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きもの文化の伝承と発信のための教育プログラムの開発 

－ゆかたの着装を含む国内・国外での授業実践－ 

 

川端博子 （埼玉大学教育学部） 

薩本弥生
   
（横浜国立大学教育人間科学部） 

 

1. 研究の目的 

現代は核家族化の定着、便利な機器の普及、家事の外部化によって、生活技術を伝承する機会が減少してい

る。国際化・情報化の進展によってモノの入手が容易になる中で私たちの価値観も変化し、古き良きモノや自国の

伝統・文化への関心は低くなっているようである。被服に目を向けると、日本のきもの文化は、これまで日常着とし

て、あるいは「はれ」の場の衣服として日本の生活や自然と関わりながら、染織、縫製、着装に関わる技術に支えら

れ形成されてきたが、日常着が洋装化し既製服が普及した今日、これらの技術や文化が若者に伝承されなくなっ

ている[1]。 

このような背景の中で2006年の教育基本法が改正され[2]、それを受けて2008年3月中学校、2009年3月高等

学校告知の学習指導要領告示[3]では、国際社会で活躍する日本人の育成のため、我が国の郷土の伝統や文化

を受け止め、それを継承、発展させるための伝統や文化に関する教育の充実を図ること、国際社会の平和と発展

に寄与することが目標として記載された。そして、中学校の技術・家庭科の衣生活分野では「和服の基本的な着

装を扱うこともできること」[4]、高等学校家庭総合では「衣生活の文化に関心をもたせる」[5]が盛り込まれ 、日本の

伝統文化である和服について着装も含めて理解するための教育、すなわち、きもの文化に関する教育方法につ

いての検討、新しい教育デザインが必要となってきている。 

従来、きもの文化の伝承の媒体としてゆかたをとらえた研究[6]-[9]は見られるが、教育に結びつけて検討

したもの[10]-[11]は少ない。きものの着装に関して、教育の現場で研究授業を行い、着装教育にどのような

準備が必要であるか、どのような指導方法がよいかなどの検討は、特に学術レベルでは十分に行われていな

いが、新しい教育のデザインを組み立てていく上で欠くことができない作業である。大学生を主な対象とす

る、ゆかたに対するイメージ評価に関する研究はいくつか見られる[12]-[14]。ゆかたの着装に伴う外見およ

び気持ちの変容によって心理的影響を及ぼす側面や社会的役割について理解するという側面は、中学生・高

校生の着方学習にも結びつけられると考える。 

また、政府の施策の下、全国規模で外国人観光客が増加傾向にあり[15]、情報のみならず、人やモノの移動

を含むグローバル化が進んでいる。外国人の日本文化への関心は高く、日本の文化を世界に発信する機会が

増え、文化の相互交流はさらに進むと考えられる。しかし、日本の伝統文化をどのように伝えていくか、その方法

についての検討も十分とはいえない。 

こうしたきもの文化をめぐる様々な状況ふまえ、本研究では、家庭科の授業の中できものの中でも最もカ

ジュアルで身近であるゆかたの着装を含む体験的学習を通して日本のきもの文化を次世代に伝承すること

を意図した。新しい教材や授業の工夫とともに教師の基盤をつくる必要があると考え、教員研修にも着手し

てきた。また、グローバル化に対応し、海外の学校でのゆかたの着装を含む体験的授業実践を通して日本理

解と文化交流の促進に貢献していくことを目指す教育プログラムの開発と授業実践による海外発信を試み

た。研究の全体像は、図1に示すとおりである。 
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図1 研究の全体像 

 

  本プロジェクトは平成21～23年度文部科学省「人文学および社会科学における共同研究拠点の整備の推

進授業」の委託を受け「服飾文化共同研究拠点」として文化ファッション研究機構の助成を受けて実施してき 

た、通称「きものプロジェクト 代表 薩本弥生」を引き継ぐものである。ゆかたをはじめとするテキスト教材、

e-learningデジタル教材が一通り揃った段階で、着つけに終始せず、授業を通して伝えたい内容や、学習者に興

味関心を引き起こす方策などに力点を置くこととした。海外発信においては、きものを通した文化の発信と国際交

流を目的とするプログラムを検討し、ワークショップを実施してきたのでその内容を報告する。 

 

2. 研究の方法 

授業支援のための教材として、これまで準備してきた、ゆかた、着装・たたみ方DVD(図2)、生徒・教師がテーマ

学習や授業で活用できるテキスト教材(図3)、e-learningデジタル教材（図4）を活用しながら、平成25・26年度の2

年間で6の中学・高校校で着装を体験させる授業を実践した。ゆかたの着つけとその学習が授業の中で効果的に

なされるか、すなわち、生徒が着つけ技能を正しく評価できたか、着ることを通して衣服と社会生活との関わりやき

もの文化に対する生徒の興味・関心の喚起に寄与したかなどを、アンケートやワークシートの分析を通して考察す

る。 

併行して、平成21年度より継続させてきた本教育プログラムを題材とする教員研修の効果について検証した。さ

らに、海外の研究者・日本総領事館・在住者の紹介による、文化交流を兼ねて海外協力校での研究授業を行い、

参加者アンケート調査をもとに教育プログラムの分析・評価を試みる。 

 

3. 授業用教材 

3.1 ゆかたの着装およびたたみ方のDVD 

大妻女子大学名誉教授 呑山委佐子氏制作による、ゆかたの着装、たたみ方についての DVD（英語版と中

国版をその後再編集している）を、授業でのプレゼンテーションあるいは練習用に利用するとともに、講義を受講

する学生や教員研修の受講者などに配付している。 

3.2 ゆかたを題材としたきもの文化についてのテキスト教材 

文化女子大学（現文化学園大学）が所蔵する服飾関連の資料により、ゆかたを題材としたきもの文化について

のテーマ学習向けの「ゆかたがわかる」の教材を作成した。柄、模様、染め方、歴史などの内容を盛り込み、日本



 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科  

                                                                平成25・26年度 研究プロジェクト報告書  

3 

 

の伝統文化を伝えることを吟味して構成した。後半では、着つけの方法をイラストで示し、DVDと照らし合わせて

の利用ができるようにした。巻末にはきものの種類とTPOを解説している。DVDと同様、講義を受講する学生や

教員研修の受講者などに配付している。英語版でも編集しており、海外の授業や留学生対象のワークショップで

活用した。 

3.3 デジタル教材の掲載 

テキスト教材をもとに「着方が分かる」「たたみ方が分かる」「産地が分かる」「縫い方が分かる」を切口とするホ

ームページを掲載している。ゆかたの着装およびたたみ方のDVDを元に「着方が分かる」「たたみ方が分かる」

を、視聴したいページを簡単に選択できる、テキスト教材のイラストと同期させて、わかりやすく使い勝手が良い

ものとし、ホームページで公開している。http://kimono-bunka.ynu.ac.jp 

補足ながら、横浜国立大学の被服実習では平成 22年度から、埼玉大学では平成 27年度から、「縫い方がわ

かる」を活用してゆかたを製作している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 日本国内での研究授業の事例 

4.1ゆかたの着装を含む授業実践と解析から考える指導法の提案 

 大矢幸江・薩本弥生 (横浜国立大学) 

 

  

図3   日本語・英語版テキスト教材表紙 

 

 
 

 

  

 

 

図2  ゆかたの着装ビデオおよび編集作業風景 

 

 

 

図4 e-learning web教材のトップページ  

http://kimono-bunka.ynu.ac.jp/
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4.1.1 目的 

 今日、生活様式はほとんど洋風化され、和服文化は冠婚葬祭など人生の節目や季節のイベントにそのな

らわしが残る程度になっている。和服スタイルは単にその姿の継承だけでなく、日本に伝わる思いやりや

もてなしの精神を受け継いでいくものでもある。新しいものばかりでなく、よき伝統文化を継承し尊重し

ようとする機運が高まり、学校教育においても 2006年の教育基本法の改正で「伝統と文化を尊重し、国際

社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」等の目標が示された。それを受けて、中学校の技術・家庭

科の学習指導要領では「和服の基本的着装を扱うこともできる」と記載された。家庭科の授業で和服の着

装をどのように扱うか模索されている。 

今回、事前事後アンケートから、校種・学年による違いを明らかにし、効果的な授業提案のための基礎

資料とする。 

 

4.1.2 研究方法 

4.1.2-1  実施年度と校種、アンケート回答生徒数 

平成 25・26 年度神奈川県内の中学および高校 5校

でゆかた着装を含む授業を実施し、その前後でアンケ

ートを実施した。校種、学年、有効回答数を表 1に示

す。 

4.1.2-2  授業の内容 

ゆかたの着装姿を見て、男女の違いや各部の名称を

知る→男女それぞれの着つけの示範を見る→グループ 

に分かれTA1名と一緒に自分で着装する→ファッションショーなど活動を盛り込む→たたみ方の示範と実

習 

4.1.2-3 実習前後のアンケート 

アンケートの内容は以下の通りである。1）講習前；①ゆかたやきものの経験、②ゆかたやきものへの

興味関心6項目、③衣服への興味関心6項目、④伝統文化11項目の経験度（なし：0、1回：1、2回以上。

2）講習後；⑤楽しかった点、⑥難しかった点、⑦気づいたこと、⑧ゆかたの着つけ 12 項目、⑨ゆかた

を着た時の気持ち7項目、⑩ゆかたやきものについての考え8項目である。①は2択、②③⑧⑨⑩は5件

法（5：そう思う、4：ややそう思う、3：どちらでもない、2：あまりそう思わない、1：そう思わない）

とした。④は合計点の3以上を高群とし、⑤⑥⑦は自由記述にて回答を得た。アンケート分析により、中

高生のゆかたやきもの関する実態を把握し、その後、校種による比較を行った。 

 

4.1.3 結果および考察 

4.1.3-1中高生のゆかたやきものに関する経験と実態 

ゆかたの経験有：73.3％（祭り、花火大会、旅館）、着つけた者：母や祖母、ゆかた所持：40.5％。 

きもの経験有：65.4％（七五三、正月、卒業式）、着つけた者：プロや母、きもの所持：13.3％。「ゆかた

の着つけを自分でしたい」は50.6％（男子31.5％、女子61.9％）であった。ゆかたは夏の風物詩として、

花火大会やお祭りなどで多く着用されているが、きものに関しては6割以上が経験はあるが、そのほとん

どが七五三のみであった。 

 

表1 実施年度、校種、学年、有効回答数 

学校名 年度 学年 男 女 合計 

A校 26 県立高3 4 17 21 

B校 26 県立高2 64 157 221 

C校 25 附属中1 61 73 134 

D校 25 公立中2 65 89 154 

E校 25 公立中1 63 69 132 
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4.1.3-2  授業前後のアンケートの解析結果 

 事前事後の興味関心、気持ちなど 39 項目を集約して因子を抽出し、それら因子間の関連性を考察する

ため探索的因子分析（主因子法：プロマックス回転）を行った。 

 アンケートの探索的因子分析の結果、事前では2因子解、事後は4因子解が得られた。事前第1因子は

6項目から構成され「衣服への興味関心」、第2因子も6項目からで「ゆかたきものへの興味関心」と名づ

けた。事後のアンケートの解析結果より得られた第1因子から第4因子を各々「ゆかた・きもの関心、意

欲、高揚感」「ゆかた理解習得」「伝統文化関心」「ゆかた拘束感」と名づけた。これら 6 因子間の相関係

数は、「ゆかた拘束感」以外すべての因子間に0.1％水準で有意に相関がみられた。中でも「ゆかた・きも

の関心、意欲、高揚感」と「伝統文化関心」は最も相関が高く、関係が深いことが明らかとなった。6 つ

の因子に関して、伝統文化経験度を高群―低群に分けｔ検定を行った。「ゆかた拘束感」以外全てで5％水

準以上の有意であった。「ゆかたきものへの興味関心」が特に寄与しており、伝統文化の経験がきもの文化

への関心に強く関与していることが示された。 

4.1.3-3 中学生と高校生の比較 

学校（5校）が6因子に影響するかと「ゆかたを 

一人で着られるようになりたい」について一元配置 

の分散分析を行った結果、全ての因子が0.1％水準 

で有意であり平均値は「衣服への興味関心」と「拘 

束感」以外は学年の上昇に伴い上昇した。授業内容 

はほぼ同じなので、精神的成長が伝統文化への意識や、

理解度へ及ぼす影響は大きいと考えられる（図5）。 

授業前後で「自分でゆかたを着てみたい」「きものを着たい」「ゆかたのTPOに興味がある」「きものの

TPO に興味がある」の平均値の差を t 検定した。中 1 のE 校が前後での差が最も大きく現れ、興味関心

の上昇が1回の授業で最も効果的に現れた。ゆかたの着装後に何を扱うかは、精神的成長の高い高校生は

きもの文化への学習につながるが、中学生は難しく、体験して高揚感を味わい、伝統文化への興味を高め

る学習が適当であるといえる。 

（日本衣服学会第66回年次大会要旨集） 

 

 

4.2 きものの良さを味わい考える教育プログラムの提案  

長﨑翔子・川端博子（埼玉大学）、石川敦子（さいたま市立土合中） 

伊藤大河（学習院大学）、阿部栄子（大妻女子大学）、薩本弥生（横浜国立大学）  

                  

4.2.1 目的 

 平成24年度から使用されている中学校学習指導要領技術・家庭科の家庭分野に、「和服の基本的な着装

を扱うこともできる」が明記され、近年では衣生活の文化を扱う授業事例も増加している。ゆかたの着装

をベースとする授業を行って、授業後の調査では「楽しかった」「また着てみたい」という感想も多くみら

れ、ゆかたへの興味関心が高まったといえる。しかしながら、ゆかたへの興味関心が、きもの全般への理

解と興味関心に直接結びつくとは言い難いと指摘も受けてきた。 

 本研究では、人生の節目で着用する通過儀礼としての意味をもつきものに着目した。通過儀礼は、生涯

 

図5 ゆかた理解習得の平均値 
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に一度限りのものであり、それだけに社会的意味の強いきものである。それぞれの儀式に合わせたきもの

について、体験的活動を取り入れた学習プログラムを通して、きものの良さを味わい、知識・興味関心を

高めることを目的とする授業を提案し、実践した。授業実施前後における生徒のきものに対する興味関心

の変化とワークシートの記載事項をもとに授業の効果を考察する。 

 

4.2.2 授業実践と分析内容 

さいたま市立の中学校（1 年生 8 クラス 316 名）の協力を得て、平成 26 年 6 月～7 月に家庭科教諭と

TAの2名体制で3時間構成の授業を行った。生徒の実態を把握するため、きものの着用経験、興味関心、

成人式・結婚式で将来着てみたい衣装等を事前調査した。 

 1 時間目は、前時までの刺し子学習に関連させて、麻の葉やさや形等の伝統的文様について説明した。

きものを着装する様々な場面を提示する中で、人生の節目となる伝統的行事の七五三・成人式・結婚式の

意味を説明し、その時に着用するきものについて実物とスライドで解説した。次に、班に1枚ずつゆかた

を配付し、羽織ったり畳んだりしながら、きものの特徴を記述させた（ワークシート①）。 

 2・3時間目は、着装を通してきものの良さを体感させた。教師とTAがゆかたの着つけを示範して男女

の違いを学習した後、男女別 2～3 人のグループでモデルを決め、モデルの身長に合うゆかたで帯は自由

にコーディネートさせた。女子では、おはしょりを整える時間を短縮するため、あらかじめ揚げをしたゆ

かたとした。着装後、モデル全員を教室の前に並ばせて、教師の助言をもとにコーディネートや着方につ

いて考えさせた。モデルの生徒には着装時の気持ち、着つけた生徒にはモデルに似合うと思うゆかたと帯

の色柄を記入させた。授業のまとめとして、きものに用いられる文様や柄と身近な日本文化（四季の色や

和菓子等）を紹介し、きものの良さを記述させた（ワークシート②）。2クラスでは、まとめの前にタブレ

ットPC を使用して結婚式場や大学の研究室からの中継による解説を実施し、専門家から結婚式のきもの

について説明を聞いた。 

夏休みには、きものに関する調べ学習を宿題とした。9 月に、授業への取り組みの自己評価（きものの

特徴を知ることができた、ゆかたの着装に興味をもって取り組んだ等）、きものへの興味関心等を事後調査

した。 

 

4.2.3 結果および考察 

【きものへの興味関心】図6 は、きものへの興味関心（8項目）を5段階評価での回答の平均を男子につ

いてまとめたものである。事前調査に比べると、事後調査では男子の興味関心は全項目で有意に高まった。

女子も同様の結果であった。 

【将来着てみたい衣装】衣装別の回答割合を図7に示した。事前調査では、成人式は女子の約9割が「振

袖」を着てみたいと回答したが、男子は「紋付羽織袴」を回答した生徒が 3 割未満であった。結婚式は、

「きもの」の回答は男女共に2割に満たなかった。事後調査では、成人式と結婚式共に洋装の回答が依然

高いものの、きものの着用に対し肯定的な気持ちの変化がみられ、特に成人式の「紋付羽織袴」の回答割

合が高まった。 

【ゆかた着装時の気持ち／似合う色柄】ワークシート②の結果より、モデルとなった生徒のゆかた着装時

の気持ちは、「嬉しい」「引きしまる」などの4項目で6割以上が肯定的な回答をしたのに対し、「涼しい」

「動きやすい」の2項目では、半数が否定的に回答しており、ゆかたは機能性が低いと感じたことが分か

る。着つけた生徒は、モデルに似合う色柄をイメージし、男子では紺・茶等の渋い色にシンプルな柄、女
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子ではピンク等の明るい色に花柄の記述が目立った。衣服のコーディネートや印象効果、着方を考える学

習に結びつけることができると考えられる。 

【授業への取り組み】事後調査の結果より、知識理解に関する2項目と、きものの良さを感じることがで

きたかに「はい」と回答した生徒は9割を超え、授業を通してきものについて知り、きものの良さを感じ

させるねらいを達成できたと考える。 

 

 

（日本衣服学会第66回年次大会要旨集） 

5. 教員研修 

5.1 ゆかたの着装を通じて伝えるきもの文化の学習に関わる教員研修 

 薩本 弥生・大矢 幸江（横浜国立大学）、川端 博子（埼玉大学）、斉藤 秀子（山梨県立大学）  

     

5.1.1 目的 

現代は、国際化・情報化の進展によって新しいものへの関心が高まり、自国の伝統文化への関心は低く

なっている。衣生活に目を向けると日常生活が洋装化し、既製服が普及した今日、きもの文化への若者の

関心は低いと思われる。このような背景を受け2006年の教育基本法改正では、「伝統と文化を尊重し、国

際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」等の目標が示された。さらに、これを受け中学の 2008

年、高校の2009年の学習指導要領の告示では、「国際社会で活躍する日本人の育成のため、我が国の郷土

の伝統と文化を理解し、それを継承、発展させるために、伝統と文化に関する教育の充実を図ること」が

求められている。家庭科に関する新学習指導要領において中学校の技術・家庭科の衣生活分野では、「和服

の基本的な着装を扱うこともできる」や高等学校の家庭総合では、「衣生活の文化に関心をもたせる」が盛

り込まれている。 

このような背景のもとに、家庭科の授業で和服の着装をどう取り扱うかが問われている。そして授業を

実施するためには、まずは教師が関心を抱き、知識や技能を習得することが必要であると考えた。免許状

更新講習・県との連携による各種講座・附属中学校の研究協議会などの機会をとらえて、きものプロジェ

クトで取り組んできた教材・教育実践を紹介する研修を実施してきたので、その内容と効果について報告

する。 

図6 きものへの興味関心 図7 将来着てみたい衣装 
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5.1.2 研究方法 

5.1.2-1 学習内容 

担当した講師による相違点はあるが、概ね次に示すような内容である。 

 講義：ゆかたの基礎知識1（歴史・色柄・染・平面構成等） 

 演習：ミニチュアきものづくり 

 実習：ゆかたの着装…女性用、男性用示範→参加者の着装→記念撮影、川柳作成→ 

たたみ方示範と実習→自己評価 

 講義：ゆかたの基礎知識2（ゆかたの手入れ・きものの格・TPO） 

話し合い：これまで行ってきた実践内容およびその効果に関するレポートの紹介 

 総括：川柳の発表と意見交換、テストおよびアンケート 

5.1.2-2 講習後のアンケート調査内容 

講習後に以下の9項目について5件法で調査を行った。①講習前のきもの全般に関する知識、②着つけ

に関する知識・技能、③講習内容13 項目に関する興味関心（図8）、④ゆかたの着つけを含む授業の導入

意欲、⑤授業で扱いにくい内容の程度（9項目）、⑦ゆかたを着装した時の気持ち6項目、⑧ゆかたやきも

のに関する興味、⑨「ゆかたがわかる」パンフレットの21項目の興味の程度である。なお、5件法の尺度

は（5:非常にそう思う，4:ややそう思う，3:どちらともいえない、2:あまりそう思わない，1:そう思わない）

とし、4 以上を肯定的な回答とした。①１クラスの人数とクラス数、②ゆかたレンタルの利用の有無（2

択式）、③レンタルシステムの指導員の希望、④1学年が利用するためのレンタル期間、⑤レンタル料の支

払い可能性の目安についても調査した。さらに「被服に関する実践や活動内容」、「伝統文化に関わる実践

や活動事項」、「実践可能な授業内容」については自由記述で調査した。 

 

5.1.3 結果および考察 

5.1.3-1 受講者の興味関心 

講習の効果を把握するためのアンケート調査の分析結果を以下に示す。 

講習に関する興味・関心については、すべての項目で「興味がもてた」「ややもてた」と回答し、平均点

が4.0を超えている（図8）。特に「着つけ」や「ミニチュアきものづくり」は関心が高く、体験学習の効

果が感じられる。 

 

図8 講習内容と興味関心の程度 
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興味関心の高さをきものに関する知識や技能により高群、低群に分けた2群による平均の差の検定で分

析した結果、きものの知識量が多いと、「歴史・文化」「授業実践の紹介」「着つけの自己評価」に興味関心

が有意に高く、教師のきもの文化への造詣が深いほど実践に意欲的で、生徒にも着つけ技能を習得させた

いと思う傾向がみられた。 

 

5.1.3-2 受講者の意識の変化 

着つけ前後での意識を比較すると、講習の効果が明らかになった(図9)。「着つけの技能」「和服文化の知

識面」ともに講習前は「自信がない」の点数は 3.8 程度だったものが、講習後は 2.8 程度になっており、

着つけの技能や知識が「授業で扱いにくいと考える」理由ではなくなった。 

5.1.3-3 授業への導入意欲 

ゆかたの着つけを授業で扱いたいかについては、平均点が 3.9 程度と関心が高い。特に講習前から知識

や技能面が高いと授業への導入意欲は高い。授業への導入意欲を講義内容への興味・関心項目と関連づけ

て分析した。図 8 に示した講義内容の各項目について「興味がもてた」「ややもてた」を興味高群とし、

それ以外を興味低群とすると、「ゆかたの歴史・文化」「実践授業の紹介」「立ち居振る舞い」への興味高群

が有意に授業へ導入したいと意欲的であった

（図 10）。歴史文化や立ち居振る舞いについて

の内容が授業に役立ちそうと捉え、授業で扱う

ことへの意欲に関係したと考える。 

授業実践後も着つけ技能に自信がないと授業

実践への導入に意欲が低いことが明らかとなっ

た。ゆかたの「レンタルシステムを利用したい」

と答えた群は有意に授業導入に意欲的で、指導

員の派遣も希望している。 

しかし費用負担については消極的

で、「ゆかたが準備できない」「アシ

スタントが不足している」も障壁と

なっている。しかし、「生徒が興味を

もつ」と考え（平均点3.9程度）、教

師自身が着つけに関心が高いと生徒

も体験的学習への興味が高いと捉え

ていることが分かった。 

 

（日本衣服学会第65回年次大会要旨集） 

 

 

 

6. 海外へのきもの文化発信のため

の教育プログラム開発のためのゆかた着装ワークショップ 

6.1 アメリカ合衆国オレゴン州Portlandワークショップ 

 

図9 講習前後の自信がない程度 

 
 

 

図10 授業への導入意識に影響する項目 
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2013年9月18～26日、 薩本と川端他、きものプロジェクトメンバー斉藤秀子氏（山梨県立大学）、扇澤

美千子氏（茨城キリスト教大学）、阿部栄子氏（大妻女子大学）、佐原亜子氏および学生2名の計8名がアメ

リカ合衆国ポートランドに出向き、現地の高校4校(Sheridan Japanese School，Grant High   School，

International School of Beaverton，Valley Catholic High School)の日本語履修の生徒を対象にゆかたの

着装ワークショップを行った。 

現地の高校生たちは、スライドや開発した英語版テキスト教材を熱心に読みながら、ゆかたの歴史や特

徴についての説明に耳を傾け、男女のゆかたの着装示範も非常に興味を持って見てくれた。実際にゆかた

の着装を行う際も、積極的に自分で着装を行おうと、こちらの示範や説明を聞きながら熱心に着装に取り

組んでいた。 

ゆかたの着装を行う前と後では、現地の高校生の表情や立ち居振る舞いまで変化が見られ、特に振袖の

帯結びの実演では、モデルとなった現地の高校生の変化に日頃接している先生方も驚いたほどであり、ゆ

かた・きもののもつ魅力を改めて感じ、われわれ自身も日本の伝統文化への誇りを一層感じる機会となっ

た。 

実施した内容は以下の項目である。 

①  事前の日本の文化に関する参加者アンケート 

②  英語版テキスト教材を用いたきもの文化に関する講習 

③  学生TAによるゆかたの着装の演示紹介 

④  生徒たちのゆかたの着装体験 

⑤  簡易お茶席のデモンストレーションと代表者の体験 

⑥  振袖の着つけ・帯結び演示紹介 

⑦  着装後の着装感等についての参加者アンケート 

 本年度の新しい試みとしては、帯結びの実演を取り入れたことである。振袖の帯結びにより、ゆかたの

半幅帯と長さや幅の異なる帯結びについて紹介できた。その際のモデルとなった現地の高校生から感想を

聞くことができた。また、昨年度に引き続き、簡易お茶席を行ったが、英語、日本語での解説を交えなが

ら、代表2名の生徒が体験し、他の生徒にはその様子を見学してもらい、お辞儀で始まりお辞儀で終わる

礼儀を通じて日本の精神性を味わってもらった。 

 

 

学生TAによるゆかたの着装の演示の様子  阿部氏による振袖の帯結びの演示 

              Sheridan Japanese Schoolにて 
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  Grant High School にて着装後の集合写真   佐原氏による簡易お茶席のデモンストレーション 

 

 

   International School of Beavertonにて   最終日のプロジェクトメンバー+カメラマン 

日本領事事務所からの参観もいただいた。 

 

6.2 オーストラリア国ニュー・サウス・ウェールズ州Sydney ワークショップ 

2015年3月1～8日、薩本と川端他、きものプロジェクトメンバー斉藤秀子氏（山梨県立大学）、扇澤美

千子氏（茨城キリスト教大学）、学生6名の計10名が、現地に向かい、University of New South Wales，

Sydney Girls’ High School およびUniversity of Technology, Sydneyの生徒・学生・一般対象にゆかたの

着装ワークショップを開催した。 

新たな試みとして、1つ目は協力校である埼玉大学の「短期留学：シドニー英語と多文化研修」の一環

として、埼玉大学 宇田和子氏と20名の短期留学生と合流し、UNSWとUTSでのワークショップに合同

参加とした。出国前に短期留学生に着つけの講習会を開催し、短期留学生に着つけを習得させた。現地で

はゆかた着装実践時に各グループの中にサブTAとして入ってもらった。日本のきもの文化に誇りを持って

主体的かつ積極的に発信していく姿が見られ、短期留学生達にとって、自国の伝統文化を他国に伝えてい

く中で、彼ら自身が忘れているあるいは知らなかった日本の伝統の１つであるきもの文化の魅力を再発見

し、誇りや愛着が持てるようになったのではないかと考える。 

 2つ目の試みとして、今までの講義内容を全面的に改定し、ゆかたのみならず、振袖、留袖などの女性

用の正装用きものや男性の正装用の羽織・袴を着装したモデルに登場してもらいながら、きものに描かれ

た伝統的模様とその意味、きものから読み取れる日本人の感性などを解説するプログラムを横浜国立大学

薩本研究室が企画し、参加メンバーの協力を得て実践した。 
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現地の参加者たちは、スライドや英語版テキストを熱心に読みながら、きもの文化面のレクチャーに耳

を傾け、男女のゆかたの着装示範にも非常に興味をもって見ていた。新たに試みたきもの模様ワークでは、

「きものは美しい」という印象のみならず、「きものに託された気持ちや思い」「春夏秋冬の四季」「もった

いない精神」「環境配慮の循環型社会」などといった日本人の豊かな感性を現地の参加者たちが感じ取って

くれ、これまでより深めた内容を伝えられたと考える。 

ゆかたの着装では、参加者は積極的に自分で着装を行おうと取り組んでいた。ゆかたの着装を行う前と

後では、現地の参加者らの表情や立ち居振る舞いに違いが見られたように思う。 

実施した内容は以下の項目である。 

①  日本の文化に関する事前アンケート 

②  振袖・留袖・紋付き袴を着たモデルで現物を見せながら、きものの歴史や文化、デザイン、模様 

  と意味などのきもの文化に関するレクチャー 

③  男女の違いの紹介  

④  学生によるゆかたの着つけの演示と解説 

⑤  参加者のゆかた着装実践 

⑥  たたみ方のデモンストレーション 

⑦  着装後の着装感等についてのアンケート 

 

 

振袖・留袖・紋付羽織袴の紹介 

 

きものに関するレクチャーをする院生の福田さん       ゆかたの示範をする徐さん 
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UNSW での記念撮影（参加者、短期留学生、プロジェクトメンバー） 

 

SGHの校庭での記念撮影 

 

最終WSを終え、UTS裏門にてタクシーを待つプロジェクトメンバー 
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アンケート内容の分析は今後の課題である。 

6.1と6.2は、WEBサイトhttp://www.ynu.ac.jp/hus/edu/1085/detail.htmlにて詳細が公開されている。 

 

7.  まとめ 

日本のきもの文化は、日常着が洋装化し既製服が普及した今日、若者に理解されにくくなりつつある。一方、全

国規模で外国人観光客が増加傾向にあり、情報のみならず、人やモノの移動を含むグローバル化が進んでいる

が、日本の伝統文化をどのように発信するかについての検討は十分でない。このようなきもの文化をめぐる現状を

ふまえて、本研究では、きもの文化を伝承するための、そして、世界へ発信するための教育プログラムを開発する

ことを目的とした 

きものの中でも身近なゆかたを取り上げ、その着装を含めたきもの文化の理解を深める体験型教育プログラムを

開発し、実践した。これまで作成してきた教材「ゆかたがわかる」をテーマとするテキスト版、デジタル版を作成し、

インターネットでの教育サービスの提供している。ゆかたの着つけは日本語版に加え、中国語版、英語版のデジタ

ル教材も作成し、海外へのインターネットでの教育サービスの提供を試みた。 

平成25・26年度には、中学・高等学校の協力校6校で授業実践し、授業前後にきもの文化や着装感に関わるア

ンケート調査を実施した。授業実践後の調査の分析により日本の若者も外国の若者もゆかたの着つけの技能の習

得は十分と捉えていないが、着つけの仕方を理解し、着装後に高揚感を感じ、それらの体験がきもの文化への興

味関心を高めることに貢献していることが確認された。きもの文化を紹介する本体験型プログラムは、日本の若年

層に日本の「きもの」文化を尊重し継承・発展させようとする心を育て、外国の若者にも日本の伝統文化に対する関

心を高め国際交流にも寄与できると考察された。  
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加の大学生。 

一連の研究活動において協力下さった、きものプロジェクトのメンバー 斉藤秀子氏（山梨県立大学）、扇澤美千

子氏（茨城キリスト教大学）、阿部栄子氏（大妻女子大学）、呑山委佐子氏（大妻女子大学名誉教授）および横浜国

立大学薩本研究室 院生大矢幸江氏、福田幼子氏、徐 智イン氏、埼玉大学川端研究室 長﨑翔子氏および 伊
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8. 付記  

8.1 国内協力実践校 (6校) 

1．横浜国立大附属横浜中学校（1年 134名） 

2．横浜市立東鴨居中学校 （2年 154名） 

http://www.ynu.ac.jp/hus/edu/1085/detail.html
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3．神奈川県立二宮高等学校（3年 21名）  

4. 神奈川県立小田原総合ビジネス高等学校（2年 221名）  

5. 横浜市立下瀬谷中学校 （1年 132名） 

6. さいたま市立土合中学校（1年 316名） 

8.2 教員研修 

1. 横浜国立大学：東京都私学研修会：平成25年度（26名） 

2. 埼玉大学：免許状更新講習： H25年度（19名） 平成26年度（11名） 

3. 山梨県立大学：山梨県総合教育センター家庭科授業力向上研修：平成25年度（14名） 

8.3 海外協力実践校  

1. Sheridan Japanese School 

2. Grant High School 

3. International School of Beaverton 

4. Valley Catholic High School 

5. University of New South Wales  

6. Sydney Girls’ High School  

7. University of Technology,  Sydney  

8.4 成果発表 

 [雑誌論文] 

1. 薩本弥生、川端博子、斉藤秀子、扇澤美千子、呑山 委佐子；ゆかたの着装体験を含む教育プログラム開

発をめざした中学校技術・家庭科での授業実践、日本家庭科教育学会誌、14-22、56(1) (2013) 

2. 薩本弥生、川端 博子、 堀内 かおる、扇澤 美千子、 斉藤 秀子、 呑山 委佐子；きもの文化の伝承をめ

ざしたゆかたの着装を含む教育プログラム開発のための中学校技術・家庭科での授業実践－教育学部の

大學生アシスタントティーチャー(AT)を活用した試みから－横浜国立大学 教育デザイン研究、第４号、

35-44(2013) 

3. 川端博子、薩本弥生、斉藤秀子、扇澤美千子、呑山 委佐子；ゆかたの着装を題材とする授業実践の試み、

日本家庭科教育学会誌、78-89、56(2) (2013) 

4. 川端博子、小林由実、加藤順子、薩本弥生、斉藤秀子、呑山委佐子；文化の伝承を手がかりとする衣生活

学習への試み－ゆかたの着装を題材とした教育プログラムの検討- 埼玉大学教育学部紀 67-81、62(2) 

(2013) 

5. 扇澤 美千子、川端 博子、加藤 順子、薩本 弥生、斉藤 秀子；ゆかたの着装体験を組み込んだ総合的

な学習の時間の授業分析、埼玉大学教育学部紀要1-12、62(1) (2013)  

6. 扇澤美千子、川端博子、山口香、薩本弥生、斉藤秀子； ゆかたの着装から伝統文化の理解へと導く授業

実践の試み、埼玉大学教育学部紀要 11-24、63（2）（2014） 

7. 大矢幸江、薩本弥生、川端博子、斉藤秀子；教員研修がきもの文化伝承のための教育プログラム普及に果

たす役割―ゆかた着装体験を含む授業―、日本衣服学会審査中 

[学会発表]  

1. 薩本弥生、伊野真友美、川端博子、斉藤秀子；海外でのゆかた着装を含む授業実践、日本家庭科教育

学会第56回大会（平成24年6月） 

2. 薩本弥生、大矢幸江、川端博子、斉藤秀子；ゆかたの着装を通じて伝えるきもの文化の学習に関わる
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教員研修；日本衣服学会第65回年次大会(平成24年11月) 

3. 大 矢 幸 江、薩 本 弥 生；ゆかたの着装を含む授業実践と解析から考える指導法の提案、日本衣服

学会第66回年次大会（平成25年11月） 

4. 長 﨑 翔 子、川 端 博 子、石 川 敦 子、伊 藤 大 河、阿 部 栄 子、薩 本 弥生；きものの良

さを味わい考える教育プログラムの提案、日本衣服学会第66回年次大会（平成25年11月） 
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