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【オンライン授業】スポーツ科学概論６ 「身体作りの基本は栄養」 

 

１．学食メニューの栄養成分調査 

  

大学生活を経験していない新入生

がほとんどだと思うが、事前に大学に

来た人は学食での食事経験があるだろ

う。「安い・高い」ということではなく、

日ごろの食生活を考えることが今回の

テーマ。 

実はこの４月から「食品表示法」の

改正により、すべての加工食品と添加

物の栄養成分を表示することが義務づ

けられているのだ。また、一般的な食

品の栄養成分は、文部科学省が運営し

ている web サイト「食品成分データベース」ＨＰ👆で検索可能だ。ただし、実用的ではなく、実用的なサイ

トとしては「グリコ栄養成分ナビゲーター」ＨＰ👆がお勧め。 

スーパーやコンビニで売られている加工食品の包装には必ずこうした栄養成分表示がある。 

   

レストランなどの外食でもメニュー表に明示していたり、ホームページなどで閲覧できるようになってい

たりで、栄養管理はもう各個人の責任で実施する時代である。スポーツ選手や指導者、ましてや栄養等の保健

教育の担い手である保健体育教員などとしては、こうした栄養について理解や指導は必需となっている。つま

り体育系学部学生としては「知らない」では済ませられない状況である。 

食事や栄養については小学校段階から繰り返し学習してきた。中学以上であれば家庭科や保健体育科が中

心（理科も）。実際の中学保健体育教科書ＨＰ👆で確認しておこう（高校時代の保体教科書は多くの者がまだ

持っていると思うので省略）。 

 

【問題１】スーパーやコンビニで食品を購入した場合、包装紙に記載されている栄養成分をノートに貼ってお

く。購入しない場合には、商品名と成分をメモしてノートに記載しておく。 

https://fooddb.mext.go.jp/
http://class.ibu-swim.org/class2020/spo_sci06_glico_navi.htm
http://class.ibu-swim.org/class2020/spo_sci06_JHS_eiyo.htm
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２．栄養素の働き 

 

「栄養」でまずは『５大栄養素』『基礎食品群』だ。両者を混同している人もいるようだが、栄養素は外界

から食物として取り込んだものが分解されて成長や活動に使われる”化学物質“。一つの食品・食物には多様

な栄養素（化学物質）が含まれているわけだ。 

 

 

小学校段階では食品を３つ

に分類したものが用いられる

が、中学ではそれらを各々２

つに分けた「６つの基礎食品

群」という形で示されている。

教室にはポスターサイズで掲

示されていたり、給食時の献

立目安として《色分け》され

た資料を渡されたりなど、非

常にお馴染みのもの。 

 

『栄養の基本がわかる図解事

典』（成美堂出版） 

 

【問題２】食事によって摂取されたタンパク質は胃や腸といった消化器で（①    ）に分解され、体内に

吸収されてゆく。吸収された①は細胞内でＤＮＡの働きによって、新たなタンパク質合成されてゆく（ＮＨ

Ｋ高校講座ＨＰ👆）。このタンパク質合成の仕組みを「セントラルドグマ」と呼ばれている。 

「小学校家庭科教科書（開隆堂）」 

「小学校家庭科教科書（開隆堂）」 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/chapter013.html
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３．栄養バランス…PFCバランス 

“バランスのいい栄養”という表現は頻出するが、では何をもって《バランスのいい栄養》というのかを知ら

ないまま使っていることが多いのではないか。一般的には、食事の内容における「タンパク質」「脂質」「炭水

化物」の割合を指すことが多い。それぞれの英語の頭文字をとって、『ＰＦＣバランス』と呼ばれているもの。 

P…Protein（タンパク質） F…Fat（脂質） C…Carbohydrate（炭水化物） 

本学学食の人気メニュー「チキンカツ定食」を例にしてＰＦＣバランスを考えてみよう。 

 

 

 

 

 

 

カロリー 1053 kcal

タンパク質 50.3 ｇ

脂質 26.9 ｇ

塩分 2.5 ｇ  

 

タンパク質も体の中ではエネルギー源になる。タンパク質１ｇで４kcalと、炭水化物と同じだ。脂肪はエネ

ルギー効率が高く、脂肪１ｇで９kcal。したがって、「チキンカツ定食」の献立に書かれている数字は、 

 タンパク質 50.3ｇ→50.3g×4kcal/g = 201.2kcal 

 脂質    26.9ｇ→26.9g×9kcal/g = 242.1kcal 

コンビニなどの食品では「炭水化物」量が明記されているが、学食メニューにはないので、炭水化物量を逆算

する。5大栄養素のうち、エネルギーに変換できるのはこのＰＦＣの３つの栄養素なので、全体のカロリーか

らＰ（タンパク質）・Ｆ（脂質）のカロリーを減算すれば炭水化物分のカロリー計算ができる。 

炭水化物カロリー→総カロリー－（タンパク質＋脂質）カロリー＝1053－（201.2＋242.1）＝609.7kcal 

炭水化物は 1gで 4kcalのエネルギーとなるので、 

 炭水化物量（ｇ）＝609.7÷4kcal/g⇒152.4ｇ 

なお、栄養素と食品群とを混同して、“肉が 50.3ｇ、油のコロモが 26.9ｇ、ごはんが 152.4ｇ”と勘違いしては

いけない。例えば、「ごはん」茶碗１杯分の栄養成分は、 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 水分

ごはん（茶碗1杯：約150ｇ） 252kcal 3.8g 0.5g 55.7g 90g
 

と、「ごはん」は炭水化物だけでなく、タンパク質も脂質も含まれている。 

さて、問題は「ＰＦＣバランス」。参考ＨＰ👆 

高カロリー食ながらＰＦＣバランスとしては良好 

タンパク質：Ｐ 201.2kcal ⇒201.2/1053→ 19%

脂質　　　：Ｆ 242.1kcal ⇒242.1/1053→ 23%

炭水化物　：Ｃ 609.7kcal ⇒609.7/1054→ 58%

《目安》 

たんぱく質：13～20％ 

脂質：20～30％ 

炭水化物：50～65％ 

https://jp.glico.com/navi/e04.html
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【問題３】「吉野家牛丼」の PFC バランスを計算せよ 

  

 

４．スポーツ選手の栄養摂取、栄養バランス 

（１）カロリー（エネルギー）摂取量 

スポーツ選手の場合、一般人に比べて活動量が多く１日のエネル

ギー必要量が大きくなるので、それに見合った食事によるカロリー

（エネルギー）摂取が必要だ。しかしながら、「ちょうどいい」食

事量というのは非常に難しい。それは、１日の活動量を完全に把握

することが困難だからだ。右表にあるように、活動量は目安に過ぎ

ない。練習やトレーニングによる活動量はある程度掌握できるが、

一番難しいのが“日常的な活動”。 

しかし、それを掌握できる手軽な機器が徐々に広がっている。「ウ

ェアラブル機器」というもの。その中でも急拡大して

いるのが腕時計型。でも、君たちの大多数は腕時計型

ではなくても、「ウェアラブル機器」を保有している

はずだ。 

スマートフォンには標準アプリとして「ヘルスケア」

という機能がある。スマホを携行している間の「歩数」

や「推定活動量」などを計測しているもの。意外にこ

うした標準機能を知らない人が多いようだが、この機

にこの機能を活用してみよう。  

 ←土居の１か月記録 

【問題４】ウェアラブル機器やスマートフォン利用者は、“ヘルスケア”アプリを活用して、最近の活動量を

「学習ノート」に記録しておこう。スマホ画面をキャプチャするなどして、その画像ファイルを印刷して切り

貼りするなどで（もちろんＰＣ側などでデータを読み出せる場合には作業が効率的だろう）。 

 

現在、オンライン授業で部活動も実施できない状況なので、１日の活動量はかなり低下しているのではないか。

特に高校生までは通学でかなりの活動量をカバーしており、１日１万歩レベルは日常的だったものと推測され

る。現状の活動量と食事量との関係、こうした日常生活の把握から考えてみよう。 

タンパク質摂取カロリー 
 →20.2ｇ✕4kcal/g=②       kcal 
脂質摂取カロリー 
 →20.4ｇ✕9kcal/g=③       kcal 
炭水化物摂取カロリー 
 →92.8ｇ✕4kcal/g=④       kcal 

P…②÷652kcal  →    ％ 

F…③÷652kcal  →    ％ 

C…④÷652kcal  →    ％ 

バ
ラ
ン
ス
は
？ 
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（２）スポーツ選手としての「食べ方」～タンパク質摂取を例に 

スポーツ選手としては、摂取カロリーとともに注意を払うものに「タンパク質」摂取がある。いわゆる、体

づくりに直結するもの。よく、「高タンパク質食事」というのが話題にのぼるため、肉を中心としたタンパク

質に関わる食事には高い関心が向けられることが多い。 

カロリー（エネルギー）摂取量が十分であれば、タンパク質摂取は体内ではタ

ンパク質合成に使わるが、そうでない場合には、どんなに高タンパク質の食事を

しても、主にカロリー（エネルギー）消費に回ってしまうため、筋肉はつきにく

い。なので、まずは活動に見合ったカロリー（エネルギー）摂取が重要。 

筋力・筋量を増強させたいと思って高タンパク質食事を採っても、一定程度は

有効に働くが、過剰なタンパク質食事は体タンパク質合成には向かわないことが

明らかになっている。『体重１ｋｇあたり２ｇタンパク質摂取が上限』を目安に。 

どういうことか。前述した学食「チキンカツ定食」で考えてみよう。仮に朝・

昼・夕の 3食を「チキンカツ定食」という食事をした場合、3回の食事でタンパ

ク質摂取量は 50.3ｇ×３回＝150.9ｇとなる。その人の体重が７０ｋｇだったと

したら、150.9÷70→2.16ｇ/体重 1 ㎏ となり、『体重１ｋｇあたり２ｇタンパ

ク質摂取が上限』をオーバーすることになる。したがって、タンパク質摂取しただけの筋肉増強には至らない

というわけだ。しかし、体重８０ｋｇの人からすると、「チキンカツ定食」３食ではやや不足していることに

なる。自身の体重も関係するということ。 

 

スポーツと食とは非常に密接な関係がある。「いつ食べればいいのか」「どのくらい食べればいいのか」「一

気に太くなるには？」「減量はどうすればいいのか」など、非常に多くのテーマを含んでいる。ここでは、そ

うした食に関わる初歩的な第一歩を理解することを紹介した。 

さて、大相撲の横綱白鵬は入門当時、非常に華奢な少年だったが、「稽古の第一歩は食事」ということを励

行したことで大横綱への道を歩んだ（ＨＰ👆）。相撲界では身体トレーニングより先に食べるトレーニングを

重要視しているが、どうしてだろうか？考えてみよう。 

 

【問題５】学生のＡくんのある日の食事は、すべて学食。朝は「朝定食」、昼は「カツカレー」、夜は「チキン

カツ定食」、間食に「アクエリアス」「アイスクリーム」という食事であった。この日のトレーニングは２

時間程度で、消費カロリー（運動時代謝）としては 1000kcal。通常生活レベルの安静時代謝は 2000kcal

という状況（その日の活動エネルギー量はその２つの合計）。 

熱量 タンパク質 脂質 炭水化物 塩分

(kcal) (g) (g) (g) (g)

朝 朝定食(コロッケ・目玉焼き） 702 30.9 9.3 123.7 2.2

昼 カツカレー 1062 38.3 37.4 143.1 4.6

夕 チキンカツ定食 1053 50.3 26.9 152.4 2.5

アクエリアス500ｍｌ 95 0.0 0.0 23.5 0.5

明治アイスクリーム（バニラ） 374 5.6 23.4 35.3 0.2

メニュー

間食

 

（１）この日のエネルギー収支を計算して、食事内容として「余剰」「不足」のいずれであるかを判定せよ。 

カロリー（エネルギー）摂取量（    ）kcal  活動エネルギー量（    ）kcal 

⇒食事としては「余剰」・「不足」（いずれかに〇） 

（２）その結果、体重はどう変化するか？体重変化はすべて「脂肪」分で考えることとする。変化分をｇ

単位で答えよ。なお水分量は無視すること。（    ｇ）プラスは＋、マイナスは－表記すること。 

http://class.ibu-swim.org/class2020/spo_sci06_sumo_training.htm


 

6 

【オンライン授業課題】スポーツ科学概論６ 課題 

学習ノートに問題ごとに適当な大きさに切り貼りして、解答を書き込もう。【問題１】【問題４】はノートに記録を残そう。 

 

【問題１】スーパーやコンビニで食品を購入した場合、包装紙に記載されている栄養成分をノートに貼ってお

く。購入しない場合には、商品名と成分をメモしてノートに記載しておく。 

 

 

【問題２】食事によって摂取されたタンパク質は胃や腸といった消化器で（①    ）に分解され、体内に

吸収されてゆく。吸収された①は細胞内でＤＮＡの働きによって、新たなタンパク質合成されてゆく。このタ

ンパク質合成の仕組みを「セントラルドグマ」と呼ばれている。 

 

【問題３】「吉野家牛丼」の PFC バランスを計算せよ 

  

ＰＦＣバランス考察⇒ 

 

 

【問題４】ウェアラブル機器やスマートフォン利用者は、“ヘルスケア”アプリを活用して、最近の活動量を

「学習ノート」に記録しておこう。 

 

 

【問題５】学生のＡくんのある日の食事は、すべて学食。朝は「朝定食」、昼は「カツカレー」、夜は「チキン

カツ定食」、間食に「アクエリアス」「アイスクリーム」という食事であった。この日のトレーニングは２

時間程度で、消費カロリー（運動時代謝）としては 1000kcal。通常生活レベルの安静時代謝は 2000kcal

という状況（その日の活動エネルギー量はその２つの合計）。 

熱量 タンパク質 脂質 炭水化物 塩分

(kcal) (g) (g) (g) (g)

朝 朝定食(コロッケ・目玉焼き） 702 30.9 9.3 123.7 2.2

昼 カツカレー 1062 38.3 37.4 143.1 4.6

夕 チキンカツ定食 1053 50.3 26.9 152.4 2.5

アクエリアス500ｍｌ 95 0.0 0.0 23.5 0.5

明治アイスクリーム（バニラ） 374 5.6 23.4 35.3 0.2

メニュー

間食

 

（１）この日のエネルギー収支を計算して、食事内容として「余剰」「不足」のいずれであるかを判定せよ。 

カロリー（エネルギー）摂取量（    ）kcal  活動エネルギー量（    ）kcal 

⇒食事としては「余剰」・「不足」（いずれかに〇） 

（２）その結果、体重はどう変化するか？体重変化はすべて「脂肪」分で考えることとする。変化分をｇ単位

で答えよ。なお水分量は無視すること。（    ｇ）プラスは＋、マイナスは－表記すること。 

タンパク質摂取カロリー 
 →20.2ｇ✕4kcal/g=②       kcal 
脂質摂取カロリー 
 →20.4ｇ✕9kcal/g=③       kcal 
炭水化物摂取カロリー 
 →92.8ｇ✕4kcal/g=④       kcal 

P…②÷652kcal  →    ％ 

F…③÷652kcal  →    ％ 

C…④÷652kcal  →    ％ 

バ
ラ
ン
ス
は
？ 


