
領域「健康」の指導法についての研究
～園児への手洗い指導に向けて：保育学生の手洗い評価～
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Study on the teaching method of ”health”-for hand-washing guidance for children:
hand-washing of students-
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要 旨
本学の学生は、2年次から1年間をかけて卒業研究を実施する。今回担当する卒業研究

ゼミ生は8名であり、研究テーマを領域「健康」を意識して、「園児への手洗い指導」と
決定した。保健指導や健康教育を実施する際は、しっかりとした知識やエビデンスが必要
となる。そのため、学生の現時点での知識を把握する必要があると考え、感染症や保健指
導についてのアンケート調査を行なった。さらに園児を教育する指導者として、学生自身
の手洗いが正しく行われているか確認するために、手洗い評価を実施した。その結果、学
生は感染症や保健指導についての知識が不足しており、清潔への意識も低くかった。さら
に、思った以上に正しい手洗いができていないことが明確になった。今後の卒業研究を進
めるにあたり、①学生自身が正しい手洗い方法を身につけること。②感染症や保健指導等
の知識を身につけること。③園児にわかりやすい保健指導を実施するための教材研究の重
要性など園児が理解しやすい手洗い指導に向けての道筋が示唆された。

キーワード：保育学生、手洗い、保健指導、感染予防

1．はじめに
平成20年厚生労働省告示の保育所保育指針「第

3章 保育の内容」に対するねらいには、「1人
1人の子どもの健康増進が積極的に図られるよう
にする」となっており、健康では「健康な心とか
らだを育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す
力を養う」1）とされている。
保育者として、子どもの健康支援や環境及び衛

生管理・安全管理等は重要な業務の1つである。
その中での保健活動は、子どもの健康を守る活動
であり、ある程度の医療知識を持ち、健康や安全
の確保・健康増進のために、日常保育の中で行わ

れていくものである。乳幼児の保育を行う保育所
では、年間における季節的な疾患として、春には
流行性耳下腺炎、初夏には手足口病、秋から冬に
かけてはインフルエンザや感染性嘔吐下痢症など
の感染症の発症が多い。乳幼児は免疫力や抵抗力
が弱く、同時に様々なものを口にする機会も多い
ため、感染症に罹患しやすい。さらに長時間の集
団生活も、園内の感染拡大に影響を与えていると
考える。そのため、健康維持と感染予防を考えて、
子どもたちの清潔習慣の獲得・自立が必要になっ
てくる。萩らは（2006）「日常から手洗い・うが
い・歯磨きなど衛生面での配慮を行うとともに…
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子どもの成長と発達に応じて身につけさせること
が大切である。」2）と述べている。園児自らが健康
に関心を持ち、疾病等から身を守る活動ができる
ように支援していかなければならないが、保育者
自身が健康や疾患について十分な知識があるかは
定かではない。よって、日頃行われている保健活
動がエビデンスに基づいたものであるかも疑問で
ある。本研究は、担当ゼミ生が感染予防対策をテー
マとし、園児への保健指導の実施（手洗い指導）
を選択したことから始まった。先行研究では、原
田ら（2001）は、「手洗いの目的を『清潔にした
いから』としていた学生が圧倒的に多かったのに
もかかわらず、その行動のほとんどが流水手洗い
であったこと、しかも過半数の学生は、帰宅時や
食事前に手洗いを実践していない。全体的に手を
洗わない事の危険性をさほど感じていないような
実態が明確化された。」3）さらに、木内ら（2007）
は、「子どもの健康づくりのための保育実践は、
保育士それぞれが描いている『健康な子ども観』
に近づけるあるいは健康を保持・増進させようと
するレベルの実践には至っていなかった。」4）と述
べている。担当ゼミ生は、「子どもの保健Ⅰ」の
講義で疾患等を学んだにもかかわらず、感染症に
ついての知識は不十分である。そのため園児への
指導内容を考える前に、感染症に対する知識の確
認を行うとともに、学生自身の手洗いが適切に行
えているか実験を行うことにした。その結果を受
けて、園児への保健指導内容の充実を図り、わか
りやすい「手洗い指導の研究」に繋げていければ
と考えている。

2．研究目的
一般的に乳幼児は免疫力や抵抗力が弱く、同時

に様々なものを口にする機会も多いため、感染症
に罹患しやすい。このような現状から、本年度の
ゼミ生は、卒業研究のテーマを領域「健康」を意
識して考えた。子どもたちの健康維持・増進、感
染症予防として「園児への手洗い指導」に決定し
た。保育者は、日常的に乳幼児のおむつ交換や食
事介助等の支援を実施するので、手洗いが適切に
行われないと保育者自身が感染症の媒体となる危

険性もある。そこで、学生の現時点での知識を把
握し、園児への指導を実施する前に、学生自身の
手洗いが正しく行われているか確認の必要がある
と考えた。その上で、園児にもわかりやすい手洗
い指導について考えることを目的として、アン
ケートならびに手洗い評価を実施した。

3．研究対象と方法
（1）調査対象
実験事前アンケートに関しては、平成29年度
2年生卒業研究ゼミ生8名に実施したが、手洗い
実験および事後アンケートについては、実験当日
1名の欠席者があり、7名での実施となった。

（2）調査期間
実験事前アンケート：平成29年4月21日（金）
手洗い実験および事後アンケート：平成29年5月
26日（金）

（3）調査方法
卒業研究が始まった4月に事前アンケートを実
施した後、5月に手洗い実験を行い、直後に事後
アンケートを行った。

1）保育学生による手洗い実験方法
手洗い実験は、ヨードアレルギーがないか確認
を行い、トイレ後の手洗いを想定して実施した。
準備物として、でんぷんのり、10倍に薄めたうが
い薬、ドライヤー、液体石鹸、キッチンタオル、
アンケート用紙を用意した。

2）手洗い手順
①手にでんぷんのりをつける
②ドライヤーで十分乾かす
③いつものように手洗いを行う（トイレ後の手
洗い）
④水気をさっとふき取る
⑤希釈したうがい薬をスプレーする
⑥写真を撮る
⑦石鹸での手洗いを行う
⑧事後アンケート記入
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表1 保健指導の必要性
学生 保健指導について 理 由
Ａ 必要 子どもの時から自己管理を身につけるため
Ｂ 必要 詳しく知ることで虫歯や風邪を防ぎ、健康な体を作るため
Ｃ やや必要 自己管理できるようにするため
Ｄ 必要 子どもの時から習慣づけるとよいから
Ｅ 必要 健康の大切さを知ってほしいから
Ｆ 必要 これからの人生に必要だから
Ｇ 必要 健康に育つように
Ｈ 必要 大切だから
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4．結 果
（1）事前アンケート結果
1）保育士が行う保健指導（健康教育）を知っ

ているか？
短大生になる前から知っていた学生は2名で、

いずれも小学校から高校までの間で、養護教諭の
保健指導を受けていたことから知識があった。そ
の他6名は、短大で幼児教育の専門的授業受けて
知ることができたと回答している。

2）どのような保健指導（健康教育）があるか？
歯みがき、手洗い、うがいと全員が回答している。

3）園児に対して保健指導（健康教育）は必要
か？ また、なぜそう思うか？

4）園で流行しそうな感染症には、どのような
疾患があるか？（複数回答）

図1 感染症について

7名はインフルエンザを挙げており、加えて3
名ずつは感染性嘔吐下痢症、流行性耳下腺炎（お
たふくかぜ）、水痘（みずぼうそう）を挙げてい

た。風疹（三日ばしか）、手足口病は各1名が挙
げていた。
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表2 保育士の知識について
学生 必 要 な 知 識
Ａ 感染症の症状や特徴、対応の仕方、予防法、異変に気付く力
Ｂ 感染症の症状や特徴、対応の仕方、予防法
Ｃ 手洗い、うがいの仕方
Ｄ 手洗い、うがいの仕方
Ｅ 手洗い、うがいの仕方、注射の種類
Ｆ 手洗い、うがいの仕方、食育
Ｇ 手洗い、うがいの仕方
Ｈ 感染症の症状や特徴、対応の仕方、予防法
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5）感染症を予防するために、保育士はどのよ
うな知識が必要か？

6）どのような手段（教材）での保健指導が考
えられるか？（複数回答）

図2 教材について

全員が絵本を挙げており、7名は紙芝居（手作
り）、6名は手遊び、5名ずつペープサート、パ
ネルシアター、4名が歌（替え歌）、2名が劇を
挙げていた。

7）この卒業研究は、将来役に立つと思うか？
なぜそう思うか？
今回のテーマについては、全員が役に立つと答
え、7名は保育現場で実際に行うからという理由
を挙げていた。1名は、子どもが健康に育つ環境
づくりにも役立つと回答していた。

光 武 きよみ

－127－



（2）保育学生による手洗い実験の結果
①手背側（学生Ａ） ①′手掌側（学生Ａ）

②手背側（学生Ｂ） ②′手掌側（学生Ｂ）

③手背側（学生Ｃ） ③′手掌側（学生Ｃ）
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④手背側（学生Ｄ） ④′手掌側（学生Ｄ）

⑤手背側（学生Ｅ） ⑤′手掌側（学生Ｅ）

⑥手背側（学生Ｆ） ⑥′手掌側（学生Ｆ）
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⑦手背側（学生Ｇ） ⑦′手掌側（学生Ｆ）

今回は7事例を掲載しているが、学生Ａおよび
Ｂは、普段トイレ使用後は5～10秒ほどの流水手
洗いを行い、学生Ｃは、トイレ使用後は石鹸での
手洗いを行うということで、普段と同じように実
施してもらった。その結果、全員が手のしわ、爪
周囲にヨードがついて黒っぽく着色していた。他
の学生についても同様であった。その後ヨード剤
を落すために、石鹸での手洗いを実施した。その
際、聞き取りを行ったところ、日頃から7名全員
がハンカチを持参しないということだった。

（3）事後アンケート結果
1）手洗い実験を行った感想

・洗ったと思っていたが、予想以上に洗えていな
かった。

・石鹸をつけて洗っても汚れが残っていたので、
洗い方が不足していると感じた。

・洗えている部分と洗えていない部分があった。
・ヨード剤をきれいに落とすのに、約3倍以上（普
段は5～10秒）の手洗いの時間を要した。
と7名全員が回答した。

2）正しい手洗いをするにはどのようにしたら
よいか？（複数回答）
・水だけではなく、石鹸を使用して洗う時間を長
くした方が良い。（7名）
・手首付近、指、爪だけではなく手背、手掌も丁
寧に洗う。（3名）

・手洗いの仕方は知っているが、トイレに手本が
あった方が良い。（1名）
・手洗いの後はアルコール消毒を行う。（1名）

3）今回の結果を園児の保健指導に、どのよう
に生かしていきたいか？（複数回答）
・洗えているという思い込みがあるので、指や爪、
手背・手掌など丁寧に洗うよう指導したい。
（6名）
・洗い方・洗う順番などをわかりやすくイラスト
などで示したい。（1名）
・歌を歌いながらなど、時間をかけて手洗いが行
えるようにしたい。（1名）

5．考 察
（1）事前アンケートについて
保健指導については、高校生まで理解していな
かった学生が多数であり、0歳児から就学前の幼
児を保育する施設では、感染症が多いことや毎年
集団感染等の問題があることも、保育士養成校に
入学するまでは認知していなかった。巷野（2014）
は、「集団保育の場にあっては、他児への拡散防
止が重要な課題となる。感染症の予防、重症化防
止、拡散防止に向けた保育者自身のしっかりとし
た意識、知識を醸成し、子どもに対しては日常保
育場面で必要な保健指導を進め、保健に関する行
動の習慣化と知識の習得を目指さなくてはならな
い。」3）と述べている。学生は1年次の「乳児保育」
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で乳幼児の発達・発育については、ある程度理解
している。しかし、「子どもの保健Ⅰ」で学んだ
疾患や予防に対しての知識が不足しているように
思われる。また「子どもの保健演習」は2年次前
期から始まっているため、園児の健康管理に対し
ては、少しずつ理解を深めているところである。
4月の事前アンケートでの保健指導内容につい

ては、歯磨きや手洗い、うがいという項目をほぼ
全員が挙げていたが、食育・性教育・事故予防・
規則正しい生活（睡眠の重要性）・プール前指導
等は、全く挙がっておらず、その他の保健指導に
ついては知識が乏しいといえる。保育所保育指針
第5章健康及び安全にもあるように、保育士は、

健康増進、安全・衛生管理、食育などの指導が求
められている。原田ら（2001）は、「保育現場で
は、保育士は小児にとっての環境の一部となる。
自分で自分の健康を守れない小児にとって、保育
士のあり方（質）は保健上重要な意味を有するこ
とになる。」4）と述べている。現段階での健康や疾
患等についての知識は乏しいが、感染症予防、健
康管理の重要性は理解しており、保健指導の必要
性も感じている。就職先で子どもたちの環境の一
部となり、健康や安全に興味が持てるような指導
ができる保育士になれるよう学びを深めなければ
ならないと感じる。
今後は、園児へのわかりやすい保健指導が実施

できるよう、今後の卒業研究や「子どもの保健Ⅱ」
等の授業で、エビデンスも含め、様々な知識等を
習得する必要がある。保健指導の教材については、
1年次より保育内容「表現」や「子どもと美術」
「音楽表現」等の講義を受けている為、たくさん
の教材が挙がっており、保健指導の導入から展開
に使用する教材づくりは可能であると思われる。
その中で、保健指導の対象年齢に応じた教材作成
ができるかが課題になってくると考える。

（2）手洗い実験について
宮原（1991）は、「何のためにそれを教えるか
を常に意識しなければならない。そして最終的に
は、教育目的を実現するための具体的な教材教具
を決定しなければならない。」6）と述べている。今

回は、園児へ指導する前の学生が普段何気なく
行っている手洗いに、興味・関心を持ってもらう
ように、結果を視覚で確認できるように工夫し、
自身の手洗いの再確認を行う目的で実験を実施し
た。身近にある物を使用し、結果を目に見える形
で示したことは、事後アンケート結果を見ても有
効であったと考える。普段の手洗いについては、
7名中6名は流水手洗いであり、1名は石鹸手洗
いを行っていた。全員が5～10秒の手洗いを行っ
ており、各自手洗いを行う時点では、普段の手洗
いには自信があるという言葉が聞かれていたが、
希釈したヨード剤をスプレーした後、洗えている
と思っていた手背や手掌に着色が見られたため、
全員が非常に驚いていた。そして、意外にも指間
の汚れはあまり目立たなかった。保育園等に通園
している乳幼児は、床に落ちているものを口にす
る事もあり、泥やクレヨン、絵の具などの汚れが
付きやすい。さらに、低年齢であればあるほど、
排泄後や外遊び後の手洗い習慣等が身についてい
ない。保育士は、そのような乳幼児の健康や衛生・
安全を守る義務がある。もし、保育士自身の正し
い手洗いが行われていなければ、インフルエンザ
や嘔吐下痢症などのウイルスが付着していた場合、
病原菌の媒体となり感染拡大を引き起こす危険性
がある。また自身の健康管理もままならないと実
感した。園児への保健指導の前に、学生自身の正
しい手洗いの習得が必要であり、手についた菌や
ウイルスを除去するために、石鹸での手洗いを推
奨しなければならない。ただ、過剰なまでの手洗
いは、皮膚表面の脂肪が取れすぎて、皮膚の乾燥
や肌荒れに繋がる事から、適度な時間での手洗い
が求められる。今回はヨード剤を落すのに約30秒
～40秒ほどの手洗い時間を要している。学生に
よって手洗いの時間が異なったため、園児への手
洗い指導の際は、洗い方と泡をきれいに落しきる
ような指導が必要ではないかと考える。また、全
員が清潔なハンカチを持参していないことについ
ては、非常に驚いた。現在は、トイレに「ハンド
ドライヤー」が設置されているが、保育園や幼稚
園では設置されている所は少ないため、ハンカチ
は必要不可欠である。また、ハンカチは手を拭く

光 武 きよみ

－131－



以外、汗を拭くなどの用途もあるはずである。園
児のお手本となる保育者になる学生が、清潔をど
のように捉えているのかということを改めて考え
させられた。しかし、今回は卒業研究ゼミ生のみ
の聞き取りであったため、本学全員の現状は把握
できていない。

（3）事後アンケートについて
手洗い実験終了後、現在の洗い方や洗浄時間で

は、手指の汚れは除去できなかった。ヨードを落
とすには1分近くの洗浄時間がかかったことから、
汚れを落とすための手洗い方法や洗浄時間の確認
ができた。また、手洗い方法については、大まか
には知っていて実施したようであるが、実際はき
れいに洗えておらず、学生もショックを受けてい
た。そして、意外にも指間より手掌の汚れが目立
ち、洗えている部分と洗えていない部分を実際に
目にすることで、学生自身の手洗い方法を見直す
良い機会になったと考える。まずは、学生自身が
正しい手洗いを実施できるようになり、園児への
指導内容を考えるべきだと実感した。その際は、
園児が理解しやすい教材を選び、説明方法の工夫
なども必要であることが理解できたようである。
事前事後アンケートの中で、絵本、紙芝居、手遊
び、ペープサート、パネルシアター、劇、イラス
ト掲示、歌など様々な教材が挙げられており、今
後は発達段階に合わせた教材の選定を行い、学生
らしく手作りの教材を用いて、わかりやすい保健
指導に繋げていけるよう導くことが求められて
いる。

6．おわりに
学生の手洗い評価では、ブラックライトの方が

明確な結果が出ると考えたが、身近にある安価な
物品で実験を行った。しかし、ヨード剤の実験で
も、目に見える結果だったため、学生の手洗いの
振り返りや今後の保健指導に繋げることができた
のではないかと考える。また、学生には普段の手
洗いで実験を行うよう指示したので、1回目の手
洗い時間が異なり、石鹸手洗い時間にもばらつき
が出てしまった。そのため、より正確な評価がで

きるよう、時間設定を行う必要があると考える。
アンケートの結果からは、学生の感染症や保健指
導に対する知識不足や清潔に関しての意識の低さ
が明らかになったため、今後の卒業研究と「子ど
もの保健」の授業で知識を深めてもらうこととす
る。また、手洗いについては、洗っているつもり
でも、実際は汚れが残っており、手洗い方法や時
間の検討が必要だと感じた。保健指導を進めるに
あたっては、しっかりと知識を得た上で、指導案
を記入させ、より具体的に保健指導のイメージが
できるよう助言する予定である。また保健指導を
実施する対象年齢が決定していないため、決定次
第、教材の選定を行い、発達段階に合わせたわか
りやすい保健指導が実施できるよう助言していき
たい。
現在の卒業研究生は、残すところ1年弱で卒業
となり就職していく。少しでも、学びを多くして、
子どもたちの健康や安全を守る力の育成に関わっ
ていけるよう指導をしたい。
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