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１．はじめに



長野県中野市で、

親子を対象としたおやつ教室の開催

中野市
×



おやつ工房 PAKKUN

◆長野県立大学食健康学科の学生

「３つのやさしさ」をコンセプトにした
おやつを通じて、食物アレルギーの周知
啓発のための活動を行っている。



信州なかのママ角本弥生
◆現在５,３,１歳の子どもの育児中

◆大阪府から長野県中野市へ移住

Instagramにて、

「ママによるママのための子育て情報発信」を

行っている。

信州なかのママInstagram



２．おやつ教室 実施の背景



◆長野県立大学「おやつ工房PAKKUN」の想い

• 大学での学びを活かして、食物アレルギー等、
子どもの食に悩む保護者の力になりたい

• 子どもたちにおやつ作りを通じて食の大切さや
楽しさを知ってもらいたい

◆中野市「信州なかのママ」の想い（悩み）

• 砂糖がたくさん入ったお菓子を食べさせるのが
気になる

• 家で子どもに料理をさせるのはハードルが高い

• 保護者が息抜きできる場所を作りたい

大学での学びを活かして、保護者のニーズに合った
親子で安心して楽しめるおやつの時間を作りたい！



食育団体「もぐもぐ団」の結成

中野市
×



３．おやつ教室 実施概要



目標



【結果目標】

• 子どもが食に関心を持つきっかけを作る

• 保護者が食育に関心を持つきっかけを作る

• おやつ教室にまた参加したいと思う親子の

割合を増やす



【学習目標】
•レシピを見ておやつを作ることができる

【環境目標】
•子どもが主体的に調理を行える環境を作る

•保護者の息抜きや情報共有の場にする

【実施目標】
• 家庭で簡単に作れるレシピを用いた

おやつ教室を開催する



実施日程



日程 内容 場所
参加人数
(うち子ども人数)

１ ６/２３
豆腐トリュフ
りんご蒸しパン

北信州能力開発
センター

６組１６人
（９人）

２ ８/２８
ティラミス
ガトーショコラ

中野市中央公民館
６組１８人
（１２人）

３ ９/２３ カラフルおはぎ 中野市中央公民館
６組１８人
（１２人）

４ １０/３０ 米粉ドーナツ 中野市中央公民館
４組８人
（５人）

５ １１/２６ さつまいもんぶらん オンライン
２組４人
（２人）

６ １２/１８
クリスマス
ツリー・リース

中野市中央公民館
３組８人
（５人）



実際の様子



第３回カラフルおはぎ



◆９月の行事（お彼岸）に合わせたレシピ

◆参加者が主体的に取り組める工程
ごはんをすりつぶす、手で丸める等

◆あんは６種類
つぶあん、きなこ、ごま、
かぼちゃ、ずんだ、
さつまいも



自分で
すりつぶし
ます！

実際の様子

自分で
すりつぶし
ます！



丸めて…

好きなあんをまぶします



完成！
自分好みのカラフルおはぎ

ができました。



第５回さつまいもんぶらん



◆オンライン（ZOOM）で開催した

◆レシピをインスタグラムに投稿し、

材料や使用器具の準備をお願いした

◆事前に作り方の動画を
作成し、当日は動画を
画面共有しながら進めた



動画作成の様子

調理者の手元を撮影



当日の様子 見守りつつ声掛け

作り方動画の共有

お子さんの手元を
映してもらい、
進捗状況を確認



当日の様子

完成！



４．おやつ教室 成果



学習目標

レシピを見ておやつを作ることができる

影響評価

子どもたちが、保護者や学生の補助を得ながら、
おやつ作りに取り組むことができた

〈アンケート自由記述より〉

「簡単に出来るおやつでまたやってみたい」



環境目標

子どもが主体的に調理を行える環境を作る

影響評価

作業工程の工夫や、調理中の学生の補助により、
子どもが主体的に調理を行える環境を作れた

〈アンケート自由記述より〉

「初めて子ども１人でのお菓子作りに挑戦して
いて、楽しく作っていたので良かった」



環境目標

保護者の息抜きや情報共有の場にする

影響評価

学生が子どもの面倒を見て、保護者がゆとりを

もって情報共有などができる時間をもっと確保

できればよかった



実施目標
家庭で簡単に作れるレシピを用いた、おやつ教室を開催
する

経過評価

家庭で入手しやすい材料を用い、調理作業が簡単
になるように工夫したレシピを用いて、おやつ教
室を開催することができた

〈アンケート：おやつの作り方は簡単でしたか〉

「とても簡単だった」：８７％
「どちらかというと簡単だった」：８％
「どちらかというと難しかった」：８％



結果目標
子どもが食に関心を持つきっかけを作る
保護者が食育に関心を持つきっかけを作る

またおやつ教室に参加したいと思う親子の割合を増やす

結果評価

〈アンケート：またおやつ教室に参加したいと

思いましたか〉（第２回以降）

「とてもそう思う」:100％



親以外の人
と関われた

食卓に豆腐が出る
ことが少ないので、
習ったおやつを
一緒に作ってまた

食べたい学生さんが丁寧に
優しく指導して
下さり子どもも
親も安心して参加

できた

おやつ教室が、家庭ではできないことを

親子で安心して経験できる場となっている



改善点



◆宣伝の仕方を工夫する

・保育園や幼稚園、小学校で参加者を募集する

◆年齢に応じた内容を実施する

◆保護者が息抜きや情報共有をできる場にする

・調理室以外に子どもが遊べる部屋を確保する

・本学子ども学科と協働する



５．今後の展望



•長野県や北信地域の伝統的なものを

取り入れたおやつ作り

•中野市のこども食堂との連携



おやつ教室を引き継いでくれる
食健康学科の学生さんたち



主催者信州なかのママの声



６．謝辞



おやつ教室を開催するにあたり、お力添えを賜り

ました長野県共同募金会様、そして教室に参加して

くださった皆様に心より御礼申し上げます。

また、私たちをいつも温かく応援してくださって

いる長野県立大学の中澤弥子教授、そしてこの活動

に興味をもち心強いサポートをしてくれた後輩のみ

なさんにも心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。



ご清聴ありがとう
ございました。
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