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本稿は、幼稚園と家庭との食を通じて信頼を育む人間関係の在り方を考える基礎作業として、近世から現代にいたる家族

の多様性の確認と、幼稚園が果たすべき食文化教育の特色を考察することを目的とする。そのため、まず近世から現代に至

る家族の様態について分析し、さらに家族揃って食事をとるという営為における食文化の継承には階層性があることを確認

する。昭和30年代頃までは大きな地域差・階層差が見られたが、高度経済成長期以降の核家族化や少子化の進行に加え、

父親は外で仕事、母は家庭の切り盛りをするという夫婦分業制から女性も仕事を持つことが通例となったことで、親子揃って

食事を取ることが減少し家庭における食事の在り方に単身化の傾向が見られるようになった。それに伴い、家庭教育におけ

る食事を通じた教育力の逓減を補完する役割が幼稚園教育に期待されるようになった。幼稚園教育要領での食育について

は、主として「健康」領域で食習慣形成を主眼として扱われているものの、食文化形成の側面からは「人間関係」領域におけ

る望ましい習慣・態度の形成にもつながっている。幼稚園教育は総合性が求められるので、食育は複数領域で対応すること

が必要とされている。 

 

 

はじめに 

 

 2005（平成17）年 6 月の食育基本法制定や保育現場における食育の重要性の高まりを受けて 2008

（平成20）年 3 月に改訂された幼稚園教育要領の「健康」領域には、食育に関する事項が追加された。

その内容は「先生や友達と食べることを楽しむ」とことであり、「健康な心と体を育てるためには食育を通じ

た望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲気の

中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心をもったりする 

―――――――― 
*茨城大学教育学部 
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などして、進んで食べようとする気持ちが育つ」ことと記され、幼稚園教育での食育の重要性が強調され

た。その後、2017（平成 29）年 3 月に改訂された現行幼稚園教育要領の「健康」領域での「食事」扱う項目

では、「先生や友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心」を持つこと、「健康な生活のリズムを

身に付ける」ために食事の時間に配慮すること、「身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生

活に必要な活動を自分でする」ことが求められている。さらに「人間関係」領域でのねらいが「他の人々と

親しみ，支え合って生活するために，自立心を育て，人と関わる力を養う」ことであるために、特に「社会

生活における望ましい習慣や態度を身に付ける」という項目を掲げている。 

幼稚園教育の特色はその総合性にあるが、「健康」領域や「人間関係」領域は相互補完的関係にある。

幼稚園で行う食育は「先生や友達」とともに幼稚園で食べる喜びや楽しさ、食べ物への興味や関心を培

い、それらを通して幼児自ら進んで食べようとする気持ちが育つように「食べることを楽しむ」ことである。

つまり幼稚園教育では、幼児の健康の維持向上を図り、また食べることを楽しむ食文化を公教育として指

導することが求められている。他方、食事を通じて望ましい習慣や態度を涵養することは幼稚園教育のみ

ならず家庭でも培うべきものであるが、家庭では食事における団欒の態様や作法習得が暗示的であるこ

とから所謂隠れたカリキュラムの色彩が濃い。ために、家庭の階層などにより、親から子供への食文化の

継承は多様な様相を呈している。食事を通じて食文化を豊かにするために幼稚園と家庭とが連携するこ

とが望ましいのであるが、幼稚園としてまず家庭の多様性を勘案して食べることを楽しむ気持ちを培って

いくことが必要となる。 

本稿では、幼稚園と家庭との食を通した協働により信頼を育む人間関係の在り方を考える基礎作業とし

て、近世から現代にいたる家族の多様性の確認と、幼稚園が果たすべき食文化教育の特色について考

察したい。 

 

家族の多様性 

 

 『広辞苑』第七版（岩波書店、2018 年）によると、「家族」とは「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血

縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団。社会構成の基本単位。」とされる。家族

の概念は婚姻によって成立する夫婦関係、妻の出産によって生ずる親と子という血縁関係や、血縁関係

などによって繋がっている親族関係のみならず、養子縁組による人間関係を基礎とした小規模な共同体

も含まれる。なお、日本の民法第７２５条では、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族（配偶者の一

方からみて他方配偶者の血縁関係にあたる者）を親族としている。 

家族となるためには婚姻することが一般的に要請されるが、その形態は平安時代前期までは夫婦別居

を前提とした妻問婚、その後には夫婦同居を前提とするが夫が家庭に入る招婿婚、そして室町時代より

妻が家庭に入る嫁入婚となった。よって現在の夫婦と子供が同居する家族形態は平安時代後期から形成

されていくが、地域や階層などによりその態様は一様ではない。 

本章では、江戸時代から現代までの家族の多様性について略述する。 

 

（１）近世における武士身分における階層 

 江戸時代は一般的に士農工商という身分から構成されるが、紙幅の関係上、ここでは武士身分につい

て取り上げる。 
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表１．武士身分の階層的特徴① －階層移動－ 

 

 

 江戸時代は長幼の序、すなわち年齢より身分が優先する封建社会である。武士身分にも「侍」、「徒士

（徒、歩行）」、「足軽」という階層があり、それぞれに婚姻や出生数などに差等があった。 

 「侍」階層は正しい由緒と血縁により身分が継承される階層である。家の存続のため異姓養子制度があ

り、階層内でお互いに男子を交換しながら家名と地位を保全した。禄高差２倍以内の婚姻が重ねられ、禄

高階層の狭い範囲内で内婚圏が形成されるのである。上層藩士の女子は実家よりやや低い家に嫁ぐ「降

嫁婚」の傾向が、下層藩士の女子は実家よりやや高い家に嫁入りする傾向がある。知行取、つまり地位と

高い禄を食んでいる侍家では初婚年齢が早く、知行取全体の６割が家督相続前に結婚している。経済的

に恵まれているので知行取の平均出生児数は５人を超える水準であった。 

 「徒士」階層は、17 世紀ころまで肉体的剛強さ、つまり「御用」に立つことが求められていたが、18 世紀

には武芸と達筆さという能力原理と世襲原理の併用がなされた。つまり武芸、手跡（達筆）と志が優先され

て召出される。生得的な肉体的頑強とは異なり、「志」という曖昧なものが採用の第一規準になっていくこ

とは徒士の世襲化の伏線となり、19 世紀になると召出には父祖の勤功や由緒が重視されるようになった。

切米取においては家督継承前の結婚は２割に満たないし、平均出生児数は４人を切る。 

 「足軽」階層は「一代抱え」、つまり召出は世襲とはならないし、侍・徒士と異なり長子相続制ですらない。 

階層+B2:G1 御目見 性格 特色 階層移動（養子）
侍の家に生まれること，つまり「正しい由緒」「血縁」
により身分継承（世襲原理）。

養子の移動方向は圧倒的に水平移動である。

世襲が強固であり，実子がなければ同階層内から閉鎖的
に養子を取る仕組みにより再生産される。

異姓養子制は上層譜代家にとって都合の良いシステムで
ある。階層内でお互いに男子を交換しながら，家名と地
位を保全する制度であるからだ。

家督に能力・年齢があまり問われない。医師を除いて，
能力を問題にして家を断絶させられたり，強制的に他か
ら継承者を連れてくる傾向にはない。

家系の階層移動においては，養子制度はこれを完全に阻
害している。もし，異姓養子制度がなければ次から次へ
と藩士家が消滅し，新規参入が活発になったはずだ。し
かし，この異姓養子制度があるために，藩士家は容易に
絶家しなくなり，結果的に下層の家が上層に新規参入す
る機会を閉ざしてしまった。

当主は死か老衰まで生涯奉公を続けるべきもの。 養子制度は，「階層固定化」に機能していた。

①17世紀：肉体的剛強（「御用」に立つこと）。②18世
紀：武芸・達筆（能力原理と世襲原理の併用）。「武
芸」「手跡」と「志」が優先され召出。生得的な肉体と
は異なり，「志」という曖昧なものが採用の第一規準に
なっていくことは，徒士の世襲化の伏線となる。③19世
紀：父祖の勤功や由緒重視。

「帯刀御免」の百姓に限り徒士への養子を許可する例
（松代藩）がある。

基本的には世襲が認められるようになったが，常に本人
の奉公能力・職役への熟達度が問題にされ，勤務能力が
なければ俸禄を削られるだけではなく相続自体が認めら
れなかった。
老衰の域に達する前に隠居する傾向にあり，必ずしも実
子世襲のみで再生産される訳ではなく，身分として完全
に閉鎖されたものではない。
「一代抱え」が原則で，奉公能力を備えた者を揃える。
武家奉公人の扱い。
諸士と異なり，「長子相続制」ですらない。肉体労働が
可能な者でないと勤まらないので，幼少・病弱者の相続
を認めるのは困難で，ごく一部に「譜代」が成立するこ
とはあっても，全体として世襲化することはなかった。

侍

徒士

足軽

以上

以下

身分制的

官僚制的

一時雇用
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表２．武士身分の階層的特徴② －婚姻－ 

 

 

表３．武士身分の階層的特徴③ －経済状況と社会的状況－ 

 

 

肉体労働が可能な者でないと勤まらないので幼少・病弱者の相続を認めるのは困難で、例外的にごく一

部に「譜代」が成立することはあっても全体として世襲化することはなかった。召し抱えられた足軽は、借

財の肩代わりや前任者の家族の扶養を条件として一時的に足軽になり俸禄を得ているに過ぎない。経済

的な利点がなくなればたちまち「家中」を去っていく。足軽は百姓町人の出身者が殆どで、彼らが足軽を

辞めても他に生計の道を持っていた。 

 このように、一概に武士身分といっても階層差があるうえ嫡子と次三男とは待遇が異なり、次三男は養子

階層 御目見 性格 婚姻
禄高差２倍以内の婚姻が重ねられており，禄高階層の狭い範囲内で内婚圏が形成され
ている。

上層藩士は女子が実家よりやや低い家に嫁ぐ「降嫁婚」の傾向がある。

下層藩士の女子は，実家よりやや高い家に嫁入りする傾向がある。

知行取は初婚年齢が早い。知行取全体の６割が家督相続前に結婚している。

知行取の平均出生児数は５人を超える水準。

切米取においては，家督継承前の結婚は２割に満たない。

切米取の平均出生児数は４人を切る。

侍

徒士

足軽

以上

以下

身分制的

官僚制的

一時雇用

階層 御目見 性格 経済状況 社会的状況
知行取の侍に俸禄削減がなされ，知行取は軍役人数を常時
雇用しなくともよくなり「単身化」していく。

城下集住。兵農分離がなされている。

百姓・町人・足軽層から，文書上のほか口頭でも「何々
様」と言われる。侍・徒士の間では「何々殿」と言う。
城下集住。兵農分離がなされている。
百姓・町人・足軽層から，文書上のほか口頭でも「何々
様」と言われる。侍・徒士の間では「何々殿」と言う。

相続は次に召し抱えられる権利（「席」）の相続であり，
その俸禄がそのまま次に譲られるのではない。

本拠を城下近郊の農村部におくため，兵農分離はなされて
いない。誰を足軽にするかの決定権は，藩庁・物頭から，
足軽組の小頭や足軽本人によって行うようになる。「足軽
株」の売買により，百姓・町人が常に流入流出する。困窮
すれば「足軽株」を売って処分されるので，自然に人員が
交換される。藩としては，足軽を極めて微禄のままで維持
できたし，足軽達の困窮を手当てする必要もないという利
点があった。

召し抱えられた足軽は，借財の肩代わりや前任者の家族の
扶養を条件に，一時的に足軽になり俸禄を得ているに過ぎ
ない。経済的な利点がなくなれば，たちまち「家中」を
去っていく。看抱足軽は百姓町人の出身者が殆どで，彼ら
が足軽を辞めても他に生計の道を持っていた。

足軽層は百姓町人と同じ扱いであり，徒士以上の武士身分
に対して「何々様」と様付で呼ぶことを強制された。

村落に居住し，田畑を耕しながらの通い勤め。

侍 以上

以下

徒士

足軽

身分制的

官僚制的

一時雇用
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に出るか特別に別家を創設する僥倖を得るなどでなければ家庭を持つのは難しかった。ただ、当時は嫡

子が死亡することも多く、紀伊藩主となった徳川吉宗（のち第８代江戸幕府将軍）や彦根藩主（のち徳川幕

府大老）となった井伊直弼など、次三男以下の者が跡目を継承する例は少なくない。 

 

（２）近代における農村部の家族 

 近代になって士農工商の身分制度が撤廃されても社会階層などはなお従前の如く多様であり、「家族」

様態は一様ではなかった。さらに学校教育が整備されていくなかで、柳田国男は家庭教育と学校教育の

違いを 1937（昭和12）年に「平凡と非凡」を題目とした講演で次のように述べた。 

 

   伝統的教育と、学校教育の一番大きな教育法の相違は、具体的に言うと、平凡と非凡とであっ

た。平凡を憎むという人の気質は、必ずしも新たに生まれたものではないが、それが教育上公認

されるようになったのは最近のことである。家庭がもしも教育の主たる管理者であったなら、こ

の気質はもっと早く家庭内に浸透したであろう。しかし、現在（昭和12年）に至るまで、子供か

ら青少年期にかけての教育においては、親は極度に無力であり、青年団などの地域の組織で行な

われる教育の力が圧倒的で、且つそれは平凡になること、つまり分をわきまえることを方針とし

ていたのである。 

 

 柳田は戦前期において、家庭教育の力は微々たるものであるのに対して、地域社会での教育力が強い

ことを指摘する。彼の言う地方（村）での教育の特色は次の 6点であった。 

第1点。家庭が行う躾というものは存在せず、村で共通したルールが教育の基準。 
第2点。教育の担い手も、家庭よりは子供組・若者組のような同年齢集団や隣人など周囲の人た

ちのネットワークが行う。 

第3点。家族が直面する多くの問題の中で、子供の問題は優先順位が低く無視してもかまわない

些細なものであった。最重要なのは、労働－生産問題、つまり食べていくことである。 
 第4点。家の存続を考えた場合、子供の存在自体が邪魔となることも多かった。親のために子供

が犠牲になる社会であったと言え、子供に関する親の教育権は、養育権ごと、第三者にたやすく委

譲される。 
 第5点。家庭に明確な意図を持って「教える－教えられる」関係を子供との間に持とうとする意

識が稀薄である。しかし、地方（共同体社会）では、労働（手伝い）、遊び、儀礼など、さまざま

なところに子供が学ぶ機会や学習すべき内容が埋め込まれており、意図的な教授よりも習得すべき

技能等は「習うより慣れろ」「技は盗むもの」とされたので、「子供は年頃になると自然に分別が

つく」という楽観的教育観が形成されることとなる。これは、幼少期の厳しい教育（躾）を重視す

る西洋と対照的である。 
 第6点。基本的生活習慣の形成や、行儀作法は、厳しくしつけられることはなかったが、「労働

に関する」教育（躾）は厳しかった。 

 これらの他に、地方での教育に対しては、差別や抑圧が組み込まれていた（長男とそれ以外・男女

別・家柄・財産所有）こと、生活を通じて自然に学ぶという人間形成の仕方は意識的な配慮を伴わ

ないため、しばしば望ましくない結果を生んだこと、地方での教育の対象は共同体の正規メンバー
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のみで家族が離散して共同体からはみ出した子供は適切な配慮をしてくれる者もないまま日陰者と

して生きていかざるをえなくなったこと、最後に全国ルールを教えられるのは学校と軍隊であって、

村の教育の基準はローカルルールでその地域のみで通用するものであった、という指摘がなされて

いる。 
 

（３）「教育する家族・教育する親」の登場 －大正期における都市部の新中間層家庭－ 

 1910年代以降（大正期）、都市に住む専門職・官吏・俸給生活者等、富裕で教養のある新興勢力

である新中間層が台頭し、彼ら向けの家庭での育児・躾と教育のノウハウを親に向けて教えるガイ

ドブックが続々と刊行された。母親に医者の役割だけでなく、躾の担い手や教科指導の補助者たる

「教師」の役割を担わせるものであり「よりよい育児」「よりよい躾」「よりよい進学」がキーワ

ードの親が読む受験マニュアル的性格を併せ持っていた。 

 新中間層は、子供を意図的・組織的な教育の対象と見なし、更に家庭を教育的な関心に基づいて

合理的に編成しようとした。「教育する家庭」の登場である。彼らは、まず明確な性別役割分業を

前提として、夫の稼ぎで生計を立てているため祖父母の発言力が小さくなったことで、親（特に母

親）こそが子供の意図的な教育の責任を負うという意識が濃厚となり、近隣の地域や親族のネット

ワークに人間形成機能を委ねない。次に、家庭と学校教育との同型化、つまり家庭での「良い子」

と学校での「良い生徒」とが同じとなるので、学歴が子供の将来に決定的に重要であることをよく

自覚し、子供の学力や進学に強い関心を払うようになった。そして、童心主義（子供らしさの尊重）・

厳格主義（子供らしさの否定）・学歴主義（知識中心主義）といったこれら三者を同時に達成しよ

うとする。よって、偶発的な学習機会に委ねるのではなく子供の情報や学習環境を綿密にコントロ

ールし、親が予め設定した「望ましいもの」を子供自身に発見・習得させることを目指すのである。

子供を放任しているようでありながら、実は極めて濃密な教育的視線と長期的展望の上に立ってい

たという点で、当時の農村の家庭とは大きく異なっており、後に、この考え方は新中間層以外の諸

階層に広がっていく。 
 
（４）高度経済成長以降における家族の変容 

第二次世界大戦後の調査（1953年）により親の類型が示された。まず子供の幸福を財産や地位と

の関係で見て子供の人格を持ておらず、親が子供の交友関係や結婚等について親の意志を子供に強

制する「社会上層の有産階級」、次に親ができるだけ高い教育を子供に受けさせることによって、

自分の家と子供の社会的地位を向上させようとする「社会中層の中産階級」（人口の約14％）、そ

して親は生活のために子供の労働力を必要として手伝い等の労働を絶対無条件に要求し、親子の葛

藤は教育を受けたい子供と、教育ではなく労働に従わせようとする親との間の葛藤となる「社会下

層の無産階級」（人口の約80％）の三種類である。これは戦前期の社会階層が高度経済成長期まで

は温存・継承されていたことを示唆する。 
それが高度経済成長期である昭和30年代以降、「教育する親」が新中間層だけでなく農村を含む

広い階層に広まっていく。特に農村部では学校への期待が増大した。それは、受験勉強が今の貧困

な生活から抜け出し新しい生活に歩み出すための準備として、子供の人生の可能性と直結していた

からである。切実な進学への思いを持った地方の子供にとって、学校は唯一頼りに出来る存在とな
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り、親の世代が経験した家庭や地域社会からの「労働の躾」に代わって、学校が行う将来の「職業

生活の準備」に期待した。進学先の選定、就職の世話等、親たちが担えない役割を教師が果たすと

ともに、学校での集団生活の訓練や言葉遣い・礼儀作法の習得も重要な意味を持った。 

 1970 年代以降、子供の躾の担い手である家庭・地域・学校の三者は高度成長期以降大きく変容し

ていった。それは、地域共同体の解体により地域が躾の担い手としての役割を失っていったことと、

「教育する家庭」が社会全体に広がり、家庭こそが「子供の躾の中心」という意識が高まったため

である。学校は、明治から戦後の高度成長期までは地域や家庭よりも「一歩進んだ存在」であり続

け、遅れた地域や家庭の文化向上や近代化を推進させる役割を担っていたが、1970年代から「社会

秩序の維持や安定のための保守的装置」となった。また、上級学校進学も以前に比してありがたみ

が薄れ、学歴競争は一種のゼロサムゲームとなり「よりよい地位（高校・大学）」を目指して争う

地位分配作業（誰かが勝てば誰かが負ける）の場となった。特に高校進学率が９割を超える（1974
年）と進路指導は不利な進路の振り分けの場となり、学校は自らの基準に従い一定の「敗者」を生

み出す装置となった。 

 高度経済成長期に進行した国民全体の富裕化は、若い母親達に一層、子供の教育や躾に関心を払

うだけの時間的・経済的余裕を生み出した。また、家業の喪失により殆どの階層の親が子供の教育

や進学に無関心ではありえなくなった。そして家庭は、親が躾や教育に対して全面的に責任を持つ

状況となっており、子供の躾や教育に関する最終的責任を家族という単位が一身に引き受けざるを

えなくなっているのである。 
 さらに少子化が進むと親たちは益々子供への教育や躾に熱心になり大事に育てようとする。また

「家族の絆」こそが、人々の人生に意味を与えると見なされるようになった。現在ほど、家族の結

びつきが強かった時代はないし親が子供の教育に全面的に関わる時代も以前にはなかったが、経済

的貧困や病気、両親の離婚・別居・不和等による家族としての機能不全が、子供の放任や無関心、

躾の欠如などの問題を生じさせている。 
 就学前教育（幼稚園・保育所）に対して、1987（昭和62）年の「外面的な子供の行動と躾方に関

する調査」では、躾について親は甘いとする傾向にあるのは学歴的に低い階層に多く、厳しいとす

るのは高学歴階層に多いので、躾の時に重要視する価値については、低階層が「礼儀正しさや正直

など社会的ルール」とするのに対して、高階層は社会ルールを守るのは自明だから「自主性を重視」

している。これらにより、低階層の親は社会のルールを教えることを重視しながら実際の躾では子

供に甘く、高い階層では子供の自主性を重視しながら実際には子供を厳しく教育しようとする傾向

にあった。 

 

家庭における食事 

 

（１）武士身分の食事環境 

 武士身分には階層があり、また俸禄については俸禄の多寡のほか、知行取と切米支給のように支給形

態も異なっていた。よって、食事も上士（上級武士）と下士（下級武士）とでは、量や質が異なっている。 

江戸時代における一日の食事は、武士や庶民を含めて朝夕二回が一般的であった。単に「朝夕」とい

えば 食事のことを意味したのはそのためである。現代の一日三食という感覚からすれば食事の回数が
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少ないように思えるが、成人武士一人に支給される俸禄は一日五合として計算されていたから、一回に大

量の米飯を食べれば空腹に悩まされることはなかったと思われる。しかし、質素な武士の食生活は元禄

期（17 世紀後半から 18 世紀初頭）頃より、夜食が出される習慣が定着していく。一日二食が三食に変わ

れば、当然おかずの内容も豊かになり、季節のはしりものなどが珍重されるようにもなった。精米技術が

進歩して白米が一般に普及するのも、武士や富豪の間に外食の習慣が広まったのも、元禄期の特色の

一つであった。  

 武士といっても階層格差は非常に大きく、禄高数千石という藩の重臣や交代寄合といった大身の旗本

は大名に近いレベルの食生活をしていたようだが、ここでは中下級武士の状況をみてみよう。 

武士の家計は江戸時代初期から慢性的な赤字状態に陥っていたので、中下級武士の家では屋敷の

裏庭を畑にするなどして副食品の自給自足をはかる事例が多くなっていった。下級武士の中にはその自

給自足さえままならない者も存在し、内職に精を出して麦や粟を買って生活するという状況であった。 

 一回の食事の種類は二汁三菜が基本で、ご飯、味噌汁、向付、焼き物、お吸い物、煮物が供された。調

理された食べ物は食器に盛られ膳に置かれるが、食器の種類、数、配膳方法などは、食事の種類などに

よっても異なるが、個人別の配膳が原則であった。食器は、漆器のほかに陶製食器が用いられるようにな

っていった。膳は、塗り物膳が多く用いられたけれども木具膳なども使われた。なお、膳の出し方や食べ

方には一定の作法があり、その作法の習得は大切な教育項目の一つであった。つまり、家族との食事は

家族の信頼関係を深めるだけでなく、作法習得の教育の場でもあった。 

 江戸時代の礼法は、公家、大名や上士のみならず広く普及した。「お止め流（お留め流）」と呼ばれた小

笠原礼法は、元来、徳川将軍家に限られた礼法で一子相伝であったが、織豊期から江戸時代前期の有

職家である小池貞成や水島卜也など小笠原家以外の礼法家により所謂「小笠原流」礼法が広められてい

った。小池や水島といった亜流ともいうべき「小笠原流」は礼法指南や出版物によって広く士庶に普及し

ていった。種々の分野に礼法書が出されたが、『飲食諸礼』（文政 5 年）では食事の礼法が述べられてい

ることが確認される。食事の礼法は親から子に継承されるので、家族が共に食事をすることは、食事作法

の教育・伝承という任務を帯びていた。 

 

（２）近代の食事環境 

明治期には近代国家形成のため政府主導で食の西洋化が推進された。明治初年には牛肉食が大い

に流行し、従前の肉食禁忌がなくなっていった。西洋から種々の料理法が輸入され、牛乳、コーヒ

ー、パンなどが一般家庭に普及し、洋風の食事礼法が生活のなかで必要な知識となった。洋風食の

普及は和食に影響を与え、日本人の食事は東西の食風を入れた複雑なものとなっていった。しかも、

近代医学の発展に伴い、食生活も科学的根拠と合理性に基づいて調理する傾向となり、食生活の合

理化が促進された。それを先導したのが陸海軍や軍学校である。洋食の定番であるカレーを広めた

のは海軍であるし、また陸軍の脚気惨劇に関する論争に文学者森鷗外が関与していたことは夙に有

名である。 
戦前期から昭和30年代頃においても家庭での食生活は、地域差・階層差が非常に大きかった。用

いられる食材も山間部か平野部か、あるいは海から近いか遠いかでかなり違いがあった。 
まず都市部以外では、家長を中心に押し黙って暗い座敷で膳に向って食事をとる陋習が続いてい

た。膳は「箱膳」と呼ばれるもので、一人ずつ自分の茶碗やお椀をいれる箱があり、食事時はひっ
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くり返してお膳にし、食事が終わるとお茶ですすいで飲み、そのまま片付ける。茶椀洗いはしない。 
 

 
図１．箱膳 

 

 

図２．卓袱台 



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 22 - 

 
他方、明治政府により西洋文明摂取の一環として食事の西洋化が進められていった家族揃って「食

卓」を囲み食事をするというスタイルの導入である。明治後期から家庭団欒を目的に浸透していっ

た卓袱台であるが、堺利彦が明治 30 年代に一家団欒の観点から膳を廃して卓袱台使用を呼びかけ

た。関東大震災を契機として膳から卓袱台に移行する家庭が多くなり、昭和初期までに都市部を中

心に全国的な普及をみている。 
ダイニングテーブルは、1948（昭和 23）年にGHQが行った農村の生活改善運動が全国的に展開

されてから普及した。それは昭和20年代より農村部から始まり、生活改善運動の一つとして、野良

仕事の土足のまま食事ができるようにするテーブルや座敷と土間の境界にテーブルを設けて半々で

座る方式などが奨励された。その後、昭和 30年代には日本住宅公団によるダイニングキッチンを取

り入れた集合住宅が販売されてから、ダイニングテーブルは都市圏へ急速に普及することとなる。 
 

「望ましい食事」と幼稚園 

 

 昭和30年代以降の高度経済成長期には、「教育する親」が新中間層だけでなく農村を含む広い階

層に広まり、農村部では貧困な現状を打破するため子供に進学を勧めるようになったため、頼りと

なる学校への期待が増大した。明治からこのかた、軍隊と学校は近代化を推進する装置として機能

していたが、現在の幼稚園教育は科学的食文化を広めるのみならず、忘れ去られようとする食文化

の継承をも担当する機能が期待されている。その理由は、家庭における食事の在り方が変容したこ

とに求められよう。 
 まず、家族の構成に着目してみる。比較的大人数の肉親などが同居して構成員が多い大家族は時

代が下るにつれて減少し、国立社会保障・人口問題研究所の統計によれば1920（大正9）年には核

家族率がすでに約6割を占めるようになっている。核家族化は戦後の高度経済成長期に大いに進み、

世帯構造における核家族率は1960（昭和50）年に59.1パーセントとなり、2015（平成27）年には

86.7 パーセントとなった。ただ、核家族といっても夫婦と子供とで構成されるタイプ、夫婦のみの

タイプ、一人親と子供とで構成されるタイプがある。親と子どもの世帯（夫婦と子ども、一人親と

子どもの合計）の割合は、1960（昭和35）年の54.7%から1970（昭和45）年には59.1%へと4.4%
増えたが、その後は増えずに1980年まで横ばいで推移した後、減少に転じ2015年は55.4%と1960
年とほぼ同程度となった。これは主に高齢化のため、夫婦のみの世帯がじわじわと増え続けてきた

からである。 
 次に、家族がそろって食事をする機会について。大家族では家長のもとで家族がそろって食事を

することが通例であったが、核家族にあっては働き方との関係により様々な態様が見られる。高度

経済成長期は夫婦分業制、すなわち労働者としての父親と家庭を切り盛りする母親（専業主婦）が

朝夕の食事を子供と一緒にとることが一般的であった。1985（昭和60）年の男女雇用均等法を契機

として女性の社会進出が活発となっていくことや一人親世帯の増加は、親が子供とともに時間をか

けて食事をとることを困難にした。 
 そして、季節感の逓減について。旬の食材を味わうことにより四季を感じることが食べる喜びの

一つだが、それができなくなっている。それは冷凍食品の普及や食物栽培や食材輸入の改善により
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季節にこだわらず食材が手に入るようになったこと、異常気象がもたらす四季の節目がなくなりつ

つあることなどが理由として挙げられる。 
 このように家庭での食事については、親子揃って食事をすることで子供の食事作法習得や季節毎

の食材を楽しむ機会が少なくなっている現状が見えてきた。家庭における食事を津押して教育機会

の減少に対して補完的役割を期待されるのが幼稚園での食育である。 
 幼稚園教育における食育は、食事を楽しむだけでなく、生活リズムの保持、食事の前後に手を洗うとい

った清潔を保つこと、さらには「食育を通じた望ましい食習慣の形成」など「健康」領域に属する内容として

幼稚園教育要領に示されている。「健康」領域の内容の一つに「先生や友達と食べることを楽しむ」ことが

掲げられ、その取扱いでは「健康な心と体を育てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切

であることを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜

びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心をもったりするなどし、進んで食べようとする気

持ちが育つようにすること」が求められており、主として食事は「食習慣」の形成に力点が置かれている。

また、「人間関係」領域での内容の一つに「社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける」ことが

掲げられており、先生や友達と共に過ごすことの喜びの涵養や、友達との協働の必要性を強調するので、

一緒に食事をとることは「食文化」形成にもつながる。つまり幼稚園における食育は、家庭での教育力低

下に対応するため、衛生面、人間関係の構築、そして生活リズムを含む「望ましい」食習慣・食文化形成

が求められているのである。 

 

結語 

 

 家庭での食事は、家族が集って会話することや料理を一緒に作るといった共同作業であり、食事を共に

することを通じて、子供は種々の資質・能力を形成していく。例えば、美しい食べ方、箸や茶碗の持ち方

などの食事における作法、食事時間に遅れないようにすることが信頼を醸成すること、料理を作ること、配

膳や後片付けといった家庭での協働作業により自己有用感が形成されることなどを挙げることができよう。 

 江戸時代の武士身分では、侍・徒士・足軽という 3階層があり、それぞれ経済的環境や社会的威信は異

なっていたけれども、家族が共に食事をするという営為は食事作法の教育・伝承という任務を持ち親から

子へと継承される文化であった。明治以降の家庭での食生活は基本的に地域や階層の差は大きく、農村

部では第二次世界大戦後の高度経済成長期ころまで、座敷において家長を中心に箱膳を用いていた。

他方、西洋文明摂取の一環として食の西洋化が進められ、家族がテーブルを囲んで食事をするようにな

った。昭和初期までに、膳から卓袱台に移行する家庭が都市部を中心として一般化していく。さらに昭和

30 年代の高度経済成長期には、核家族化が進行するとともにダイニングキッチンを取り入れた集合住宅

が販売され、ダイニングテーブルが急速に普及した。 

 高度経済成長期以降、家庭における食事の在り方に変化が見られるようになった。核家族率が急上昇

するとともに、夫婦分業制から共働き・一人親世帯が増加した。それに伴い、親子揃って食事を取ることが

減少し食事が家庭教育の場として機能しづらくなっていった。対して、家庭教育における食事を通じた教

育力の逓減を補完する役割が幼稚園教育に期待されるようになった。 

幼稚園教育要領での食育については、主として「健康」領域で食習慣形成を主眼として扱われているも

のの、食文化形成の側面からは「人間関係」領域における望ましい習慣・態度の形成にもつながっている。
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幼稚園教育は総合性が求められるので、食育は複数領域で対応することが期待されていると考える。 
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