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問題と目的

保育所において、食事は、子どもの心身を育成する上で欠かせない活動である。保育所保育

指針（2019）1）では、食事が乳幼児の健全な発達上、重要な基盤であり、生活の中で保育士が

それらを十全に保障することの重要性が示されている。

保育所における食事の提供ガイドライン 2）、児童福祉施設における食事の提供ガイド 3）では、

保育所における食事は昼食とおやつを提供するとされている。池谷・柳沢 4）の全国の保育所

を対象とした給食提供の調査によれば、90.5%が乳児の午前のおやつを、97.8％が午後のおや

つを提供していることが示されている。乳児（ここでは、主に 1～ 2歳の未満児を対象）にお

いては、午前のおやつ、昼食、午後のおやつと、保育所で 3回の食事が提供されることが一般

的であるといえる。子どもは消化器官が未熟なため、基本的な食事だけでなく間食で、必要な

エネルギーや栄養素を補う必要がある 5）。保育所における食事の提供ガイドライン 2）、児童福

祉施設における食事の提供ガイド 3）では、保育所のような一日のうちの 1食＋α（間食や補食）

を提供する場合の食事計画については、一人ひとりの子どもの発育・発達状況・栄養状況・家

庭での生活状況などを把握したうえで、総合的に判断し、一日の生活の中での保育所の食事を

捉え、提供について検討することがのぞましいとされているが、乳児に午前の間食の提供をす

ることは必須であるという書き方はされていない。また、具体的な数値として、「提供される

食事は 1日全体の概ね 1/3 を目安とし、間食を一日全体の 10 ～ 20％は施設の給食として確保

する」、「かつては、3歳未満児は 1日のエネルギー量の 50％を提供するのがひとつの目安とさ

れていた」と示されている。これは例示にすぎず、数値にとらわれず、アセスメント結果を重

視することとされているが、日本人の食事摂取基準（2020 年版）の実践・運用 6）の児童福祉

施設の項においても、保育所における給与栄養目標量の設定例は 1～ 2歳児の給与栄養目標量

の昼食＋おやつの比率は 50％とされ、「昼食及び午前・午後のおやつで一日の給与栄養目標量
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の 50％を給与することを前提とした」としている。保育所における乳児に対する食事は昼食

に加え、おやつを 2回（午前・午後）提供することが当たり前だという認識があるものと思わ

れる。

しかし近年、この乳児の午前のおやつについて見直しが図られてきている 7）。エデュカーレ

によると、「乳児クラスで「おやつ」を食べていますか」という質問に対し、57 名の回答者の内、

「食べている」が 31 名（54.3％）、「牛乳のみ」が 17 名（29.8％）、「食べていない（お茶のみ）」

が 9名（15.7％）であり、約半数の保育所では午前のおやつを提供していないことが示されて

いる。当該調査は読者アンケートの結果であり調査対象に偏りがある可能性については注意し

なければいけないが、2013 年の池谷・柳沢から保育所での午前のおやつが減少していること

がうかがえ、乳児の午前のおやつについて保育現場では大きな岐路に立っているということが

推測される。

乳児の午前のおやつについては、保育的視点からすると弊害が多い。たとえば、「おやつの

せいで遊びが途切れる」といった、乳児の最も集中が高まるであろう午前の時間にその活動を

中断しなければならないという問題や、登園時間の違いから遅い登園の子は家での食事のすぐ

後におやつの時間となりおやつの食べの悪さや、おやつに集中できないといった問題などがあ

げられる。2019 年の保育所保育指針 1）の改定では、環境を通して子どもたちの主体的な活動

を強く推奨しており、これまでの「保育者主導の保育」から「子ども主体の保育」への転換が

急務である。午後は午睡が中心の乳児において、午前中の活動は、彼らの主体的な学びの中心

の時間帯であり、遊びを途絶えさせるような一斉のおやつという取り組みは、時代にそぐわな

くなってきている。そのため、保育現場では経験知から乳児の午前のおやつの形態を変化させ

てきているのであろう。

また、給食現場の視点で考えても、午前おやつの準備（果物の消毒・切裁など）・片付け（食

器洗浄など）を昼食の準備と並行して実施するのは、個別対応を求められる保育所の給食にお

いては非常に手間がかかるといえる。

保育における食に関した研究については、幼児のクッキングを中心とした食育活動 8）9）や給

食担当者と保育者が連携し給食を食育の教材として生かしたもの 10）11）、アレルギー児への対

応 12）～ 19）については散見される。給食調理の視点でとらえた研究は、保育所給食全体におけ

る食事摂取基準に基づく実施給与栄養量に関する研究 20）や食事摂取量の評価 21）、保育所給食

の調理員の意識調査 22）、保育所栄養士への要望 23）や教育的支援についての研究 24）などが見受

けられた。また、認定こども園の設置により、こども園における午後のおやつ時間について焦

点をあてた研究報告 25）もあった。しかしながら、保育所のおやつのありかたや、乳児の午前

のおやつの形態そのものに関する科学的な研究は皆無である。この問題に対して、科学的に検

証をし、午前のおやつの何が必要で何が不要であるかということを提言することは、保育所に

おける子どもの健全な発達を検討することにおいて社会的に価値が高いと考えられる。そこで、

まず、本報告では、保育的な視点から、子どもの主体的な活動が損なわれない乳児の午前のお
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やつの方法として、本学が運営している江南市立古知野西保育園における実践を紹介し、乳児

の午前のおやつの適切な方法について検討することを目的とする。

方法

保育園の特徴：本学が運営している指定管理の保育園である。「人」こそすべての保育理念の

もと、子ども主体の保育をしている。目指す子ども像は「先生や友だちと好きな遊びに十分取

り組み、自ら考え行動できる子に育つこと」である。植物や野菜の栽培・収穫を通して季節を

感じ、短大の学生の指導による調理実習体験と食育指導があり、うさぎや鶏などの小動物の飼

育を通して、やさしい心や、命の大切さを学ぶことをたいせつにしている。「やってみたい」「や

りたい」の気持ちを大切に「楽しく元気な保育園」を目指している。園児の定員は 140 名の中

規模園である。

データ収集：午前のおやつの様子の観察データおよび、保育者のインタビューデータを収集し

た。

（1）観察データ 2020 年 9 月後半に実施した。1～ 2 歳児の午前のおやつが始まる前の 8時 50

分から終わりの 9時 30 分まで観察した 1。ポイントとなる場面をカメラにて撮影した。保育士

および子どもの動きについて時間を基準として記述した。

（2）インタビューデータ 2020 年 9 月後半に実施した。対象は、一斉おやつを経験したことが

ある職員 2名、現在のおやつの形態のみ知っている職員 1名であった。「現在の乳児のおやつ

の取り方について率直にどう感じているか」ということを尋ね、自由に語ってもらった。保育

中でのデータ収集だったため、電子媒体での記録の保存は避け、メモを取ることで語られた内

容を収集した。

分析：（1）観察データ：得られた観察データを時系列に配列した。時系列順に保育士の動きを

中心にまとめ分類した。子どもの動きは保育士の動きと連動して行われるものとして記述した。

（2）インタビューデータ：語られた内容を精査し、内容ごとにまとまりのあるものを分類した。

結果

（1）観察データの結果
観察データに基づき、保育士の動きおよび子どもの動きを時間ごとに整理した（表）。子ど

もがおやつを食べている時間は 9：16 ～ 9：35 であった。子どもたちのおやつの摂食時間は

6～9分であった。保育士の動きを中心として分類すると次の7つに分けられた。①おやつコー

ナーの準備、②うがい・手洗いの見守り・声かけ、③おやつの給仕、④おやつ摂食の見守り・

声かけ、⑤子どもの片づけへの見守り・声かけ、⑥コーナーに来ない子への声かけ、⑦おやつ

1 なお、データ収集日は好天であったため、外におやつのコーナーが展開されたが、雨天時は、保育室の廊下

にておやつのコーナーが展開される。
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コーナーの片づけであった。以下は、表を参照しながら、①から⑦の行動について説明する。

①おやつコーナーの準備 ここでは、4つの行動がされていた。4つの行動は、テーブル・椅子

の設置、室内でのおやつ準備、給仕台のセッティング、うがいの準備であった。テーブル・椅

子の設置については、子どもたちの好きな遊びを自然に抜け出し、テーブルであるビールケー

スと椅子・給仕台を園庭のおやつコーナーの位置に設置した（写真 1）。

表　午前のおやつにおける保育士及び子どもの動き

写真 1、2　おやつコーナー準備と設置完了
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室内でのおやつ準備では、給食室からおやつのセット 2 を保育室の廊下にある台に持ってい

き、その日のおやつ（この日は塩せんべい『ぱりんこ』）、お皿とコップの数を確認した。薬缶

に入っているお茶 3 をプラスチックのピッチャーに入れ替えた。給仕台のセッティングでは、

おやつセットのカゴを給仕台にもっていき、お皿やおやつなどを給仕しやすいように準備して

いた（写真 3）。この際に、二人の保育士でおやつの役割について短く打ち合わせをしていた。

お腹がすいたおやつを食べたい子がコーナーに近づいてきて様子をうかがっていた。最後に、

うがいの準備として、手洗い場の近くに台を置き、子どもたちのコップにうがい用のお茶を入

れて置いておいた。うがいお茶を準備するあたりで、食べたい子どもたちは、自分から手洗い

をしだしていた。

写真 3　給仕台におやつをセットする

②うがい・手洗いの見守り・声かけ　①の最後うがいの準備あたりで、お腹のすいた子が、手

洗いを始める。子どもたちの生活の流れでは、手洗い→うがい→水筒をもって着席→おやつと

なっている。手洗い後、子どもが自分のコップでうがいをする。この場面では、手洗いを忘れ

ている子や、うがいの仕方がわからない子に対して、「お手て洗おうね、ブクブクだよ」など

保育士は静かに声をかけたが、生活の流れや行動の意図がわかっている子に対して保育士は基

本的に見守っていた。うがい手洗いを終わった子から、自分の水筒をもって好きな椅子に着席

していた。

2 おやつセットは、かごに、皿、コップ、おやつが入ったセットである。クラス別に用意されており、おやつ

コーナーには 1、2歳児がかかわるため、2つのカゴが用意されている。
3 お茶は、うがい用のお茶である。飲用のお茶は、水筒に持参している。観察日の前日より、今年度のうがい

を始めたため子どもたちにとっては新しい行動が追加された形であった。
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写真 4　うがい手洗いをする

③おやつの給仕　子どもたちが 2～ 3人着席すると保育士はおやつの給仕を開始した。給仕の

前に、せんべいの小袋を少しだけ裂き（写真 5）、お皿にのせ、「どうぞ」と一人ずつ渡した。「小

袋を全部開けて渡すのではなく、少しだけ裂く」という行為が、発達的なポイントだろう。子

どもたちは少し裂かれた部分から、自分の手指を使って袋を開けてせんべいを取り出す。1歳

児クラスの子どもたちにとって、ビニールの小袋を開けるという行為は少し難しい。なかなか

開けられず、止まってしまう子もいる。止まってしまう子に対して、保育士はすぐには助けず、

「どうしたらいいかなあ」などの声をかける。子どもは、周りの子をしばらく見て、もう一度チャ

レンジし、小袋を開けていた。

④おやつ摂食の見守り・声かけ　子どもたちがおやつを食べる。お腹がすいているためか、美

味しいのか、子どもたちは静かに食べていた（写真 6）。水筒のお茶をこぼしてしまった子に

対して、「こうしようね」と手を携えてお茶を注ぎなおす場面もあったが、保育士は基本的に

写真 5　小袋を少しだけ裂く 写真 6　おやつを食べる
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は見守り、順々に来る子どもたちに、その子の行動にあわせて対応していた。おやつの間も遊

びたい子どもは遊んでいる（写真 7）。保育士は、おやつが進んでいる間に、給仕台を、子ど

もが片づけしやすいようにセッティングしなおす。椅子がいっぱいになると待っている子はテ

ラスに座り自分の順番を静かに待っていた。

写真 7　好きな遊びをしている子（左）

写真 8　おやつの小袋とお皿を片付ける

⑤子どもの片づけへの見守り・声かけ　子どもがおやつを食べ終わり満足すると、おやつのお

皿・水筒を片付ける。給仕台にお皿を持ち、小袋とお皿を分けて片付けていた（写真 8）。保

育士は基本的に見守り、立ち止まってどうしてよいかわからない子に対して声をかけていた。

⑥おやつコーナーに来ない子への声かけ　自らおやつコーナーに来た子どもたちが、おやつを

食べ終わりそうになるころ、食べずに遊んでいる子どもたちに「おやつ食べない？」「お茶の

もうか」と声をかける。おやつを食べたくない子には無理強いせず、水分補給をすすめていた。

⑦おやつコーナーの片づけ　全員が水分補給を終えると、おやつコーナーを片付ける。子ども

たちの食器を片付け、給食室にもっていく。その後、机・椅子を拭き、消毒し、撤収した。

上記の 7つの行動を概観すると、保育士は環境を構成し、子どもは日々の生活の流れに基づ

き行動していることがわかる。「〇〇組さん、〇×しましょ」というような保育士が主導して

活動が行われるのではない。子どもが「お腹が空いた」「食べたい」という自らの主体でおや
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つという行動が働いている。「お腹が空くから、おやつのコーナーに行く。おやつを食べるた

めに手洗い・うがいをし、自分の水筒をもって着席する。おやつを食べるために小袋を開ける。

おやつを食べる。おやつを食べ終えたので片づけをする。」という一連の流れは、子ども自ら

の考えで行われているのであり誰からも強制されているわけではない。食べる前に手を洗い、

うがいをする、食べて片付けるという一連の行動は、日々の繰り返しの中で生活の流れとして

子どもたちの頭の中に残っており、自然とそれが行動としてあらわれる。そのため保育士が指

示しなくとも子どもたちは自ら考え行動することができる。せんべいのビニールの小袋を開け

る行為も、1歳児にとって難しい行為だが、食べたいという意欲のもと、根気よく行われ、一

度でできなくとも周りを参照し、遂行することもできる。保育士が小袋を少しだけ裂く、とい

う行動は、教育的配慮・発達的示唆に基づいた行動であり、子ども自身の手指の発達を見越し

ての行為である。少しだけ裂かれた袋を自ら開けることで子どもは、おやつを食べることがで

き、「自分でできた」「私はやれる」という自信にもつながるのである。このようにおやつコー

ナーを設置することは、おやつ食べるという行為自体を子どもの主体的な活動にすることがで

きるのであろう。子どもの好きな遊びから、好きなおやつの時間、そしてまた好きな遊びに戻

るという流れの中で、一度も誰かに強制されることもなく、子どもの主体による活動が営まれ

ていることが観察から読み取られた。

（2）インタビューデータの結果
保育士へのインタビューをまとめると、Ⅰ 子どもの主体が発揮される喜び、Ⅱ 一斉おやつ

との比較、Ⅲ 子ども一人ひとりの理解や発達的配慮の 3点が抽出された。

Ⅰ 子どもの主体が発揮される喜びとは、おやつの中でも子どもが自分で考え行動すること

を保育士自身が感じ取り、その行動を認め信じ、喜んでいるような語りである。（「」に示され

たのは保育士の語りのそのままである。）「食べたいという明確な意思で子どもたちがやってい
るので、子どもたちが、自分で考えて動いている。どうしたらよいのか周りを見ながら動くこ
ともできる。」という語りでは、子どもが自分で考えて動いていることを理解しており、子ど
もが周りを察知する力を認めている語りである。また、「子どもたちが自分の意思で動き出し、
食べたいから食べるためのことをする。その手伝いをすればよいので手がかからない。」とい
う語りでは、子どもの意思による行動を認め、保育士自身の負担も軽くなったということを述

べている。「強制しているより、子どもの気持ちに寄り添ってやることで “ 自分でやる ” とい
う気持ちが育つ。」では、強制ではなく子どもに寄り添うことで子どもの主体性が育つことを
理解していることが語られている。「椅子が空いていないと、近寄ってこない、遊びながらチ
ラチラ様子を伺い、誰かが食べ終わるとすーっと入ってくる。それでも食べたい気持ちの強い
子は、テラスで座って待っている。いつか自分の番が必ず回ってくることがわかっているので、
きちんと待てる。」 では、子どもをよく観察し、子ども自身の「待つ」という姿勢を肯定的に
とらえていることがわかる。
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Ⅱ 一斉おやつとの比較では、以前の一斉におやつを食べていた時の問題点や、それと比較

した現在のやり方のメリットが語られている。「一斉でおやつの時はとてもたいへんだった。
誰かが（おやつ前の準備が）できていないと進めない。“いただきます、あれー〇〇ちゃん手
をあわせていないよ ”とか “ 〇〇ちゃんがいないから食べられない ”とか声は自然に大きくな
るし、子どもを制止する言葉が多かった。今はそういうことは言わなくとも子どもが自分から
動いてくれる。」という語りでは、以前のおやつでは、一斉で動く必要があり、子どもに強制
したり制止したりすることが多かったことへの反省、そして、現在のおやつの取り組みへの喜

びが語られている。「前は、そうですね。みんなでやらなきゃならないから。遅い子を誘ってやっ
てもらっている間に、待ってる子どもが動き出しちゃって、なかなかスムーズに進まなくて大
変でした。」では、以前のやり方での子どもの待つ時間の多さ、活動がスムーズにいかない苛
立ちがあったことが回想されていた。

Ⅲ 子ども一人ひとりの理解や発達への配慮では、おやつを通して子ども一人ひとりの背景

や状態の理解がされていること、おやつという活動の中でも発達的配慮をしていることが語ら

れた。「おやつを食べに来ない子については、1歳児クラスの子は、声をかける。水分補給は
するよう促すが、おやつについては、朝食をしっかり食べた子、食が細い子、登園が遅い子に
ついては食べられないこともわかっている。2歳児は、自分の意思で。3歳になれば午前のお
やつもなくなってしまうので、（2歳児では）食べなければそれでよい。食べたい子だけが食
べるように、（そして 3歳にあわせてしだいに午前おやつがなくても生活できるようにしたい
という）共通認識を持っている。」 という語りでは、子ども一人ひとりの背景や年齢・発達が
保育士自身理解されており、援助していることが示されている。また、3歳児では午前のおや

つがないため、その生活に自然に導いていきたいという道筋を語っている。「だいたい、一番
にくる子は決まっている。」 「来ない子も決まっているんですよね。」という語りでは、子ども
それぞれのおやつでのルーティンの理解について語られている。

保育士のインタビューから、おやつのコーナーによって、子どもの主体性が確保されること、

保育士の子ども理解を促進すること、保育士が子どもの力を信じていること、以前のやり方よ

りも負担が少なく望ましく感じていることが示された。保育士自身の負担の軽減という点も強

く語られ、興味関心が多様である乳児において、一斉でおやつを食べることが、保育士への強

い負荷になっていることを裏付けにもなった。保育士自身の負荷が減ることで、子ども一人ひ

とりの状況を理解し、個別に適切な援助につながるといえよう。

考察

本研究では、乳児の午前のおやつの方法について検討することを目的とし、本学が運営して

いる江南市立古知野西保育園におけるおやつのコーナーを紹介した。観察データやインタ

ビューデータを通して、おやつコーナーは、子どもの主体的な活動となっており、保育士自身

の子どもを細かく理解する視点を養い、保育士自身の業務の軽減に寄与しているといえよう。

森山　雅子・福岡　恩・伊藤　早苗・中野　貴子 89



東京都足立区では一斉に給食を食べるのをやめたことで、保育士が子どもたち一人ひとりを丁

寧に見ることができるようになったと報告している 26）。本研究においても、足立区の実践と

同様の結果がみられ、子どものお腹が空くタイミングでのおやつと自ら食べることを選択でき

る環境が、子どもを無理なく動機づけまた、周囲を察知する力や手指の発達だけでなく保育士

自身にも有用であることを示唆している。

これまでおやつの活動は、学校給食のように一斉に食べることが習慣化しており、子どもの

集団から外れる行動に保育士は対応を苦慮し、結果として子ども一人ひとりを丁寧に見ること

ができなくなっていた。従来のあたりまえの方法から脱却することで、現在問題となっている

保育士の労務の負担の経験にも寄与できると考える。

また、給食調理の視点で考えると、午前おやつの提供をする場合には、その準備と片付け、

しない場合には、昼食の提供を早めにする必要があるため、いずれも負担があるが、本稿の事

例のように食べたい子どもが食べて空腹を満たし、給食の時間まで過ごせることで、時間に無

理なく、給食調理をすることができる。さらに、子どもの栄養面においても、保育所での間食

は量やタイミングについて再考する必要があると考える。岡野らの調査 27）によると、保育所

に通所している子どもの多くは帰宅後も家庭で間食を摂取しているという結果が示されてお

り、間食の内容で一番多かったのはスナック菓子であった。また、乳幼児栄養調査 28）の子ど

もの間食の状況では、子どもの間食として甘い飲み物やお菓子を 1日に 1回または 2回摂取し

ているという回答がほとんどであった。家庭における間食は楽しみという要素が強い 29）が、

菓子や甘い飲み物を摂取することで、エネルギーについては満たされており、これに家庭での

食事と保育所の昼食とおやつを合わせると摂取過多になる可能性が高い。

しかしながら、本研究は一つの事例における検討に過ぎず、この検討のみで結果を一般化す

ることは難しい。本研究に基づき、調査や、複数の事例検討を、保育的観点のみならず、栄養

的観点から実施することで、乳児における午前のおやつの在り方についての科学的見解が蓄積

されるといえよう。今後は、本園における園児の栄養調査や、他の園でのおやつの方法との比

較を通し、乳児にとって望ましいおやつの方法について多面的に検討したい。
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