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要 旨
本年度の卒業研究ゼミ生10名中4名が、幼稚園におけるブラッシング指導を行った。教

材研究から指導案作成、実施までの助言等を行った結果、①教材は発達段階や好みを考慮
して選定を行う。②学生の指導案は臨機応変に対応できるように詳細なものが必要である。
③保健指導を成功させるには、練習時間の確保と実施内容の工夫が大切である。④学生は
反省を次に生かしていく力が求められる。という事が明確になった。

キーワード：領域「健康」、保育学生、ブラッシング指導、健康教育

1．はじめに
幼稚園教育要領において、「基本的な生活習慣

の形成に当たっては、家庭での生活経験に配慮し、
幼児の自立心を育て、幼児が他の幼児と関わりな
がら主体的な活動を展開する中で、生活に必要な
習慣を見に付け、次第に見通しをもって行動でき
るようにすること。」1）と明記されている。それは
日々の保育の中で、子どもたちが基本的生活習慣
を身につけ、自分自身で健康を守れるように導く
ことが求められている。私が担当する領域「健康」
の分野では、疾病予防等が含まれており、元 「々子
どもの保健」に興味がある卒業研究ゼミ生は、幼
児のむし歯に着目し、ブラッシング指導を研究
テーマとして取り上げた。近年、歯科保健も進歩
し、幼児のむし歯は減少傾向を示している。しか
し、まだまだゼロには至っていない。また、乳歯
のむし歯と永久歯のむし歯には強い関連が認めら
れ、永久歯の歯並びへの影響や生え変わる永久歯
がむし歯になりやすくなるとも言われており、歯

科保健に対する意識の向上と保健指導の継続が重
要である。幼児期は、歯口清掃や食習慣などの基
本的歯科保健習慣を身につける大切な時期でもあ
る。この時期に、しっかりしたブラッシング習慣
が身に着つき、保護者の仕上げ磨きが正しく行わ
れれば、さらにむし歯は減少するものと考える。
先行研究では、学童期の歯科保健行動への関わり
や保護者を対象にした実態調査などが多い。河合
ら（1991）は、親子を対象とした健康教育の中に、
幼稚園児のブラッシング指導を取り入れており、
ブラッシングによる歯口清掃の必要性について述
べている。2）今回は、園児のみへの健康教育であっ
たが、保育学生が行うブラッシング指導での教材
研究から実施までの経過と助言等を含めて、以下
に報告する。
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写真1

写真2

2．保健指導に至るまでの過程
（1）教材研究

4月に年間計画を立て、6月から本格的に教材
研究を行った。絵本や紙芝居などの教材が挙がっ
たが、今回の保健指導は、遊戯室を使用すること
が決定していたため、部屋の大きさに合った教材
を作成するよう助言した。その結果、導入に手袋
シアター、その後ペープサート、はみがきソング
でのブラッシング指導を展開することになった。
1）手袋シアター

今回の保健指導は準備物が多かったため、実習
でも使用した黄色の軍手で作った「ピカチュウ」
で手遊びを行うことにした。

2）ペープサート
数冊の絵本の中から、話の内容と絵を見て、発

達段階を考えて選ぶように助言した。すると歯磨
きの重要性が描かれている「はみがきしないとど
うなるの？」を参考にすることとなり、絵本の中
の恐竜を女の子と男の子さらに母親、歯科医師も
人間に変更し、話の内容もアレンジして台本を作
成した。またペープサートの大きさは、画用紙（27
×38㎝）で2枚の間に割りばしを入れて準備をし
ていたため、前後に違う表情の絵を描くように助
言した。色は学生自身が決め、絵具やマジックを
使用して、はっきりと描けるように工夫していた。

3）絵カードとはみがきソング
はみがきソングに合わせ、子どもたちがどの場

所を磨けばよいのかわかるように、八つ切り画用
紙を使用して9枚の絵カードを作成した。

はみがきソングは、インターネットで検索して
参考にし、当日は音楽を止めながらブラッシング
指導を実施した。

表1 1人平均う歯数（dft 指数）の年次推移（乳歯：1～10歳）
年
齢

平成5年
1993年

平成11年
1999年

平成17年
2005年

平成23年
2011年

平成28年
2016年

1 0．3 0 0 0 0
2 1．4 0．8 0．4 0．2 1
3 3．2 2．1 0．9 0．6 1
4 4．3 2．5 2．9 1．5 0．9
5 6．2 3．7 2．3 2．8 1．7
6 7．1 5 3．7 1．8 2．4
7 6．2 4 4．2 2．6 1．4
8 5．8 4．8 3 3 1．7
9 4．8 3．5 3．6 1．7 2．1
10 2．7 2．2 2．1 2 0．6
平成28年 歯科疾患実態調査結果の概要3） 一部抜粋
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（2）保健指導案

表2 指導案
健康教育・保健指導案

○テーマ：ブラッシング指導
○本次のねらい：ブラッシング指導を通して、歯磨きの大切さを知ってもらう。
過程 活動 学生の支援 （園児の反応） 準備物・学生や園児の配置等

12：50 召集・挨拶 教室に入ってきたら、簡単な挨拶
を行い、今から面白いことが始ま
ると集まってもらう。
学生は自己紹介をする。

・始まる前に個人用のコップ・
歯ブラシ・巾着袋をかごに入れ
て、ステージ上に置く（補助学
生が実施）
・ペープサート（はみがきしな
いとどうなるの）机に布を被せ、
ペープサートの必要物品は、そ
の下に隠しておく

・グループごとに分けて座らせ、
指導がスムーズに進むようにす
る（補助学生）

ステージ

ペープサート準備台 机は2
脚借用

学生 学生 学生 学
生・・子ども6列（7～8人）

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

・ ・ ・ ・

補助 補助 補助 補助

写真3（左上奥） 写真4（右下奥）
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12：52

12：55

13：00

13：10

手 遊 び「ピ カ
チュウ」

ペープサート
（はみがきしな
いとどうなる
の）

磨き残しチェック

ブラッシング指導
「はみがきソング」

挨拶が終わったら、手遊びを行う。
「はじまるよ」の手遊びを知って
いるかの確認を行い、学生2人で
手遊びを行う。

手遊びが終わり次第ペープサート
を始める。
（終了したら補助者に片付けても
らう）

ペープサートの内容を要約して伝
え、食後の歯磨きの確認を行う。

1列ずつ担当者が子どもたちの磨
き残しチェックを行う。
6列のため、担当学生4名と補助
学生2名でチェックする。

音楽を流し、模型を使って磨き方
を確認しながら教える
絵カード掲示1名、3名が模型で
ブラッシングを行う。
1．歯ブラシチェック
2．歯ブラシの持ち方
3．左右上奥歯「あ」
4．左右下奥歯
5．左右上奥歯「い」
6．左右下奥歯
7．前歯
8．歯ブラシを縦に

うがいをするため、場所移動。そ
の際は、歯ブラシをナイロン袋に
入れ、園児を手ぶらで移動させる。
バケツ2個を囲むようにして園児
を配置する。

・園児全体を見ながら速さはは
考えて進めていく。
・手遊びの間、他学生2名は
ペープサート準備。

・部屋が広いため、声が全体に
届くよう注意する。
・ゆっくりとした口調で、一つ
一つの動作にキレを持たせ、興
味を持ってもらう。

・昼食後の歯磨きができている
か把握する。
・各列人数をメモしておく。

・チェック以外の学生は、ブ
ラッシング指導準備
・歯の模型3個、絵カード、音
楽（携帯から）バケツ12個、マッ
ト6枚、350ml の水を各グルー
プに2本ずつ、透明袋（歯ブラ
シ）、かご（コップ入れ）の準
備。

・説明はわかりやすくゆっくり
した口調で行う。
・途中で音楽をとめて説明する。
・絵カードは1名が持ち、どの
部分を磨くのか子どもたちへ声
かけをする。
・補助者にも見守りを行っても
らい、できていない子どもの援
助を行う。

・学生は、担当列のカゴ（歯ブ
ラシ・コップ）を持って、子ど
もたちを移動させる。
・グループの先頭を連れ、6つ
のグループに分かれさせる。

○ ○

○ △ ○ 縦1列

約7人

○ △バケツ○

○

・バケツ下にはシートを敷き、
床を汚さないようにする。
・雑巾やティッシュを準備する。
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写真5 手遊び（ピカチュウ）

実習で指導案を書いた経験はあったが、学生の
支援、学生や園児の配置や配慮することなどを詳
細に書くよう助言し、8回の追加訂正を行っても
らった。

（3）幼稚園教諭との打ち合わせ
教材研究、指導案の作成が終了した後、10月下

旬には担任教諭と打ち合わせを行うよう助言した。
指導案の提出と説明、本学からの持参物、幼稚園
で借用したい物、当日の園児の準備などを書き出
させ、補助者も含め10名でＦ幼稚園に出向いた。

3．保健指導実施
（1）実施日時

平成30年11月2日（金曜日） 12：50～13：20

（2）実施場所
Ｆ幼稚園 遊戯室

（3）参加者
4歳児2クラス43名、Ｆ幼稚園園長、幼稚園教

諭2名 計46名

（4）ブラッシング指導
導入として学生2名が「ピカチュウ」の手遊び

を担当し、歌いながら実施した。その際は、実習

時に作成したピカチュウ（黄色の軍手で作成）をは
めて行った。

子どもたちも、歌に合わせながら一緒に手遊び
を実施していた。

指導前チェックは、ブラッシング前の縦1列7
名程度を1名の学生が受け持った。口には手を触
れないようにして、磨き残し人数をメモした。
チェックの際は、前歯等を見るとき、奥歯や歯の
裏側を見るときで園児の口の開け方が変わるので、
学生が一人ひとりに指示をした。指導後チェック
は、2個のバケツを囲むように園児が配置されて
いるため、うがいをさせた後、担当学生および補
助学生も入り1人ずつ確認した。

13：15

13：20

磨き残し再度確認

終了

担当学生4名と補助学生2名は大
きな口を開けてもらい奥歯や裏側
を見る。前歯は口を横に広げても
らい、磨き残しがないかチェック
する。

チェック終了後、入室時の隊形に
戻らせ褒める。

後で、学生がコップと歯ブラシは
洗浄することを園児に伝えておく。

・最後に本次のねらいがわかった
か確認して、激励する。

・園児の口には触れないこと。

・しっかり褒めて、毎日続けて
いけるように言葉かけをする。

・ブラッシング指導が終了次第、
担任に子どもたちを教室に連れ
て行ってもらう。
学生全員で歯ブラシとコップの
洗浄を行い、教室に持っていく。
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写真6 指導前チェック

写真7 指導後チェック

ブラッシング指導は主に学生4名で実施された。
3名が歯型模型と歯ブラシを持ち、実際に音楽に
合わせブラッシングを行った。また1名の学生は
絵カードを掲示しながら、磨く部分を園児に理解
できるよう言葉かけをした。6名の補助学生は次
の準備等を実施し、見守りながら園児のサポート
を行った。

4．考 察
舟島ら（2014）は「教員は、『学生は学習の主

体者であり、教員の補助者ではない』ことを念頭
に置き、行動する必要がある。」4）と述べているよ
うに、学生自身が考え行動できるように、助言を
行ってきた。卒業研究が開始となった4月はテー
マを決定した後、年間計画を立ててもらい、年間
でどのような動きをしたらよいのかを把握しても
らった。その後、すぐに教材研究に入り、対象で
ある4歳児の発達について質問を行いながら、ど
のような教材が向いているのか考えてもらった。
本を読む習慣がない学生にとって教材選定は難し
く、発達段階や場所の広さ、人数などを考えて決
めていくように助言した。それから、歯磨きの絵
本を数冊提供したところ、発達段階や園児の好み
等を考えて選定ができたようだ。教材は遊戯室の
広さ、園児の数などを考慮して、大きさや色など
は学生自身が決定して制作した。参考にした絵本
「はみがきしないとどうなるの？」は全て恐竜が
登場するが、それを人物に置き換えたところや大
きさ、色使いも良く、視覚的に捉えやすかったと
考える。巷野ら（2014）も、「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

写真9 ブラッシング指導②

写真8 ブラッシング指導①
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ならない。」5）と述べており、園児の注目を集めや
すく、想像力を豊かにする教材選定であった。次
に指導案については、実習中に書いているはず
だったが、今回はかなりの追加が必要だった。一
連の流れは理解していたようだったが、指導案を
基に質問をすると答えられない場面が多く、1か
所ずつ膨らませていくことにした。その結果、か
なりの時間を要したが、補助者も含め、学生全員
が読んで動けるような指導案ができたと考える。
練習は例年より多い時間を確保した。卒業研究ゼ
ミ生10名のうち、ブラッシング指導をテーマに挙
げた学生は4名だったため、ペープサートでは1
人2役の学生もいたが、声色を変えて上手に動か
しており、園児からは時々笑いが起こるなど、反
応は非常に良かった。ただ、机（ペープサートの
台）と園児の位置が近すぎて、前列付近の園児た
ちは、頭部が後ろに傾き、見にくいように感じた。
実際に園児との距離が近すぎると感じていた学生
もおり、「近いと思ったが全体を後ろに下がらせ
ることができなかった」と反省していた。初めて
の保健指導ということもあり、臨機応変に対応す
ることが出来なかったようだ。経験が少ないこと
を考慮して、事前に学生と園児の位置の確認のた
め、テープで印をつける等助言が必要であったと
実感した。また、ブラッシング指導では、音楽を
流したり止めたりしながら園児に磨かせていた。
その理由としては、流しているときに学生がブ
ラッシングの位置や磨き方を指導して、止めたと
きに園児に磨いてもらうように考えていた。しか
し、音楽のテンポが意外に早く、曲の出だしが聞
き取りにくい場面があった。もう少しスローテン
ポの曲を選定していれば、音楽を流しながら実施
できたのではないかと考える。また、歯型模型や
絵カードを使用したことは、左右の認識が難しい
4歳児もいることから、どこを磨いたらよいのか
を理解できて非常に良かったと思われる。実際、
指導が終了した時に、「もう一度やりたい」など
の声が多く聞かれ、園児の反応は良好であった。
今回の健康教育の評価については、学生自身は全
く考えていなかったため、指導前後の磨き残し
チェックを実施するよう助言した。事前準備とし

て、担任との打ち合わせの際に、当日の昼食後は
意識をしないよう日常の歯磨きをするように依頼
した。そして、指導前後でチェックをするように
促した。園の方針で染め出し液を使用できず、信
頼性や妥当性の高い評価尺度ではなかったが、目
視で確認した結果、指導前は4名いた磨き残しの
園児が、指導後には0名という事もあり、ブラッ
シング指導は効果的であったと考える。

5．おわりに
口腔内の清潔は、むし歯予防だけではなく、病

巣感染や栄養障害を予防する目的もある。基本、
乳幼児は仕上げ磨きが必要になるが、保育園や幼
稚園等では難しい場合も多い。しかし、生活習慣
の自立を考え、食後の歯磨きを自主的にできるよ
うに導いていくことが大切である。今回のブラッ
シング指導は1回のみの実施であったが、計画か
ら実施まで学生への助言等を行い、以下のことが
明確になった。①教材は発達段階や好みを考慮し
て選定を行う。②学生の指導案は臨機応変に対応
できるように詳細なものが必要である。③保健指
導を成功させるには、練習時間の確保と実施内容
の工夫が大切である。④反省を次に生かしていく
力が求められる。という事である。学生の評価を
考えてブラッシング前後で磨き残しチェックを取
り入れたことは良かったが、染め出し液が使用で
きず、目視のみの判断となったところが反省点
だった。さらに、事前打ち合わせが重要になるこ
とや臨機応変な対応については、学生の反省にも
挙がっていたため、今後はそれらを活かした継続
した保健指導を実施してほしい。

6．謝 辞
今回ブラッシング指導にご協力していただきま

したＦ幼稚園の園長先生はじめ、担任の先生方に
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領域「健康」の指導法についての研究
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3）厚生労働省：平成28年 歯科疾患実態調査結果の概
要

4）舟島なをみ：看護学教育における授業展開 医学書
院 2014 P110

5）巷野悟郎・高橋悦二郎：改訂 保育の中の保健
（2014） P3

6）厚生労働省：健康日本21 歯の健康
7）山田亜希子、栗原亜由希、杉山智美浅里仁、井上美

津子：家庭における子どもの歯科保健に対する保護者
の意識とその実態について ‐幼稚園での調査‐ 小
児歯科学雑誌53（4） 487－4942015487

8）小児科と小児歯科の保健検討委員会 2008
9）相澤文恵：母親の歯科保健に対する意識と保健行動

の関逆性 第2報 3歳児の母親を対象とした研究
口衛会誌 52：2‐11 2002

10）三好杏奈：保護者の歯科保健に対する認知度と歯科
保健行動の関連性‐保育園に通園する乳幼児の保護者
を対象とした調査研究‐日歯大東短誌 2：46‐53
2013

11）相田潤：乳幼児の「むし歯の健康格差」は成長とと
もに拡大 2017

12）宮原 修：教育方法‐授業を見る眼を養う 国土社
（1991）

光 武 きよみ
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