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要約

家庭科で指導している衣生活の内容と現在の大学生や児童の衣生活との

間の大きな差を実感した。衣生活を価値の面からとらえ、不変的価値と流

動的価値に分けた。流動的価値に今まで取り入れてこなかった消費者教育

の視点を取り入れることで、より良い衣生活教育が可能であると考え,大

学生のアンケート調査を基に考察を行った。

不変的価値は、家庭科教育を充実させ、継続的な実践教育をすることが

大切である。また流動的価値は、消費者教育の目標を取り入れ、流動する

社会的、文化的環境に常に対応出来るように教師は学びつづける努力が必

要である。

はじめに

近年、大学生の衣生活や小学生の衣生活と家庭科で指導してきた内容(1)

との間での大きな差を実感してきた。ファッションに関する雑誌では、赤

ちゃん用、子供用、小学生用、中学生、高校生用、ヤング用、婦人用等、

世代別に多数ある。これらの雑誌は、衣服や服飾品（バッグ、靴、アクセ

サリー）だけでなく、髪型、コスメ、ネイルアート、住まいのコーディネ

イト、ファッション情報など総合的な内容となっている。これらの雑誌の

内容は、世代別に多少の違いはあるが、大きな差は見られない。児童、小

学生、中学生、高校生を対象にした雑誌で見てみると、衣服や服飾品は男
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女共にカラフルであり、金額もかなり高額なものが多い。

家庭科で指導するところの計画的な家庭生活、買い物の仕方、金銭の記

録等を含めた衣生活の指導内容と現実の消費生活との差は一般的には非常

に大きい。この差は、勿論それぞれの家庭の家族構成、収入の違い、ライ

フサイクルや価値観の違いにもよるし、時代や場所、景気の動向にも大き

く作用される。また各年齢層での消費生活における衣服への支出の順位が

異なることにもよる。

我々の衣生活は、人間とそれを取り巻く環境との相互作用でなりたって

いる。このなかでも大きく変化する要因とそうでないものとがある。自然

という環境は、よほどの天変地異がないかぎりあまり変化しない。その反

面社会的、文化的な環境は、社会機構の変革や経済社会の変動、科学技術

などの進歩によって大きく変化する。衣生活の価値(2)を、健康、安全、美、

社会、創造、快適、経済、管理の8項目からとらえて見るとき、価値の内

容は、時代、場所、家族、個人によって可変的、流動的、多様なものであ

ることがわかる。したがって衣生活の価値も大きく変化する要因と変化し

ない要因とに分けることが出来る。これらのことを考慮しながら衣生活の

指導の内容を確認していく必要が生じてきた。

そこで変化しない要因（不変的価値）として健康、安全、快適の価値を

とらえ、美、社会、創造、経済、管理を変化する要因（流動的価値）とし

てとらえてみた。

現在小学校では消費者教育は科目として扱われていないが、衣生活の分

野とは重なり合うところが多い。下着の選び方、既製品を選んで買う、上

手な買い物、買い物の仕方等の項目でも消費者としての意識や判断力につ

いての指導が取り扱われないままできた。消費者教育は衣生活の流動的な

価値を指導する過程で役に立つと考えた。そこで家庭科と消費者教育をど

のように関連させればより良い家庭科の衣生活指導が可能であるかを考え

てみた。消費者教育の養成能力目標は次のようである(3)。

（1）コンシューマリズムをもとに消費者の権利と責任を自覚する能力

（2）消費生活を企画する能力
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（3）購入する能力（情報を集める、商品、商店を選択する）

（4）製作する能力

（5）使用管理する能力

（6）消費生活を総合的に評価し、問題点を処理する能力

（7）消費者組織をつくり、それに参加、運営する能力（個人または、家

族集団として、社会生活と関連させて考える）

これらの大きく変化する流動的価値と余り変化しない不変的価値とを

しっかりと分別し、家庭科のなかの衣生活教育の学習指導内容に、消費者

教育をどのように取り入れてゆくべきか、大学生のファッションについて

の考え方や、衣生活についてのアンケート調査を踏まえながら考察をおこ

なってみた。

アンケート調査

アンケート調査は記名式、記述回答で行った。

調 査 日：2003年、6月6日

調査対象：年齢19～22歳の大学生の男女別は下記の表である。

朝日新聞の2003年1月～8月の記事を参考にした。

衣生活の価値について

（1）健康

被服は、人間が生物としていきてゆくために必要なものである。このこ

とは、学習指導要領のなかの5年生で扱う内容(4)のなかで、体から出る汗

やあぶらを吸収できる下着の選び方、そして季節や気温に応じた日常着の

 大学生／女子 ７２

 　　　　男子 ５１

 合　計 １２３ （名）
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着方について指導を行っている。また、衛生的な着方をするために洗濯に

必要な洗剤や用具の使い方を理解させ、下着などの洗濯ができるように指

導している。しかし現実には、ここで指導している下着の着方をそのまま

実行する習慣は急速に失われている。

アンケート調査によれば、夏季において大学生の下着は、パンツ、ブ

リーフ、トランクス、ブラジャーを除いて着用をしていなかった。それは、

近年男女ともに性差のない服装であるパンツルック姿が主流であることに

もよると考えられる。女子の場合、スカートをはく機会がすくなくなった

ことによりシミーズなる下着が必要でなくなった。小学生でも、学校に登

校している場合、同じような傾向が見られる。登校着は学校や大学という

場にふさわしく活動しやすく、楽であって、洗濯のし易い服装としてパン

ツルックは適している。

大学生の服装についてアンケート調査を行った結果は次のようである。

男子の上着は、いづれも下着として指導して来たランニングシャツや丸

首シャツを着用しないで、上シャツやTシャツをそのまま着用していた。

冬季になっても下シャツを着ないで、Tシャツに上着を重ねてゆくという

着方であった。

このことは服装のルールがなくなってきていることを示している。服装

のノールール化とは、下着の省略化、着装の逆転化、下着のアウター化で

あり、ドレスダウン化、ドレスアップ化、ミスマッチ化、転移化であると

城一夫氏は指摘している(5)。下着のアウター化とは女子学生の着るキャミ

ソールがこれに当たる。このキャミソールに関しては、男子学生からは、

肌を露出しすぎているという批判が数人からあった。着装の逆転化とは上

着の下着化であり上シャツをそのまま着用し重ね着をしてゆく着方であ

る。その他、スポーツウエアをタウンウエアとして利用したりシャツをズ

ボンの外に垂らして着たりと様々である。

女子でも夏季においては、多くの学生がブラジャーにTシャツにズボン

という服装であり男子と同じ傾向にあった。また小学生においても同じ傾

向が見られる。
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家庭科で指導している人体より分泌する汗や脂肪などを吸収し、洗濯に

強く、動き易い木綿素材のメリヤス編みの市販されている下シャツと称す

るものを着用しない。この点で、「保健衛生に対する適応」、「季節気温に

対する適応」との題材で、下着を主にした被服の衛生的な着方を指導して

いる事との間に差が生ずる。

アン・ホランダーの著書「性とスーツ」(6)で指摘しているように男性の

シャツはもともと下着であり、Tシャツはさらに下に着るものであり、素

肌をじかに保護する衣服であった。したがって服装のノールール化はあな

がち不適当ではない。

また、ジーンズとTシャツのように大学生が着ているファッションは小

学生にも手軽に取り入れられている。服装のノールール化が進んでいる現

在、Tシャツやシャツを下着件として着用している現状であればこれらの

担う役割として、「保健衛生に対する適応」、「季節気温に対する適応」の

目的に添った素材の選択を指導してゆかなければならない。

しかし現実には、学生の着ているTシャツやシャツの組成表示について

のアンケート調査によれば、綿100％のTシャツばかりではなく、ポリエ

ステル60％、レーヨン35％、ポリウレタン5％（韓国製）の製品を着用

していた。多くの学生が着ていた日本のメーカーが外注している中国製の

Tシャツは、ほとんどが綿100％のものが多かった。今流行しているアメ

リカからの古着を着用している学生のTシャツもほとんど綿100％であっ

た。

アメリカの普段着は簡単に洗濯ができる目的に合った機能性重視の製品

が多い。洗濯機の機能も日本の製品と異なる。ヨーロッパからの古着の輸

入製品も綿100％の製品が多い。普段着や仕事着に綿製品が多いのは、洗

濯にたいして丈夫であるとか汗や垢を吸収し易いということだけではな

く、やはり水が硬水で洗剤を溶かすためや汚れを落としやすくするため、

かなり高い温水を利用するように洗濯機がつくられていることにより、他

の化学繊維製品が混入すると熱で変成してしまうからである。日本の洗濯

機は水が軟水であることもあって機能性が優れておりかなりの手洗いマー
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クの製品にも対応できる。しかしシャツなどには、木綿の製品は鮮やかな

色を出すのは難しく、化学繊維を加えることにより鮮やかな色合いを出し

易く、また洗った後しわになりにくい場合が多い。

服装のノールール化により、Tシャツやシャツを地肌に着用する現在で

は、これらの現状をふまえ下着としての役割をも合わせ持つTシャツや

シャツの健康的な着方、素材の選び方については、その不変的価値として

の指導を徹底してゆくことが大切である。

（2）安全

安全という点から被服を考えるとき、人体を外界から保護すると同時に、

防寒、防暑、防雨などの働きを助けさらに、防火、防毒などの外力からの

身体の損傷を防ぐためにも被服は大切である(7)。これらの目的をはたすた

めの繊維素材や各種衣料処理剤については、皮膚や内臓等、身体に悪影響

をもたらしてはならない。また、被服を廃棄するときと洗濯廃液を排出す

る際との環境問題についても考慮しなければならない。児童の被服の着用

目的の項目で保健衛生に対する適応、季節、気温に対する適応の指導、さ

らに作業活動に対する適応、社会生活への適応の指導が目的となっている。

被服の役割である防雨については、現在雨コートを利用する学生はほと

んどいなかった。自転車で通学する学生、またオートバイで通学する学生

は防雨具を利用していた。電車やバスの利用者、また徒歩で通学する児童

は都市の近代化により雨具を必要としないばかりでなく、ファッションの

観点からも利用をしない。つまり防雨具は利用回数が少ないことと、格好

の良いデザインが少ないので着用していない。冷暖房の完備や都市の形態

さらに温暖化傾向もあって、防寒具も関東以南では近年あまり必要とされ

ない。防暑具はむしろ冷暖房の普及により、健康のために体の冷えすぎに

注意を促さなくてはならない点を考慮しなければならない。冷暖房の普及

により健康を守るための服装を指導するには、それぞれの労作に適した環

境温度を把握させることが大切である。この点では、現代の重ね着ファッ

ションは美とか創造だとか個性の表現という面だけではなく、簡単に温度
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調節が可能であるという点で理にかなった服装である。

また洗濯の実習を通しては、洗剤や洗濯廃液の排出による河川の汚れや

河川の水を浄化し飲み水にする時消毒のために用いる塩素が原因で、飲み

水にカルキ臭さが付くだけでなく、発ガン物質であるトリハロメタンを発

生させるため、家庭からの排水について環境問題という観点からも指導が

行われている。しかしその後の実生活では、ほとんどこの指導は生かされ

ていないのが現状であった。

アンケート調査によれば、大学生の洗剤の購入の仕方は、安い、コマー

シャルで見慣れたもの、販売店で目についたものであった。また衣服は洗

濯機で機械的に処理しており、洗濯の仕方で学ぶ、襟、靴下また汚れのひ

どいところは先に手洗いを行う、水と洗剤と洗濯物との割合や、分別して

洗うなど実習内容を実行している学生はいなかった。そればかりでなく、

運動靴を洗濯機で洗っている学生もいた。衣生活のもつ安全であるという

価値のなかで、身体に悪影響をもたらしてはならないという点についての

指導は、現実に即した被服素材の選択の仕方や洗濯洗剤の正しい扱い方に

ついて実践教育を行っている。

しかし家庭科での実践教育の効果をだせること、つまり自分の生活のな

かで実践できるようになる為には、継続した指導の方法を考えなければな

らない。児童の靴下は自分で手洗いをしてから洗濯機にいれる、洗剤の役

割や種類とその利用方法等について考えそしてそれを身につける実践教育

の方法を考えることが必要である。

（3）社会

この社会において、所属や職業などを示すように服装が規定されている

場合がある。また被服の着用により社交や儀礼上の意思表示を行うことも

ある。児童においては、入学式、発表会、お出かけ等特別と思うとき、時

と場所と目的に応じてそれに相応しい被服を着用することにより、社会生

活を円滑に行う訓練をすることができる。大学生においても、入学式、成

人式、就職試験用と男女ともに被服の着用で、より強い意思表示を表す機
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会のうち、一番重要視しているのは、就職試験用のリクルートスーツであ

る。職業に関連した衣服は、職業の視覚メディアとしての意味をも併せ持

つ。個人の着用する衣服は個人のビジネス能力を判断する視覚言語である。

どのような職業に付きたいか、またどのように働くつもりであるかを自己

アピールするためにリクルートスーツを着用する。現在男女共に、黒色の

上下のスーツを着用しているが、これは保守的なスーツと地味なブラウス

がアメリカではキャリアやキャリアウーマンを表現する服装であり(8)、日

本の都会の敏腕なサラリーマンや総合職をめざすキャリアウーマン表す視

覚言語であると、とらえているからである。ビジネス社会の中で男女平等

に性差を感じさせず活躍する意思表示としての黒のリクルートスーツが利

用されている。衣服はまたその時々の精神と深くかかわりあっている。男

女ともに被服は自己表現の手段である。

大学生へのアンケート調査によれば、現在の学生は本の購入費用は少な

く、購入する本はマンガや雑誌である。服装に関しては、J.J More、

SPRING、Olive girls、Ray、Can Can等の雑誌を読んでいた。これらの

ファッション雑誌は名前や種類もどんどん変化している。

学生のファッションは有名なデザイナーや有名なファッションメーカー

が発表する新しいトレンドではなく都会のストリートから生まれるスト

リートファッションが現在は主流である。またこのストリートファション

の担い手は、だんだん低年齢化しているのが現状である。ハイテーンや高

校生、中学生そして小学生の高学年まで参加してきており、この学生のス

トリートファッションへの参加は、中学生や高校生の深夜の徘徊、盛り場

にたむろしたり、援助交際や薬物の使用などの非行の原因にもなっている。

また大学生男子の服装では古着を購入している場合が多く、彼らはアメ

リカやヨーロッパの古着を、女性がシャネル、グッチ、ルイヴィトン、プ

ラダ、フェラガモなどのスーパーブランドにあこがれ購入するのとは違っ

た意味で、他の人と違った個性の表現としてのインポート物また1点もの

として利用していた。下北沢や原宿の「バンジロー、シカゴ、サンタモニ

カなど」で購入しており、現在の流行は、イラク戦争が起こっているため
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ミリタリーファッションを多く利用していた。古着もストリート、モード、

ミリタリー、トラディショナルなど種類も豊富である。

多くの大学生の衣類の購入は、およそ居住近くにあるディスカウント店

（例えばユニクロ、しまむら、ライトオン、ジーンズメイト、イーオン、

イトーヨーカドー）やデパート、新宿や原宿などであった。高校生、中学

生もほぼ同じパターンであるとおもわれる。以前は原宿が若者ファッショ

ンの街であったがその後、渋谷の渋カジファッションとよばれる新しい

ファッション形態へ移行している。東武の文化村が出来、109、ONE OH

NINE 30’sなどのビルが、新しいファッション店として賑わいをみせてい

る。しかし近年は大学生やOLではなくて、高校生を中心にして中学生さ

らに小学生が主体となってきている。ここでファッションを購入する小学

生の被服費は大学生の使用する被服費よりもかなり高い。

小学生を中心にしてジュニアブランドが販売されており、この層を中心

とした雑誌の中身はファッションやコスメ（化粧品）である。ジュニアモ

デルが登場したりメディアを通して宣伝されたりしている。またモーニン

グ娘やミニモニなど低年齢層を中心としたタレントの活躍が目に付き、子

供たちはこんな風になりたいと希望する。さらにバンダイやタカラなどお

もちゃメーカーがキッズ化粧品を販売しこのキッズ化粧品市場は年々拡大

していると「トイザウルス」は発表している。このようにファッションだ

けでなく、コスメさらにプチ整形と子供を対象としたビジネスが盛んに

なってきている。

中高生や、小学生が原宿ファッションや渋谷ファッションを担っている

現状が、非行や性犯罪に結びついていることを考えるとき、衣生活教育の

役割は大きいと考える。6年生で扱う被服の整え方を工夫するという項目

の指導では、消費者教育の養成能力目標である購入する能力（情報を集め

る、商品、商店を選択する）を取り入れ、さらに成長過程にある児童の内

面の充実（ニキビ、吹き出物などに対する洗顔の重要性、表面を飾ること

の危険性、児童のありのままの美しさの発見、児童から生徒そして学生さ

らに青年にいたる心身の発達過程などを理解させること、自分自身の位置、
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自己実現に至るための努力などを通して）をはかることが重要であると考

える。

（4）快適

被服は自然や環境に適応しながらもなお、着心地よく快適でなければな

らないし、また活動しやすくなければならない。小学校での体操着は、動

きやすさ、洗濯が容易であること、汗をよく吸い取ること、清潔であるこ

と等をふまえて木綿の上着はメリヤス編みを着用している。中学校へと年

齢があがるにつれて運動量が増加するため丈夫であることが必要となり化

繊を混合した体操着を使用することになる。近年様々なスポーツクラブに

参加するようになり野球、テニス、サッカー、バレー、バスケット、水泳、

スキー、スケート等にふさわしい機能的なスポーツウェアを身につける。

スポーツウエアは競技のもつ運動量や筋肉の使い方等を考えた人間工学や

スポーツ科学そして身体工学的に作られているものである(9)。一方衣服は

着る人のパーソナリテイを表したものであるから自分の好きな選手やチー

ムとの一体感を持つためにスポーツウェアを身に着ける。児童の着用する

これらの衣服のなかには汗や汚れの吸収に向かない素材の使用もあり、強

度や色彩が主体として作られている場合もあり、快適とかけ離れる場合が

多い。やはり児童の被服は着心地がよく、活動的でありながら快適である

ことが一番重要である。このことは衣生活での不変的な価値であるので5

学年で扱う内容の充実を図りたい。

（5）美

自分自身をより美しく装うため被服を身に着ける。それは趣味、嗜好な

どを表し、自己の美的感情を満足させると同時に、他人にたいしても美的

に感じさせるよう努力することである。大学生の衣生活の変化はこのとこ

ろ大きく変化している。人は自身で衣服の適合性、審美性を判断する基準

をもっていないので、自身を鏡に映したり、第三者の批評、判断を基準と

して衣服を選択したり、自分の目で素晴らしいと判断した衣服を着用する。



自分が理想としている人物、また自分が素敵だと判断した人が着用してい

る衣服を着用する。普段社会的に魅力的な職業の人物や映画、テレビドラ

マなどの架空的であるが理想的な人物がその対象となる。現在ファッショ

ンの対象となるモデル像を整理すると次のようである。

（1）皇室などのファッション

（2）テレビの主人公や、登場人物のファッション

（3）タレント、歌手のファッション

（4）スポーツ選手のファッション

（5）雑誌が紹介するファッション

（6）ストリートファッション

（7）ホームページ

現在この（7）のパソコンのホームページをみてファションを考える人

も若い人達に多くなってきているのが特徴である。

近年の女子学生の美に対する視点で大変気になる現象がある。これはタ

レントやモデル等映像で映し出される人物が大変細いため（これはテレビ

に映し出されるとき、太って見えないためには普通の人よりさらにやせて

いる必要があるのだが）、自分自身もモデルのようなスタイルを望むこと

である。自分自身の個性に合った服装ではなく、流行のファッションに自

分の体を合わせる傾向が強い。さらに中学生、高校生、小学生さえも口に

する「私、太っているから、痩せたい。」と言う言葉である。

大学生が身長と体重、年齢より割り出した痩せと肥満の判定の結果は、

ほとんどの人が痩せに近い普通であった。しかしそれでも太っているとい

うトラウマにかかっている学生が多い。そのために中学生や高校生では、

健康上の問題も起こっている。成長期の食生活は大変重要であるが、健康

であることよりスタイルを保持するために食を我慢することになっている

傾向が顕著である。拒食症などという危険な病気も起こってきているし、

登校拒否などの原因にもなっている。無理なダイエットや偏食など、子供

の食生活の乱れを学校の指導で直していく目的で、中教審は栄養教諭の創

設を提言している。その役割は給食の献立てつくり、偏食、肥満のある児
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童や、その家庭への指導、助言などを想定している。

アメリカでは食を管理し、健康な平均体重を保持するためにスポーツジ

ムに通い、自分の意思の強さを表現することがキャリアとして認められる

ことであり、そして黒や灰色のスーツを着こなす颯爽としたファッション

を身に着けるために努力することが必要であると考えられている。

自己実現の目的のために努力するならば、正しい知識にのっとって行わ

れなければならないし、危険である。美に対する意識は、成長過程や、健

康をもとに科学的な指導の方法を組み立て指導してゆくことは、急務であ

る。アパレル産業や、ファッションクリエーターによって作られたファッ

ションではなく(10)、消費者教育の目標である消費生活を企画する能力を身

に着けることなどの指導により健康を害するような美の追求は慎まなけれ

ばならないことを指導すべきである。

（6）経済

衣生活にかかる支出は、目的、予算に合わせて、生活全体のバランスで

考えることが大切である。商品の価格やサービスが適切であるかどうかを

考えなければならない。このところ児童のファッションに高価なものを購

入する傾向、そして学生においては、古着を利用する傾向が多い。古着は

一点ものが多いため自分だけのものを着用することができるし、ブランド

品より安く購入できるため何回も購入が可能である。そのためブランド品

は比較的流行が緩やかであるバッグやアクセサリーを購入するようであ

る。

小学生などのように身長や体重が急速に伸びるときは、洋服は少々大き

め2年位着用できるものを選択しているのが現状である。靴においては脱

ぎやすい、履きやすいこともあり少し大きめの靴を着用することが多かっ

たが、このことによる足の変形が現在問題になってきている。その点被服

は少し大きめであっても問題は少ない。

このところタレントの低年齢化が進み、同時に子供の雑誌のモデルが即

自分と同一化しやすくなった。そのためこどものファッションが驚くほど
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カラフルで高価なものになってきた。化粧も、髪のカラリングやパーマも

洋服の値段もアクセサリーも高価である。小学生、中学生、高校生での化

粧や髪のカラリングは公立校においては普通になってきた現状で、家庭科

の内容である、金銭の使い方と記録の項目ではどのような指導が有効であ

るのかを考えなければならない。それぞれの家庭の現状とライフスタイル

にかかわることでもあるが、大学生の意見によれば、こうした児童の現状

はおかしなことだと感じ、それが非行につながる要因ではないかと心配す

る声が多かった。それぞれの消費生活全体のバランスの中で衣生活の支出

を考えさせることが大切である。少子化により両親の子供にかける被服費

が増加しているということだけではなく、祖父母が衣服の購入資金を負担

するという現象が衣生活の場で起こってきている。このことは大変問題で

あると考える。子供が、お小使いの範囲で必要なものを賄うことの教育に

支障きたす恐れがある。成人後の経済観念の育成や自己実現のための努力

を損なわないよう父母に警告を発したい。

（7）創造

衣生活の場での自己実現を果たすために考え、ファッション感覚や能力

を養うことは大切である。大学生のアンケートでは、この感覚を養うため

に、ファッション誌を読んだり、新宿、原宿、渋谷等のストリートファッ

ションを見る、インターネットで流行やスタイルを見るなど様々であった。

雑誌では、女性誌では、ノンノ、ジェイジェイ、ヴィヴィ、キャンキャン、

アンアン、スープなどから得る。男性誌では、MRハイファッション、

ビィギン、ポパイ、ターザンなどから情報を得ていた。これらの雑誌は、

美容院や理髪店等に据え置きされており、自分で購入しなくても見られる。

大学生の多くは、丸井に参入しているメーカーのファッションを参考にす

ると同時に、丸井で洋服を購入してもいた。また新宿や原宿や渋谷の店舗

でのコーディネートを参考にもしていた。中学生でも大学生と同じように、

セブンテーン、ノンノ等の雑誌を読みファッションに関心をもっていた。

中学生になればそれなりに自己主張のなかで自分の衣服は自分で購入する
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が、小学生では家族のファッションに関する意向が支配している。 モー

ニング娘等の若いタレントの衣服、小、中学生のモデルが着用している衣

服をそのまま自分の子供に購入する光景がテレビや雑誌で取り上げられて

いた。

衣生活の場での自己実現のあり方も多様化してきている。身体の保護と

しての価値よりも、個性の表現の手段と考える傾向が強くなってきた現在、

デザイナーズ、アンド、キャラクターズブランド（DC）の戦略とファッ

ション感覚や能力を養うこととの違いをしっかり指導してゆくことが大切

である。

（8）管理

被服は耐久消費財である。管理の良否や取り扱いの難易で被服の耐久年

数に差が生ずる。収納や保管の方法等を考慮した衣生活設計が大切である(11)。

子供服は成長が著しいこともありリサイクルが盛んである。また現在は少

子化が進んだこともありリースを利用する人も多くなっている。衣料品の

業界団体が、リサイクルしやすいと認定した衣料品にマークを付ける制度

をはじめた。「エコメイト」というマークを作ったのは、衣料品メーカー

300社で作っている「日本アパレル企業協会」である。大手スーパーのイ

オンは、10月20日より直営ブランド「セルフサービス」の全32店に同店

で売られていた製品専用の回収箱を置くといっている。すでに80％のパ

ンツやTシャツのイーオンで販売している製品には「エコメイト」のマー

クがついている。回収後は故繊維業者に送られ、古着として輸出するもの

とカーペットや毛糸にするものにわけられ再利用されるという。1年で

107万トンがゴミとして出される衣料品で、リサイクルされるのは12％で

ある。 欧米のリサイクル衣料品が30％であるのに比べ低い。バブル期

に購入した衣料品はかなり多く、平均的家庭がもつ衣料品の数は、アパレ

ル産協の調査では270点、この衣料品を1年間で1人につき12～13点を捨

てているという。調査では、この8割は可燃ごみにだしたとある。特定の

デパートでは、紳士服の店頭回収が行われているところもある。このよう
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に衣生活のスタイルも変化している。当然衣生活での管理の視点も変化し

なければならない。家庭科での管理の項目で指導している、洗濯、整理整

頓、ボタンつけやほころびの直し方などの基本的な実践教育だけではなく、

リサイクルやゴミの問題について消費者教育を平行して進めてゆかなけれ

ばならない。

ブランド品のみならず、既製服、Tシャツ、ジーンズ、シャツや様々な

古着など輸入製品の急増により、日本と外国のサイズ表示の違いやクリー

ニング表示の食い違い等があり、問題が起こる原因となっている。早急に

これらの表示を国際的に統一するよう望みたい。

現在、綿製品は国内需要の48％が輸入品に依存している。日本の製品

であってもカタカナ表示や英語での表示があり、購入時の選択に悩む学生

が多かった。製品が企画輸入製品か海外生産製品であるのかはっきり分か

るような表示の仕方を望む。これらのことがわかれば消費者の選択が容易

になる。またクレーム発生の確率を予測し管理が可能にもなる。消費者が

自分の知識で商品を選択可能なように、様々な統一された情報を求めてゆ

くことが大切である。

まとめ

家庭科での衣生活教育と実際の衣生活とのあいだの大きな差を認識し

た。この差を縮小するためには、衣生活の価値を不変的な価値と流動的な

価値に分け、不変的な価値は、継続的な実践教育を実行しながら徹底する。

また流動的価値については、消費者教育をとりいれて、指導の内容に取り

入れていったらよいと考えた。衣生活の価値を8項目に分けて、大学生の

アンケートを基に考察を行ってみた。その結果、次のようなことが分かっ

た。

衣生活の価値

（1）健康の項目では、服装のノールール化という現状をふまえて、不変的
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な価値を重視した指導を行う。

（2）安全の項目では、不変的な価値を基本に、新しい素材の特徴、洗濯

や洗濯排水の自然環境との関わりも含め消費者教育をも取り込ん

だ、継続的な実践教育を行う。

（3）社会の項目は非常に流動的な価値の面が大きい。家族、社会の構成

員としての自分自身の役割を自覚し、内面の充実を図ることを中心

に指導の内容を組み立てることが大切である。

（4）快適の項目は衣生活での不変的価値である。

（5）美はアパレルメーカーやファッションクリエーター、メデアにより

作られるものではなく、自己表現の手段として自分で作り上げてゆ

くものである事を指導すべきだと考える。健康を害するような美の

追求を慎むよう指導をすることは急務である。

（6）経済については、父母の少子化による子供への衣服費の増大のみな

らず、祖父母が購入資金を負担するという現象は大変問題である。

子供が金銭の使い方を学ぶうえでの障害になる可能性がある。この

ような現象は子供たちの非行に結びつくこともあると考える。成人

後の消費生活をスムーズに行うために、また自分自身の自己実現の

ために、学校教育の中で家庭経営の課題を児童に学ばせる必要を実

感した。消費者教育を通して指導内容を考慮する必要が大きい。

（7）創造とは衣生活の場での自己表現である。自己表現も多様化し身体

の保護よりも個性の表現の手段と考える傾向が強くなってきてい

る。デザイナーズ、アンド、キャラクターズブランド（DC）の戦

略とファッション感覚能力の養成とは違うことを指導すべきであ

る。

（8）管理の項目では、収納や保管の方法、リース製品の利用、リサイク

ル製品の活用、さらに衣類の廃棄などについても考慮した衣生活設

計が大切である。衣類の組成表示、取り扱い表示、サイズ表示等の

国際的統一表示を早急にもとめていき、これらの読み方を指導し輸

入品や古着などの管理を容易にしてゆくことが大切であると考え
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た。

以上のように衣生活における不変的価値はしっかりと、流動的価値は常

に流動する社会的、文化的環境に対応出来るように、常に世の中にアンテ

ナを張って教師は学び続ける努力をしていなければならない。
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