の生活活動強度を調べる調査を行ったが，ほと

んどの学生は，生活活動強度の点から見た場合強度２で

あった。飲み物代金の消費の動向は強度３であった学生

で多く出る傾向があった。自宅生女子の平均値は2289円

であり，下宿生女子の平均値は2024円であった。女子学

生のほうが男子学生に比べ，1000円ほど飲み物の料金が

低いのは，飲む量の違いと，消費の工夫の違いによると

考えられた。生活活動強度の点から見た場合強度３の女
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総支出 食費 飲料 食費/総支出

単身者 男子 197372 50927 4651 26

女子 183193 35070 2873 19

（円） （％）

表３．単身者男，女別の１ケ月の　支出の状況
（総理府，統計局）

図２．大学生の飲み物代金

表４．大学生の飲み物代金の傾向

35
00

30
00

25
00

20
00

15
00

10
0050

00

下宿生（女子）�

下宿生（男子）�

自宅生（女子）�

自宅生（男子）�

分
類
�

分類＼数値 平均値 最大値 最小値 標準偏差

自宅生（男子） 3332 8100 0 2010.6

自宅生（女子） 2289 3000 1000 651.6

下宿生（男子） 3270 8400 1000 1778.9

下宿生（女子） 2024 4264 1000 988.0

（円）

（円）

第31号-05-石川詔子  06.3.20  5:25 PM  ページ43



子学生は，運動部に所属している学生や活動量の多いア

ルバイトをしている学生であったが，当然飲料の消費も

多かった。しかし飲み物を購入する場合には，1.8の大型

ペットボトルや自分で麦茶を作る等で飲み物代金を抑え

る工夫もみられた。180～200mlのペットボトルや缶飲料

の価格と1.8の大型ペットボトルの価格の差は２倍でしか

ないため，大型を購入し小型に分け入れて持参するとい

う工夫も見られた。手軽さで購入している飲み物の代金

が，食費のなかで大きな割合になっていることに気付く

ことが大切である。原材料を使用しているジュース類も

水もお茶も180～200mlのペットボトルや缶飲料の価格が

ほとんど同じであることに疑問を持つ学生もいた。また

水の産地と成分の違いを知りたいと思っている学生もい

た。学生自身が自分自身の購入している飲料の選択を再

考する姿勢を持った点，そしてその成分や原料を確かめ

ようとする姿勢を持ったことは，消費者としての自覚と

そして生産者への働きかけにつながるのではないかと考

えた。その姿勢こそ良き生活者になることにほかならな

い。

（３）大学生の飲み物の種類

大学生の飲み物の種類をとその傾向をみた。その結果を

自宅生男子は図３，自宅生女子は図４，下宿生男子は図

５，下宿生女子は図６に示した。

図３の自宅生男子の飲み物の種類では，お茶を飲む回

数が一番多く，２番目ジュース３番目が牛乳であった。

図４の自宅女子学生の飲み物の種類では，１番多いのは

お茶，２番目は牛乳，３番目に多いのはジュースであっ

た。１日の食事バランスから見ても女子学生の方が良い

結果が見られ，２番目に牛乳を飲むのはカルシュウム摂

取のためと考えている理由からであると考えた。成長期

のカルシウム摂取という点で学校給食や家庭で飲ませて

きた結果だけでなく，生活習慣病の骨粗症の予防につな

がるという意識を持っている結果でもあると考えた。牛

乳は賞味期限が短く，腐りやすいため他の飲み物のよう

に自動販売機で手軽に購入しにくい点と持ち歩きにくい

ため朝食時に利用する学生が多かった。反面お茶や水は

一度に飲みきらなくても，少々飲料の温度が変化しても

飲みにくくならないため持ち歩けるという良い点が，お

茶を選択する理由であった。お茶の販売されている種類
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図３．自宅男子学生の飲み物の種類
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図４．自宅女子学生の飲み物の種類
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図５．下宿生男子学生の飲み物の種類

80�

70�

60�

50�

40�

30�

20�

10�

0
茶
�

ウー
ロン
茶
�
水
�

ジュ
ース
�
牛
乳
�
紅
茶
�

コー
ヒー
�

ココ
ア
�

ペッ
トボ
トル
�

ス
ポド
�

ポカ
リ�

ペッ
トジ
ュー
ス
�

個
数
�

分類�

図６．下宿生女子学生の飲み物の種類
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も多いが，味で選択したり，流行で選択したり，場所と

場合で選択したりとそれなりに考慮している様子も窺が

えた。味（うま味，香り，飲んだときの切れ味など）で

選択する学生が多かったが，量販店で値段を考慮し選び

購入する学生もいた。飲料でも様々な消費の仕方が見ら

れた。

図５の下宿生男子の飲み物の種類では，１番はお茶，

２番は牛乳，３番はジュースの順番で多く飲まれていた。

図６の下宿生女子の飲み物の種類では，１番はお茶，２

番は牛乳，３番はジュースの順番で多く飲まれていた。

下宿生は栄養のバランスを考えて牛乳を2番目に多く飲

んでいた。３番目のジュースの項目では，女子学生では，

野菜ジュースを飲んでいる学生が多く，男子学生は，疲

れを即効で取ると考えて，オレンジやりんごなどの甘い

ジュースを飲んでいる学生がいた。下宿学生たちの多く

が栄養のバランスに不安に思っており飲み物についても

考えている様子が見られた。女子学生では，甘いジュー

スは美容に良くないと考えており，野菜ジュースのみで

なく，アセロラやビタミンＣを含んだジュースを飲んで

いた。それぞれの時と場合，そして栄養バランスをも考

慮する点では女子のほうが平均的にまさっているような

結果であった。

単身者の飲料の消費の動向をみた総理府統計局の調査

では，牛乳は飲料の項目ではなく乳製品と卵の項目で扱

っており，飲料総合ではお茶の葉やコーヒー豆，ココア

等の原料と飲料等の詳しい分類がなされているが，今回

の大学生の調査では飲料だけを記述対象としたため，飲

料だけを選択し表にして比較検討を行った。単身者男子

の飲み物の分類を図７に，単身者女子の飲み物の分類を

図８に示した。

図７から単身者男子の場合では１番に野菜ジュースの

消費が多く，２番にお茶，３番にコーヒーであった。

下宿生男子の場合では，１番にお茶，２番には牛乳，３

番にジュースであり，その消費の動向には差があった。

図８の単身者女子の場合１番は茶飲料の消費が多く，２

番にその他，３番に野菜ジュースであった。下宿生女子

の場合では，１番にお茶，２番に牛乳，３番にジュース

であり，女子の場合も差があった。単身者の場合は野菜

不足を気にかけており，女子の場合はカルシウム不足を

気にかけておる様子が，牛乳だけでなくのむヨーグルト

などの発酵乳製品飲料の摂取など，この飲料の消費の動

向から判った。大学生の飲料の消費の動向は，学校教育

や厚生省の生活習慣病予防の提言の効果が出ているの

か，それに敏感に反応している生産者の商品宣伝の効果

なのか，を考えてみると，大学生の場合は生産者の宣伝

効果の方が高いと考えられた。下宿生は，自分の食生活

に不安を持って飲料を選択しているだけでなく，太らな

いということに考慮した飲料の選択をしている学生も多

かった。その点で大学生が１番にお茶飲料の消費が多か

った。単身者の調査では，１年間で，男子は1379円，女

子は4068円のお茶の葉を購入しており自分で飲料を作っ

て飲んでおり，特に女子で多いことが女子の飲料費が少

ない理由であると思われる。女子の場合果物ジュースの

消費は男子の半分であった。太らないということで甘い

ジュースの消費は少ないが，反面果物の消費は女子のほ

うがかなり多かった。

（４）様々な飲料の特徴

水道水を飲料にしなくなった理由は，第１に都会の水が

まずくなったことを理由にあげている学生が多かった。

第２には水道水の中に微量であっても発がん性物質が入

っていること，第３番目には水は健康のために飲むと良
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図７．単身者男子の飲料の種類 図８．単身者女子の飲料の種類
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いものであるという考え方，第４番目には手軽で購入す

るのにも持ち運びにも簡単で便利であるという理由が挙

げられた。市販機が街の中に多くあり，コンビニでいろ

いろな種類の飲料が購入できるからともあった。

市販されている飲料の特徴は以下のようである。

１．生茶：緑茶の成分のうまみ成分テアニンを豊富に含

む生茶葉抽出物をつかいうまみ成分の出やす

い59度でゆっくり抽出したもの

原材料名：緑茶，生茶葉抽出物，ビタミンＣ，

香料

２．お茶：京都府産限定　宇治茶100％

原材料名：緑茶　　ビタミンＣ

３．ミネラルウォーター（日本産）：成分

ナトリウム0.23 カリウム0.03

カルシウム3.52 マグネシウム0.22

４．ミネラルウォーター（外国産）：カリフォルニアシ

ャスタ水源

成分　ナトリウム1.13  カルシウム0.64

マグネシウム0.54 カリウム　0.18

バナジウム　5.5

などそれぞれの特徴があり，成分を主体に売り出して

いるもの，味を主体に売り出しているものなど飲料の選

択は消費者にまかされており一律ではない。我々は，こ

の選択の目を養わなければならない。手軽さだけでの判

断での購入にしては食費のなかでの飲料の割合が大きす

ぎると思われるからである。

水の購入水に関し考えてみる資料となる「おいしい水研

究会」が提示しているおいしい水の条件と水道水の水質

基準の比較を表５に示した。

日本の水は軟水でありヨーロッパの水は硬水である。

硬度とは主としてカルシウムとマグネシウムでありその

他ナトリウム，カリウムそして鉄など水に溶けた鉱物質

の総量を示しており，おいしさの主たる要因物質である。

純水や雨水はおいしい水ではない。雨水が地下に浸透し

て湧き水や地下水になったとき地層のミネラルや二酸化

炭素がまざりおいしい水になる。（10）我々の体にとっ

てもカルシウムやマグネシウムは大切なミネラルであ

る。栄養的には，カルシウムとマグネシウムは0.8～1.0の

割合で摂取することが望ましく，摂取量が普通の食事で

は不足しがちなミネラルでもある。硬水は，健康な生活

を送る上で大切であるとW.H.O（世界保健機構）は強調

してきた。軟水をのんでいる人より硬水を飲んでいる人

のほうが長寿者が多いともいわれている。（11）

しかし日本人にとっては，多量のミネラルの摂取は，

下痢を起こす要因でもある。スーパー等でフランス，カ

ナダ，アメリカ，スカンジナビア，オーストリア，韓国

そして日本各地の名水が売られている。（12）日本の水

は軟水であるが水の成分表示では硬水にちかいものもあ

るし，外国の水がすべて硬水の成分表示がされているも

のばかりでもない。水を購入する場合には，表示されて

いる成分を理解して選択購入をすることが大切である。

自分の食生活や体質をも考慮して水を購入することを希

望したい。現在お茶飲料は男女共に一番購入する飲み物

であるが，そのキャッチフレーズは様々である。お茶は

甘味料が入っていないので虫歯になりにくい点，栄養的

にはエネルギーにならないのでいくら飲んでも心配はな

い点，口当たりが良い点などが好まれる要因であると思

われる。お茶の葉の産地や抽出の工夫さらにパッケージ

の工夫等様々な茶飲料が販売されている。コンビニなど

ではコンビニ独自の製品も手がけている。自宅で茶葉を

抽出して飲む方法は，分量やお茶の葉の種類，最適なお

湯の温度などについては小学校の家庭科で学習している

が，そうして飲むお茶の味と市販の飲料の味との違いを

もう一度確認してほしいと考えた。野菜ジュースは野菜

不足を簡単に補うことできると考えて飲むのだと思う

が，野菜を食べることと野菜ジュースを飲むこととでは，

栄養学的に違いがある。野菜に含まれている微量の栄養

素やビタミンさらに多量の繊維質などの成分比や他の食

品との組み合わせや適した調理方法などのことを頭に入

れておくべきであると考える。さらに金額的にも野菜の

値段に比べ割高であることも事実である。さらに水道水

の１ケ月の使用料金が単身者や下宿生の場合では，平均

値で見ると飲料費よりも安いという結果が出ている。水

道水の200CCの金額の2000倍もする水やお茶を我々は購

入している。この水道料金も一定ではなく地域により違

いがあり，またその使用量も安定したものでもない。

（13）水道水も環境保全と経済の発展など色々な仕組み

のなかで，安全な飲み水の確保や料金の安定した供給こ

とも考えてゆかなければならない。（14）命の元である

水を我々は，どの様に考えてゆくのか重い課題であると
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おいしい水の条件 水道水の水質基準

蒸発残留物 30～200㎎/L 500㎎/L

硬度 10～100㎎/L 300㎎/L

遊離炭酸 ３～30㎎/L

過マンガン酸カリ消費量 ３㎎/L以下 10㎎/L

臭気度 ３以下 異常でないこと

残留塩素 0.4㎎/L 異常でないこと

水温 最高20℃以下 異常でないこと

表５．おいしい水の条件と水道水の水質基準
（厚生省令第56号）
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思った。そして生活者としてこの飲料の問題を真剣に考

えるときであると感じた。

まとめ
１．下宿生も自宅生も単身者も飲料費の金額の点ではあ

まり大きな差はなかった。

２．下宿生男子の食費における飲料費の割合は，14%と

大きく食生活での栄養面で問題であることが判っ

た。

３．下宿生男子も女子も飲料では１番にお茶，２番に牛

乳，３番にジュースを摂っており，単身者男子では

１番にジュース，２番にお茶，３番にコーヒー，単

身者女子では１番にお茶，２番にその他，３番にジ

ュースと下宿生と単身者では差がみられた。

４．男子と女子の比較では，女子の方が飲料費では男子

よりも少なく，飲料の摂り方に工夫の様子がみられ

た。

５．男子より女子の方が食事での栄養バランスについて

も考慮している様子が窺がえた。

６．総支出が多くなれば，食費は多くなるが飲料費の割

合は下宿生男子を除けば，８～９％であった。

７．学生自身の生活時間から自分自身のエネルギー所要

量を割り出し，主要栄養素の所要量を確認した結果

は量，質ともに問題の多い学生が多かった。バラン

スの良い食事をするためには，大学生の食費を多く

することが必要である。

８．食費を多くするためにも，下宿生では飲料費を抑え

ることが必要である。自分で飲料を作る工夫をする

か，少なくとも割安な大型ペットボトルを購入し小

型に分けて持参する努力することを指導しなければ

ならない。少なくとも大型ペットボトルの購入の努

力をすれば飲料費は になる可能性を持つし，自分

で作って持参すればもっと節約が可能である。飲料

費の節約で食事の内容を良くすることは緊急な課題

であると感じた。
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On the problem of student’s expense for food and drink

Noriko Ishikawa

Department of Education, School of Liberal Arts,Teikyo University

So far I have reported that students took their unbalanced diets due to their unbalanced expense for food and drink;

they tend to expense a smaller amount sum for food than for drink. In this report I surveyed how much cost students

pay for drink and what kind of drink they take. I compared these results with the data for single men and women under

35 years old issued from Japanese Statistic Bureau. The ratio of expense for drink by lodging female students is nearly

equal to that of single men and women under 35 years old. On the other hand the ratio of expense for drink by lodging

male students is larger than that of lodging female students. To improve these unbalanced diets of lodging students, we

must advise them to save the expense for drink and increase that for food.

Keywords: balanced diets, expense for drink, expense for food and drink, drink, 

第31号-05-石川詔子  06.3.20  5:25 PM  ページ47



第31号-05-石川詔子  06.3.20  5:25 PM  ページ48


