
平成３０年2月　和光市子どもあんしん部保育施設課

和光市学童クラブ
補食（おやつ）を考えるにあたって



学童クラブのおやつ

【おやつの内容を考える前に知っておくべきこと】

●学童期は幼児期よりも一般的に運動量が増加するため、水分摂取や栄養補給が必要。

●低学年と高学年の運動量は違う（クラブ活動等）

●低学年は胃の容積が小さく、中・高学年に比べると、1回量は少量

  →低学年は乳幼児と同様に、“補食”として間食をとらえる。

●子ども（特に低学年）は、まだ自分で栄養バランスの良いおやつを取捨選択して準備し、適切な時間に適量を

　食べることはできない。

　→子どもに与える際に量、時間、品質への配慮ができるように毎日のおやつの時間を通して、子ども自身に適切な

　　 おやつの種類、適量等が身につけられるような食育が重要

●食事と食事の間隔は４～５時間が理想的。（農林水産省ＨＰより）

　学童クラブの在籍児童が19時まで学童で過ごした場合、帰宅後の夕飯の時間は20時を過ぎる。

　→12時30分に昼食（給食）食べたとして、夕飯(20時）まで、8時間近く開くこととなる。

　　　空腹時間が長いと、夕食時に食べ過ぎる。→翌朝に空腹を感じず、朝食欠食へと繋がる。

一方で・・・

●間食の量やエネルギーが多すぎると、夕食が食べられない。

　→夜遅い時間に空腹になる。（夜食を食べる）→翌朝に空腹を感じず、朝食欠食へと繋がる。
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＜学童期の食事の留意点①＞

　学童期の食事では、1日3回の食事や間食のリズムがもてるなど、望ましい食習慣・生活習慣を形成し、確立で

きるように配慮し、支援することが大切である。この時期には、肥満ややせといった将来の健康に影響を及ぼす

ような健康課題についても重要であることから、食事・栄養バランスや自分に合った食事量が分かり、自分の食

生活を振り返り、改善できる力を育むことも必要である。まさに日々の食事が望ましい食事の例となり、学習機会

となるような配慮が必要である。

また、食事の準備や後片付け、調理等を通し、食生活や調理に興味や関心を持ち、発達に応じて、食事や調理

の基本的な知識や技術を学んでいけるような支援が望まれる。その際には、食事のマナー、季節や行事に合わ

せた食事など、食文化等についても習得できるような配慮及び支援が求められる。

『児童福祉施設における食事の提供ガイド』（平成22年3月厚生労働省）Ｐ．７より抜粋

⇒間食は必要

＜学童期の食事の留意点②＞

　子どもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつを適切に提供する。

・発達過程にある子どもの成長にあわせて、放課後の時間帯に必要とされる栄養面や活力面を考慮して、おやつ

を適切に提供する。おやつの提供に当たっては、補食としての役割もあることから、昼食と夕食の時間帯等を考

慮して提供時間や内容、量等を工夫する。

・おやつの提供に際しては、安全及び衛生に考慮するとともに、子どもが落ち着いて食を楽しめるようにする。

・食物アレルギーのある子どもについては、配慮すべきことや緊急時の対応等について事前に保護者と丁寧に

連絡を取り合い、安全に配慮して提供する。

『放課後児童クラブ運営指針』（平成27年3月厚生労働省）Ｐ．８より抜粋



【おやつの考え方】

●１日３食（朝・昼・夕）のリズムが整えられるように、食事に影響が出るボリュームにはしない。（あくまで補食）

●子どもの嗜好最優先ではなく、「食育」の観点を持つ。
　⇒日々提供するおやつを通じて、子ども自身に「適切なおやつの種類、量」を身につけさせられる内容か考える。

●「脂質（油脂）」が多い食品は、胃内滞留時間（胃に留まっている時間）が長いため、長時間空腹を感じさせない。
　⇒脂っこいものは、学童のおやつに望ましいとはいえない。

●予算（１ヶ月１人２０００円）の範囲内で、調整しつつ、日によってボリュームにバラつきが出ないように考慮する。
　　「ボリューム大（多）」＝「価格高」ではない。日によって価格に大きな差が生じることや好ましくないが、１ヶ月あたりの
　予算を考慮することが重要であるため、「１日の予算額」に縛られすぎないようにする。
　例：この日は予算を下回っているから、駄菓子を付けてあげよう…等

●食物アレルギー児への配慮
　・学童クラブにおける新規発症防止のため、目新しい食材（珍しい食材）の使用は控えるようにする。
　・誤食事故防止のため、原材料表記は毎回確認する。（同じ製品でも製造時期が違えば、原材料が変更されている
   こともある。）
　・誤食事故防止のため、該当するアレルゲンを含まないおやつを積極的に取り入れるなど、全ての児童が同じ物を
　 食べられるよう配慮する。
　・年齢によってアレルゲンは変わる。（７～１９歳の第１位は甲殻類（エビ・カニ等））

●一人あたりのエネルギー量が200kcal以内に収まるようにする。
　　オーバーには注意が必要。200kcalを下回っているからといって、無理に増やす必要はない。

●適正な量を提供する。
　　「腹持ち」と「エネルギー」は必ずしも比例するとは限らない。
　エネルギーが低い食品でも大量に食べれば、満腹になり、夕食の時間にお腹が空かなくなることもある。
　（この場合、1日の摂取エネルギー不足に繋がってしまう）
　エネルギーが低いからといって、多量の提供をしないように注意する。（別紙１の例参照）

●塩分の摂り過ぎ（与えすぎ）に注意する。
　　食塩相当量の１日あたりの目標量は表１のとおりであるが、平成28年度国民健康・栄養調査の栄養素等摂取量の
　1人１日あたりの平均値を見ると、女性（7～14歳）で8.3g、男性（7～14歳）で9.1gであり、目標量を上回っている状況
　である。おやつでの塩分摂取は過剰にならないように注意する必要がある。

（表１）
男子(g) 女子(g) 平均(g)

６～７歳 5.0 5.5 5.3
８～９歳 5.5 6.0 5.8

●歯の健康のために、噛みごたえのある食材を取り入れるようにする。
　　学童のおやつ後に歯磨きはしないため、歯の健康を考え、唾液が分泌されやすいような噛みごたえのあるおやつを
　取り入れる。咀嚼力や口腔機能の向上に繋げる。（別紙１、２参照）

●「ながら食べ」「ダラダラ食べ」をしない。
　　テレビを見ながら等の「ながら食べ」は、人とのコミュニケーションや味わって食べる習慣がつかず、「ダラダラ食べ」
　になりやすく、虫歯の原因となる。

●「おやつ」＝「お菓子」とは考えない。
　　小学生の「おやつ」というと、チョコ等の甘いお菓子やスナック菓子、せんべいと考えがちだが、果物や乳製品等で
　ビタミンやミネラル（鉄やカルシウム）を取り入れる等、身体発育の視点を持って、献立を考える。
　別紙１の例を参考にし、「組み立てる」ことを意識する。
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←“１日あたり”の目標量であることに注意する



子どもの調理実習（体験）等における食中毒予防のための留意点
児童福祉施設における食事の提供ガイド（平成２２年３月厚生労働省）を参照のこと（以下、一部抜粋※Ｐ．４３～）

●計画時の留意事項
　・実施に当たっては、年間（月間）計画等の中で、施設全体の計画として立てることが望ましい。
　・計画に当たっては、その目的を踏まえ、対象となる子どもの年齢･能力、利用可能な設備等に応じたもの
　とする。
　・実習の献立については、年齢、発達段階に応じた構成とし、衛生管理の観点からも、十分な加熱を基本とし、
　 容易に加熱できる献立とすることが望ましい。
  ・調理の過程での重要管理点について、取扱いを検討し、子どもが行う作業は、子どもの年齢・能力に応じた対応を
 　する。
　・食物アレルギーのある子どもの献立についても考慮する。微量摂取や接触によりアレルギー症状を起こす子ども
　 については、発症を防ぐため、調理実習への参加の仕方等、個々人に応じた配慮が必要である。

●事前の準備の留意事項
 ◇職員に対して、当日の内容、手順、留意点について確認
 ◇子どもに対して、事前に衛生面での指導（手洗い指導、爪きり等）
 ◇保護者に対して、事前の準備（爪きり、服装等）、児童の健康状態についての連絡等についての依頼
 ・材料の購入の際には、生鮮食品は新鮮なものを追う乳歯、適切な温度で保存するようにする。菜園の収穫物を
　使用する場合は、その安全（じゃが芋の芽や青い部分の切除、腐敗・変色部分の廃棄等）に十分注意すること。

●当日の留意事項
【調理実習前】
 ・体調不良や下痢をしていたり、手指にキズのある等の子どもの状態を確認し、参加の仕方を検討する。
　※手指のキズ等、化膿創には黄色ブドウ球菌が繁殖している。
　※下痢がある場合、ノロウイルス等を始め、食中毒原因菌や細菌に感染している可能性がある。
 ・作業を行う場所が清潔に保たれていることを確認し、使用器具類、作業台等、食品と接触する面は洗浄、消毒を行う。
 ・清潔な服装でエプロン、三角巾などの着用を確認し、手洗い・消毒を実施する。この際に、手洗いを行ったかのみ
　ではなく、適切に手洗い・消毒を行えているかを確認する。
　（ブラックライトを用いた手洗い実験を別途催す等、手洗いの重要性を日頃から伝えておく。）
 ・原材料の保存食を確保すること（50g程度）

【調理中】
　・調理前の手洗い等のみでなく、調理中も衛生管理ができているかを確認する必要がある。
　 子どもが汚れたものに触れた後に手洗いを適切に行えているか、食材、器具の扱いは適切かを常時確認することが
　 必要である。

【調理後】
　・調理済み食品を室温に放置しないようにし、加熱調理後はすみやかに（２時間以内）喫食することを徹底する。
　 残食については処分する。（決して、持ち帰り等は行わないこと）

【実習後】
 ・調理済み品については、保存食を確保すること（50g程度）
 ･実施した計画について、衛生面・安全面での留意点と実施の際のずれについて記録し、今後の衛生管理の留意点
　として更新する。
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＜じゃがいもの喫食によるソラニン類食中毒について＞
　小学校内で栽培されたじゃが芋を喫食したことによるソラニン類食中毒*事件が発生している。

　じゃが芋を調理・喫食する際には、次のような点に留意する必要がある。

・家庭菜園などで栽培された未成熟で小さいじゃが芋は全体的にソラニン類が多く含まれていることもあるため、喫食しないこと。

　（栽培する際には、じゃが芋が地面から外に出ないよう、土寄せをし、収穫する際には、十分に熟して大きくなったじゃが芋を収

穫する。）

・じゃが芋の芽や日光に当たって緑化した部分は、ソラニン類が多く含まれるため、これらの部分を十分に取り除き、調理 を行う

こと。※ソラニンやチャコニンは一般的な加熱では毒性は低減されません。

・収穫したじゃが芋は、日光が当たる場所を避け、冷暗所に保管すること。



別紙１　【おやつの組み合わせ（一例）】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶
麦茶/ジョア/牛乳

（豆乳） 麦茶

3 3 3 3 3 44 3

ヨーグルト/ゼ
リー/プリン/バ

ナナ

ワッフル/スイス
ロール/カステラ
/蒸しパン/バウ

ムクーヘン

おにぎり(1個）
コーンフレーク
（牛乳がけ）

パン/肉まん/
今川焼き/団

子

ウエハース/せん
べい/クッキー

ウエハース/せんべい
/クッキー

80 80 30 86 90 20 30

80～95 150 160 160 120～200 25 50

するめ/昆布/茎ワ
カメ/小魚/ししゃも

するめ/昆布/茎ワ
カメ/小魚/ししゃも

するめ/昆布/茎ワ
カメ/小魚/ししゃも

干し芋/魚肉
ソーセージ

小魚

10 10 10 50 40

せんべい（１枚程度）
/ほぺたんチーズ（2

個）
果物・収穫野菜

果物・収穫野
菜

ほぺたんチーズ（2個）

10 20 20 26 週平均

\103 \93 \43 \109 \113 \114 \99 \96 

エネルギー 約200kcal
たんぱく質 約3.6g

飲み物

一人当たり単価

メイン

一人当たり単価

一人当たりおよそのエネルギー量

サブ
（噛みごたえ・カルシウム等）

一人当たり単価

サブ

一人当たり単価

合計価格（予算￥100/日）

目安の栄養量

メインのボリュー

ムによって無し

ご飯と具を用意しておき、子ど
も自身がラップを使っておにぎ
りを作る･･･等

いずれか1枚程度いずれか１種類 いずれか１種類

いずれか１種類

いずれか１種類

いずれか２枚程度

収穫野菜の例：きゅうり等
※芋類・とうもろこしは糖質のた
め、サブではなく、メインとして考
える。

いずれか１種類
ヨーグルトにチーズ
は乳×乳のため、バ
ランスが良いとはい
えない。



別紙２　おやつ選定時の参考リスト
各業者のカタログ及び各学童クラブよりご協力いただいた調査結果を元に作成しています。価格はあくまでも参考としてください。

ベーカリーワッフ
ル（１個）Ｃ

厚切りバウム
クーヘン（１個）

Ｃ

玄米フレーク
（40g）Ｃ 牛乳（100g)C

\35 \35 \68 \18 

カステラ（１切）
黄福かすてら

（１切）Ｃ
ミニスイートポテ

ト（１個）Ｃ
ミニ蒸しケーキ
ミックスベリー

\40 \46 \50 \54 

【パン・団子】

食パン（８枚切）Ｃ 食パン（８枚切）Ｃ 肉まん（１個）Ｃ
ツナとソーセージ
のピザ（１枚）Ｃ

みたらし団子
Ｉ

いそべ団子
Ｉ

\13 \13 \75 \64 \70 \70 
ジャム（大さじ１弱） ツナマヨ（16ｇ）

\15 \37 

【魚肉ソーセージ】
おさかなのソー

セージ
（1本）Ｃ

\54 

【せんべい】

きなこせんべい
（2枚・徳用）Ｓ

ぱりんこ
（２枚）Ｋ

ソフトサラダ
（２枚）Ｋ

歌舞伎揚げ
（１枚）Ｋ

鉄入りたっぷり
しらすくん（１枚）

田舎のおかき（１
個）Ｃ

\32 \12 \20 \21 \27 \21 

アスパラガスビス
ケット（１袋）

\23 

【小魚・歯ごたえ】

カミ噛みあたりめ
（5ｇ）Ｃ

焼き小あじ
（1袋）Ｃ

食べる小魚（6g)C
三陸産茎わかめ
（２袋）Ｃ

かむかむするめ
ジャーキー（１枚）
Ｃ

ぽりぽり小魚（１
袋）Ｃ

味付小魚カップリン
グ
Ｓ

バナナチップ
Ｓ

\41 \27 \39 \50 \21 \21 \38 \33 

集中力かり
Ｓ

集中力うの花揚げ
Ｓ

かみかみこんぶ
（3本～4本）Ｓ 干しいも

焼きししゃも（１
本）

まんてん大豆（1
袋）Ｃ

\50 \44 \13 \30 \32 

【おにぎり】

米（45g) 米（45g) 米（45g) おにぎり　Ｉ
\22 \22 \22 ￥120？

昆布等佃煮Ｃ 鮭ほぐし　Ｃ 鮭荒ほぐし　Ｃ
\16 \38 \32 

【果物･野菜】

みかん１個 ぶどう3粒 いちご2粒
バナナ

1/2本～１本
プチトマト３個

【チーズ】

ベビーチーズ
（１個）Ｃ

ほぺたん鉄分チー
ズ（２枚）Ｃ

\26 \34 

【ワッフル・バウムクーヘン】 【コーンフレーク】

【カステラ・蒸しパン】

【クッキー・ビスケット】

Ｋ･･･カウネット

Ｓ・・・サンワールド

（月１～２回宅急便）

Ｉ･･･伊勢屋

Ｃ･･･コープみらい

比較的塩分が高いため、合わせるおやつは塩分に気をつける。
たんぱく源のため、飲み物は麦茶が良い。（ジョア・豆乳・牛乳等だとたんぱく摂
り過ぎ）

塩分高いものもあるため、選定時に気をつける。

衛生管理上は、切る必要がない物が良い。（流水で３回以上洗うこと。配膳時等はエンボス手袋等を用い、素手では扱わない。）


