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要 旨
学生が領域「健康」を意識して、卒業研究テーマを「園児への手洗い指導」と決定した。

前研究では「学生の手洗い評価」について考察したが、その後、学生は感染症や保健指導
に対する知識を深め、今回は、教材選定から作成、保健指導の実施、その後の学生インタ
ビューまでの経過と指導法を考察した。

その結果、①視聴覚教材作成は、助言は必要であったが、参加者の発達段階を考慮して
作成できた。②指導案作成は、実習で作成した経験があり、大きな修正は必要ではなかっ
た。③保健指導実施は、学外実習等で練習時間の確保が難しく、臨機応変な対応ができな
かった。④学生は実施できたという達成感が大きく、なぜ計画に沿った実施ができなかっ
たのか等、振り返りが不足していた。

以上のことから、今後の学生指導にあたっては、練習時間の確保と1つ1つの行動に対
する自己分析とチームとしての振り返りの重要性が示された。

キーワード：保育学生、手洗い指導、領域「健康」

1．はじめに
保育所保育指針では、「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」また「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）という事が明記されてい
る。子どもたち自身で健康の保持増進ができるよ
う、保育者は保健指導等により、積極的に関わり
を持つ必要がある。前研究では、学生が領域「健
康」を意識して、「園児への手洗い指導」を研究
テーマとして挙げた。そこで、卒業研究ゼミ生の
感染症に関するアンケート調査結果と学生自身の
手洗い評価について結果を述べたが、思った以上
に正しい手洗いができていなかった。卒業研究を

始めた時点では、感染症に関する知識も不足して
いたことが明確になり、今後は、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など、
園児が理解しやすい手洗い指導に向けての準備が
必要であることが示唆された。

その後、学生は授業等で感染症に対する知識を
深めながら、手洗いが基本的生活習慣として身に
つけなければならないことの1つであり、園児の
「健康」を守るために重要なことでもあると理解
できた。その上で、教材研究を行い、指導案作成、
園児への「手洗い指導」を実施したので、保健指
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月 学生の活動内容
4月 年間計画、テーマ決定、学生アンケート実施
5月 手洗い評価（学生）
6月 教材研究と選定（紙芝居・絵カード・歌）
7月 教材準備（紙芝居・絵カード・歌）
8月 夏休みを利用して教材準備
9月 保育実習、学園祭準備を行いながら、教材準備

10月
公開講座にて発表準備 10月23日（月）手洗い
指導実施
事後インタビュー

※1週間に2コマ 卒業研究の時間が設けられている

導の準備から実施、事後インタビューまでの過程
について考察し、今後の教授に活かしていきたい。

2．スケジュール 表1

3．研究目的
本年度のゼミ生は、領域「健康」を意識し、子

どもたちの健康維持・増進を目的として、卒業研
究テーマを感染症予防のための「園児への手洗い
指導」に決定した。前回は、アンケート調査によ
り、学生の現時点での知識を把握し、学生自身の
手洗い評価を実施した。その後、感染症について
授業等で学びを深め、正しい手洗い方法も理解で
きた。そこで、園児への手洗い指導を実施するた
めの準備として、教材研究、指導案作成を行い、
実際に園児への指導も実施した。今回は、手洗い
評価後からの過程について考察し、今後の教授に
活かしていくために研究を行った。

4．研究対象と方法
1）研究対象

平成29年度 2年生卒業研究ゼミ生8名

2）研究期間
平成29年4月～平成29年11月

3）研究方法
（1）教材研究

4月のアンケート調査（複数回答）で、学生全
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名はペープサート、パネルシア

ター、4名が歌（替え歌）、2名が劇を挙げてい
た。子どもたちがしっかりと見える大きさの教材
を検討した結果、手作り紙芝居と絵カードを選定
して作成した。さらに、保健指導の際に歌いなが
ら手洗いが実施できる手洗い歌の歌詞を作った。

①手作り紙芝居
数冊の絵本を読ませ、紙芝居の内容を考えても

らった。保健指導の対象年齢が実施直前まで不詳
であるため、枚数は10枚とし内容も簡単なものを
作成するよう助言した。
「バイくんのものがたり」という題材で、幼稚

園を舞台にした手洗いと病原菌についてのオリジ
ナルの内容であった。紙芝居の素材は、厚手の画
用紙を2枚テープで固定し、1枚45㎝×60㎝の大
きさとした。絵もオリジナルであり、画材はマジッ
クとクレヨンを使用した。

②絵カード 写真1

手洗い方法を当初は、模造紙に描く予定であっ
たが、Ｂ4サイズの薄手の画用紙に描き、ラミネー
ト加工を行った。手洗い方法は9分割とし、ホワ
イトボードのサイズにした。1枚ずつ裏にマグ
ネットを貼りつけ、手洗いの絵については、本、
インターネット等を参考にし、画材については、
絵具を使用した。
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みずで てをぬらし
せっけんつけて
あわだてぶくぶく

てのこう しゅしゅしゅっ
ゆびのあいだも おやゆびも
てのひら しゅしゅしゅ
ゆびさき ごしごし
きれいにながして ぴかぴかりん

③手洗いの歌 表2

映画トトロの主題歌「さんぽ」の曲に歌詞をつ
けて手洗いの歌を作った。

歌詞は、ひらがなで6つ切り画用紙に書いて準
備した。

（2）保健指導案 表3

健康教育・保健指導案
テーマ：楽しく手を洗おう！

○本次のねらい：風邪予防のために手洗いが大切なことを知り、手を洗う。
○保健指導の展開
過程 活動（発問） 学生の支援と園児の反応 準備物・学生や園児の配置・留意点
導入

10：30
～

10：35

展開
10：35

～
10：45

今日の流れを子ども
たちに簡単に説明す
る。

毎日の生活でどのよ
うな時に手洗いをし
ているのかを振り返
る。

紙芝居で手にはバイ
キンがたくさんいる
ことを伝える。紙芝
居を振り返り、どの
ような時に手洗いを
しないといけなのか
を園児に問いかける。

（学）「今日はみんなに手
洗いの大切さについて
お話をしにきました。

みんなどんなときに手を
洗ってる？」

（子）「トイレの後～、お
外から帰ってきたとき
～」

（学）「そうだよね～、今日
は先生たちがばい菌の
バイ君を連れてきたよ。
一緒に見てみよう。」

（子）「え・・・ばい菌？」

紙芝居を読む。
（学）「紙芝居の中ではど

んなときに手を洗って
たかな？」

（子）「トイレの後～、お
外で遊んだ後～。」

（学）「そうだよね～。紙
芝居の中にもたくさん
バイ君がいたね～。
でもね、ちゃんと手を
洗ってもバイ君はなか
なかおうちに帰ってく
れないんだよ・・・。」

じゃーーーーーーーーー
ーん

子どもにはっきり、わかりやすく伝
える。また聞いているか確認する。

－入口－

ホワイトボード

○○○○○○○○←学生

園児と保護者

子どもと保護者を隣に座らせ、自宅
での様子など、お互い振り返りをし
てもらいながら進め、紙芝居に移行
する。

子どもが見える位置で紙芝居を読む。
（椅子にのせて行う）

－入口－

ホワイトボード

○○○○○←学生
（紙芝居）

椅子

〇 園児と保護者 〇

〇

○は学生で園児の後ろで待機

途中は、子どもや保護者の反応を見
ながら進めていく。
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まとめ
10：45

～
10：50

自分たちの手を洗っ
た後の実験結果を見
せる。

手を洗うことの大切
さを再確認する。

正しい手の洗い方を
知り歌に乗せて手を
洗う事を楽しむ。

手の洗い方を振り返
る。

毎日の生活の中で今
回学んだことを実践
するよう促す。

（学）「先生たちの手を見
て。先生たちも手を
洗ったんだけど、汚れ
てるんだよ～。この黒
いところは全部バイ君
なんだよ～。」

（子）「えーーーーーバイ
君・・・
汚い・・・。」

（学）「じゃあ、みんなで
バイ君がちゃんがおう
ちに帰るような手の洗
い方をお勉強しよう
～！」

（学）「今日は私たちが手
の洗い方を歌にあわせ
てみんなに教えたいと
思います。」

（学）「私たちが最初にし
てみるので、見ていて
ください。」

（子）学生の手本を見る。

（学）「次はみんなでやっ
てみましょう」

（子）一緒に行う。

（学）「みんな上手にでき
たね！おうちでもやっ
てみてね。」

（学）「皆、手の洗い方は
分かったかな？指と爪
の間や手の甲と裏、手
首を洗おうね。」（手洗
いの動きを手を使って
示す。）

（学）「遊んだ後や食べる
前には、たくさんのば
い菌が手についてるか
ら、きちんと手洗いを
しましょうね。」

「手の洗い方を覚えて、
皆も手洗い名人になろ
う！これで手の洗い方
について終わります。
今日は、ご参加いただ
きありがとうございま
した。」

手洗いの実験結果を拡大コピーした
ものを、どこにバイキンがいるのか
指さししながら説明する。

－入口－
差し棒で ホワイトボード

絵カードを貼り付け
○○○○ ○○○○

園児と保護者

絵カードを見せながら、子どもたち
も一緒に実践できるような速さで歌
い行う。

歌いながら、学生がデモンストレー
ションを行い、子どもが理解してい
るのか反応を見ながら行う。

最初よりは、ゆっくりと歌い、子ど
もたちが洗い方を理解しているか、
また楽しんでいるかを観察しながら
行う。

手洗いの必要性、洗いにくい部分や
汚れやすい部分は再度説明する。

－入口－
ホワイトボード

○○○○○○○○←学生

園児と保護者
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（3）保健指導実施
①対象者
0～3歳の乳幼児とその保護者（3組）Ｆ幼稚

園園長、幼稚園教諭2名 計9名

②実施日時
平成29年10月23日（月曜日）10：30～10：40

③実施場所
Ｆ幼稚園保育室

④保健指導結果
指導案に沿って、全員の挨拶から始まり、日常

生活での手洗いについて発問し、生活の振り返り
を行った。紙芝居では、園児役2名、魔女役1名、
ナレーター1名に分かれ、子どもの目の高さにな
ることを意識して、ピアノ椅子に紙芝居を乗せ
座って読み聞かせを実施した。中盤に、学生の手
洗い実験結果を見せて、その後、また紙芝居に戻っ
た。次に、絵カードをホワイトボードに貼り、指
し棒で示しながら歌をうたい指導した。

紙芝居の様子 写真2

幼稚園での場面設定で、2名の男児と女児が登
場人物である。2名が遊びに夢中になり、昼食時
の手洗いをしないまま弁当を摂取する。すると、
午後から腹痛や体調不良を訴えて泣いてしまう。

そこへ魔法使いが現れ、2名に手洗いができる
ように魔法をかけ、その後正しい手洗いができる
ようになったという内容である。

手洗いカードで説明 写真3

9枚の手洗いカードを活用し、洗い方の説明を
行っている。

描かれているカードを親子に説明したが、大人
向けの説明であった。

学生の手洗い評価結果 写真4

学生が行った手洗い結果を参加者に見せながら、
どのような実験を行い、その結果、なかなか正し
い手洗いができなかったことを説明した。
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手洗い歌 写真5

当初の予定では、模造紙に大きく書くつもり
だったようであるが、出来上がりを確認すると6
つ切り画用紙に、ひらがなで書いていた。一緒に
歌いながら、手洗いをするよう言葉かけを行って
いた。

手洗い歌に合わせて、親子で実施 写真6

一度、学生の説明があってから、歌に合わせて、
学生の手洗いを見てもらった。その後、ゆっくり
歌を歌いながら、参加者親子と共に手洗いのデモ
ンストレーションを実施した。

（4）当日の保健指導実施後の感想（学生）

・予定通り、保健指導ができて良かった。
・時間が少し早く終了した。
・参加者が少なかったため、保健指導が実施

しづらかった。
・紙芝居や絵カード・手洗い歌など、参加者

は喜んでいた。

・0歳児を連れた保護者もいたので、子ども
の反応が薄かった。

・自分たちの手洗い評価の写真を見せたこと
は、正しい手洗いへの導きになるのではな
いかと思った。

5．考 察
巷野ら（2014）は、「幼い子どもに対する保健

指導・教育は単なるお説教の言い聞かせや強制で
はなく、子どもの好奇心、意欲、向上心、自発性
を大事にし、実地や体験学習を中心に楽しみなが
ら進めるようにする。紙芝居や創作劇を活用して
もよい。子どもの活動は何でも遊びの感覚で行わ
れる。保健指導・教育の成果も子どもが楽しみな
がら身につけられるよう工夫されなくてはならな
い。」2）と述べており、今回は、紙芝居・絵カード・
手洗い歌など、保健指導をするにあたって効果的
な教材選定ができていると考える。当初、紙芝居
はＡ3の大きさで作成しようとしていたが、子ど
もたちが視覚で捉えやすいように、Ａ3厚紙を2
枚貼り合わせた大きさにするよう指示をした。そ
の後は、学生自身がクレヨンやマジックを使い、
色鮮やかに仕上げるようにしていた。また、公開
講座での実施だったため、対象が直前まで不明
だったことから、紙芝居の内容を検討する際に、
どの月齢にも対応できるように文章を短くし、内
容の伝わりやすさを追求するように伝えた。話の
内容を簡単にしたことで、子どもたちが理解しや
すく、手洗い指導に効果的な紙芝居が作成できた
と考える。

次に、絵カードは、学生自身が手洗い方法を9
つのブロックに分け、Ｂ4画用紙を使用して、絵
の具とマジックで絵を描いた。全てを並べるとホ
ワイトボードの大きさと同等であり、大きくイン
パクトがある。洗う手順の番号を入れているのは
良かったが、歌いながらその絵を目で追わせると
いう考えだった。子どもにとって、学生の説明を
聞きながら9枚の絵を目で追い、実践することは
なかなか難しいと考え、指し棒を作るように提案
した。指し棒で示すことで、今どの洗い方を実施

光 武 きよみ

－93－



しているかという事がわかり、理解しやすかった
のではないかと考える。同時に、子どもたちが聞
き覚えのある曲を選曲して手洗い歌を作ったこと
で、親近感を持ちながら実施できると考える。こ
れは、保健衛生を重視している保育園等では既に
実施されており、継続することで領域「健康」と
して園児自身で健康を維持していく力を養うこと
に繋がっていくのではないかと思われる。

さらに、学生8人全員が流れを把握するために、
保健指導案の作成を行ってもらった。実習で数回
作成したこともあるため、大きな修正はしなかっ
たが、15分間の保健指導が、実際は8分ほどで終
了した。内容の充実と様々なパターンを想定した
指導案の立て方を指示するべきであった。親子の
参加ではあったものの、0歳児同伴の保護者が2
組、年少児と保護者が1組参加だったため、質問
に対しての子どもの反応が薄く、学生にとって想
定外の状況となり、対応が難しかったようである。
初めての保健指導ということもあり、緊張と不安
を抱えていたため、詳しい歌の説明や保護者への
話や手洗いの歌が思ったよりも早く終わってし
まった。普通であれば、決められた時間の中で、
参加者の反応を見て臨機応変に話をしていくわけ
であるが、経験が不足しており、その対応ができ
なかった。準備にはしっかりと時間を取っていた
が、保健指導実施直前まで学外実習があり、練習
時間が不足していたのが原因と思われる。しかし、
紙芝居や絵カード、手洗い歌などでは、参加者の
笑顔が見られ、楽しんで実施してもらえたため、
正確な手洗い方法を伝える1つの機会になったと
考える。また、遊びの中で学べる教材であり、繰
り返し行うことで、子どもたちが、自然に「健康」
を意識した生活を送れるのではないだろうか。さ
らに、巷野ら（2014）は、「保育の場における保
健機能を高めることは保育の質の向上に必要であ
る。」3）と述べている。そのため、保育者の保健に
関する学習は、常に行わなければならず、現在の
社会状況を把握して、疾患などの知識や対処法な
どの習得に努めていかなければならない。

最後に、保健指導が終了した後に、学生の感想
と反省を述べてもらった。全員は達成感のみが強

く、予定通りに実施できなかったことや子どもの
反応が想定外だったことなど、現状にしか目が向
けられていなかった。全ての学外実習が終了した
後の保健指導であったため、反省や課題が自発的
に述べられるものと思っていたところ、なぜそう
なったのか、どのように対応したらよかったのか
等の言葉は聞かれず、非常に残念であった。天野
（2014）は、振り返れないことには、2つの原因
がある。「1つは時間がないこと、もう1つは振
り返り方を知らないこと。」4）だと述べている。今
回の学生の反応を見てみると、時間に余裕がある
中でインタビューしており、後者の方だと思われ
る。加えて、学生自身の考える力や健康教育・保
健指導の経験不足も振り返りができない要因の1
つであると考える。金子（2009）は、「子どもた
ちとの相互交渉を分析するという事は、自己を分
析することになる。自己分析をしながら新しい自
分に気づき、その過程で保育者が向上してい
く。」5）と述べている。振り返りを行うことは、子
どもの育ちや思いを大切にすることであり、子ど
もとの信頼関係を築いて、子どもと共により良い
教育環境を創り上げていくことである。振り返り
ができないという事実は、学生自身の進歩はなく、
保育の質の向上が望めないということである。保
育者養成校在学中に、感想から一歩踏み込んで、
その結果を謙虚に振り返り、今後の保育につなげ
ていけるようなアドバイスが必要であると考える。

6．おわりに
今回、学生による「手洗い指導」を実施して、

①視聴覚教材作成は、助言は必要であったが、参
加者の発達段階を考慮して作成できた。②指導案
作成は、実習で作成した経験があり、大きな修正
は必要ではなかった。③保健指導実施は、学外実
習等で練習時間の確保が難しく、臨機応変な対応
ができなかった。④学生は実施できたという達成
感が大きく、なぜ計画に沿った実施ができなかっ
たのか等、振り返りが不足していた。ということ
が導き出された。今回の指導では、教材選定の重
要性と事前練習の必要性を痛感した。さらに経験
の積み重ねが大きいと考えるが、ある程度の状況
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を想定し、参加者の反応を感じ取りながら、臨機
応変に対応できる力を身につけさせることが課題
であると実感した。振り返りについては、自己分
析能力が不足していることも考えられるため、経
験が少なくても、その時々で適切な振り返りがで
きるように指導していく必要がある。今後は、1
つ1つの行動を自己分析してもらい、振り返りを
行わせた上で、卒業研究報告書作成に繋げていき
たいと考える。

7．謝 辞
今回、手洗い指導にご協力していただいたＦ幼

稚園園長先生はじめ、諸先生方及び参加者の皆様
に厚く御礼申し上げます。
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