
クラス・なまえ
６－５

たかはし ゆうきさん

６－１

とりうみ ももこさん

６－４

いちかわ　えいとさん
いつはみがきをする？ 夜ねるまえ 朝ごはんのあと・夜ねるまえ 夜ねるまえ

すきな たべもの からいもの にく・すし ラーメン

すきな おやつ ★こんにゃくゼリー アイス・チョコ・スナックがし ポテトチップス

はの けんこうの

ひとことポイント

１日１かい、しっかりはみがき

すること。★はみがきこをつ

かわずにしっかりみがく。

は と は の あいだの

よごれを とるために★『しか

んブラシ』と『でんどうハブラ

シ』をつかう。

★おくの は まで しっかり

そうじをすること

クラス・なまえ
６－１

きくち しんぺいさん

６－１

ひらた りおなさん

６－２

かくない ゆずはさん
いつはみがきをする？ 朝ごはん・夜ごはんのあと 朝ごはんのあと・夜ねるまえ 夜ねるまえ

すきな たべもの チーズグラタン・えだまめ ちゅうかりょうり いろいろ いちご

すきな おやつ ★いもけんぴ・あげもち

スナックがし・チョコなど

（★かぞくとわけて すこしず

つ たべます）

とくにきまっていません。

★おやつは ときどきです

はの けんこうの

ひとことポイント

はみがきは、★はぐきをきず

つけないように、ていねいに

長めに！（5～7ふんくらい）

★まいにち はをみがく。
はみがきを ★かならず

わすれないこと

クラス・なまえ
６－４

はせがわ　あおいさん

６－５

やまもと はるなさん

６－５

てらだ わたるさん

いつはみがきをする？ 朝ごはんのあと・夜ねるまえ 朝ごはん・夜ごはんのあと

朝ごはん・夜ごはんのあと

夜ねるまえ

おかしをたべたあと

すきな たべもの パスタ ミートソーススパゲッティー ポテト

すきな おやつ ★グミ
ポテトチップス

（★３人でわけて たべる）
ポテトチップス

はの けんこうの

ひとことポイント

★むしばがなくても、ときど

きはいしゃさんにいってはを

みてもらう。

★はみがきは５ふんいじょ

う。

★はの うらも みがいたり、

じどうの ハブラシを 使うの

も いいと おもいます。★は

みがきの まえに、うがいを

２かいくらいしてからのほう

が おすすめです。

★はみがきは、かがみをみ

ながらしっかりやる。

ひごろのおこないと、

イケメンであることも

ポイント。

クラス・なまえ
６－５

あらき さほさん

６－６

そえじま あかりさん
いつはみがきをする？ 朝ごはんのあと・夜ねるまえ 朝ごはんのあと・夜ねるまえ

すきな たべもの カレーライス ハンバーグ

すきな おやつ チョコレート・アイスクリーム ★おせんべい

はの けんこうの

ひとことポイント

★毎日かかさずはみがきを

すること。★あまいものをた

べたときには、よくうがいを

してからはみがき。

★まいにち はみがきを

すること

【優秀】
６年５組 高橋 維樹くん
【優良】
６年１組 鳥海桃子さん
６年４組 市川瑛人くん

この１１人の中から、
さらにきれいな３人として
えらばれました。
おめでとうございます！

令和２年度
船橋市立葛飾小学校
保 健 室
１０月号

児童数配付

し か けんしん

10／8（木）歯科検診をやりました
しかけんしんでは、歯（は）が きれいな６年生が １１人 えらばれました。
歯のけんこうの ひけつは なんなのか、１１人にインタビューをしたらこんなこたえでした。
ヒントになりそうなところに★をつけています。まねできそうなひけつはあるかな・・・？

とくべつインタビュー

どうしてあなたはむし歯がないの？



その３
はがきれいな人は、やっぱり○○○○のやりかたには
こだわっているようだ。

はが きれいな人たちの こたえから、はみがきに いろんな『わざ』があることが わかります。
★はみがきこをつかわないでみがく。
→はみがきこの あわで ごまかさないので、しっかりていねいに みがくことができます。

はみがきこを つかいたいときは、しあげに すこし つかうだけでも じゅうぶんです・
★はのおくやうら、みがきのこしがないよう、ていねいに、やさしくみがく。

（じかんのながさは 人それぞれでしたが、さいしょは ５ふんくらいを いしきしましょう）
★かがみを みながら みがく・しかんブラシ（フロス）・でんどうハブラシ などを つかう。

その１
はがきれいな人は、○○にかならず
はみがきをしている。
１日のうちでいちばん たいせつなのは、○○の
はみがき です。
むしば は、ねているあいだにも すすみます。
たべかすを ながいじかん くちのなかに
ほうっておくと、むしばきんのえさになって、
はの よごれ（しこう）が ふえ、はを とかしてしま
います。
もちろん、あさや きゅうしょく、おやつのあとにも
はみがきを するのが りそうてき ですが、
じかんが ないひとは うがいだけでもしましょう。

ただし、○○は
かならず はみがきを！

とくべつインタビュー からわかったこと・・・
その２
はがきれいな人のすきなおやつのなかは、
よく○○ものがあるようだ。
そして、あまいものでも、だらだらたべていな
いようだ。
グミやいもけんぴ、おせんべい、こんにゃくゼリーなど、
はごたえのあるおやつを こたえている人が います。
よくかむと、だえき（つば）が たくさんでるので
むしばを ふせぐはたらきが あります。
あまいおかし でも、じかん と りょうを きめて
たべること、たべたら はみがきをするなど
くふうして、たのしい おやつに
したいですね。

こたえ：よる
こたえ：よく『かむ』もの

こたえ：はみがき

厚生労働省より
季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い

新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けてインフルエンザワクチンの需要
が高まる可能性があります。今年は過去5年で最大量（最大約6300万人分）のワクチンを供給予定
ですが、より必要とされている方に、 確実に届くように、ご協力をお願いします。
○ 原則として、
予防接種法に基づく定期接種対象者（65 歳以上の方等）の方々でインフルエンザワクチンの
接種を希望される方は10 月１日（木）から接種を行い、
それ以外の方は、10 月26 日（月）まで接種をお待ちいただくようお願いします。

○ 10 月26 日（月）以降は、
特に、『医療従事者、65 歳未満の基礎疾患を有する方、妊婦、乳幼児（生後6 ヶ月以上）～小学
校低学年（２年生）』の方々で、インフルエンザワクチンの接種を希望される方に対して、接種が可
能となります。

○ なお、これら以外の方々についても、10 月26 日（月）以降は接種をお待ちいただく必要はあり
ません。

★補足：『お願い』ということで、『10/26まで受けられない』ということではないようです。

じぶんのべろで
1本ずつ、
つるつるか
たしかめよう

しかんブラシやフロスは、
はのあいだのよごれを
とるのにべんりです。

でんどうハブラシ


