
衣生活教育について

石 川 詔 子

家庭科は、学校教育における教科の1つであり、学校教育の場において、

家庭、社会の成員としての望ましい資質を家庭生活に関する学習を通して

培おうとするものである。児童、生徒の人間形成のために、家庭生活に関

する知識、技術を、実践をとおして習熟させることにその目的はある。そ

のことがどの位実践されているかを確かめるために、今回は大学生2，3，

4年生を対象に衣生活に関してのアンケート調査を行った。その結果、小

学校での家庭科、中学校での技術、家庭のなかの衣生活の分野においては、

指導内容の実践と衣生活の現状のあいだには、大きな差が有ることが解っ

た。実際に自分で自分の生活経営を始めるのは、大半が19歳の時点であ

りこの時期を控えた高校生に、生活経営と消費者教育を行うことを提言し

たい。

緒言

学校教育の場では、小学校5～6年生の家庭科、中学校での技術、家庭、

高等学校では家庭科で衣生活に関しての知識と実践を学ぶことを目標にし

ている1)。小学校の家庭科では、おもに身近な日常生活に関する内容を学

習する。中学校や高等学校では、もっと広く、家庭や社会での生活が扱わ

れる。家庭科や技術、家庭の教科の特質は実践教育であるため、技術を身

につけることが重要視される傾向にあるが、そのことだけが目的ではない。

技術や知識を家庭生活や社会生活などに生かし、家庭や社会を取り巻くさ

まざまな問題について深く考え、理解し自分自身の自己実現をはかること

を目的としている2)。そのなかで衣生活教育を消費者教育との兼ね合いで
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どのようにして指導してゆくことが良いのか。消費者が生活のために必要

な商品、サービスを購入しそれを使用するという意味の消費生活は、現代

社会での我々の基本的な生活の大部分をしめている。消費者問題の一番大

切なことは、消費者の権利という形で、私たちの消費生活における権利を

確認することにある。生命、健康の権利、そして正しく表示させる権利、

取引条件の決定に参加する権利、自由に市民生活を営む権利である。この

権利のうち、正しく表示させる権利は、消費者が商品、サービスを購入す

る場合に、その商品、サービスを正確に知ったうえで、それを買うという

意思決定をする上で重要である。その表示を正しく認識し、商品の価格な

どの取引条件の決定をするうえでの基礎知識を養うための教育が消費者教

育である3) 4)。新しい商品、サービスが次々と生産される現代社会では家庭

科、技術、家庭の中での消費者教育は重要であると考えた。今回衣生活に

ついて家庭科で学習したことが正しく実践されているかどうかを知るため

に、大学生の衣生活についての調査を行い、そのなかで商品の表示を中心

にして考察を行った。

1. 調査方法

大学生の6月に着ている自分の衣類について、商品の表示やマーク、作

られた国等について記名自記式で調査を行った。調査対象については、表

1に示した。

表1 調査対象

学年＼男女 男子 女子 計

2年生 3 1 4

3年生 51 56 107

4年生 2 2

計 54 59 113
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2. 結果と考察

衣生活の分野を小学校の家庭科、中学校の技術、家庭でどのように扱っ

ているかを見てみた。小学校の6年生での家庭科の授業では、夏のくらし

の項目で、夏の気候とくらし、すずしい着方、清潔な衣類、すずしいすま

い方など衣生活についての内容を扱っている。この内容は衣類の汚れのつ

き方、繊維の種類と洗剤そして洗濯の仕方の実践である。中学校での技術、

家庭では被服のはたらきの項目で、被服のはたらき、衣類の着方、布地と

繊維を扱い、さらに日常着の製作、手芸と実践教育を行う。小学校の6年

生でのくらしと買い物の項目では、毎日の暮らしと金銭、買い物のしかた、

商品の選び方、金銭の記録、くらしと買い物と消費者教育の一環として、

衣類の選び方を扱っている5) 6)。

この衣類の選び方では、

1、きる目的に合っているか。 2、どんな布地が使われているか。

3、せんたくなどの取りあつかい方は、むずかしくないか。

4、大きさ、形、色が自分に合うか。 （試着してみるとよい）

5、持っている服に調和するか。

6、じょうぶにぬってあるか。

7、ボタン、スナップは、しっかりついているか。

8、予算内のねだんでかえるか。

などの指導をする。

これらの指導が十分であるかどうかを詳しく考察してみた。

（1）繊維製品の品質表示に関して

小学校の家庭科での衣生活の分野では、衣類の見分け方の項目のところ

で、どんな布地が使われているか、洗濯の仕方を指導し、そして生活経営

と消費者教育の一環のなかでのくらしと買い物の分野では、被服の選び方

で繊維製品の品質表示を正しく見分けることの指導を行っている。これら

衣類には繊維製品の品質表示のマークを付けることを、繊維や製品の性質
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上、適切な取り扱い方を判断する目安として、家庭用品品質表示法にさだ

められている。我々の着ている衣類は、学校で教える単一の繊維で作られ

ているわけではなく、混紡、混織、またまったく性質の異なる素材の組み

合わせでできているものが多い。これらの組み合わせの製品では、もっと

も弱いものの基準に合わせて取り扱うことになる。

繊維製品の品質表示は、ほとんどすべての既製衣料品についている。そ

の品質表示には色々な表示がある。組成表示は、使用されている繊維の組

成を重量割合で表示している混用率表示と分離表示とがあり、その他収縮

性表示、難燃性表示、寸法表示、はっ水性表示がある。それらの表示を図

1に示した7)。

学生の着ている上着やズボン、Tシャツ、トレーナーなどに付いている

のは、すべて組成表示である混用率表示と分離表示であった。特に調査月

が6月ということもあり混用率表示がほとんどであった。繊維製品を取り

扱うには絵表示が付いており、その絵表示の例（JIS）を図2に示した。

和服を除くほとんどすべての衣料品についている洗い方、漂白、アイロン

かけ、ドライクリーニング、しぼり方、干し方に関する取り扱い方法の絵

（記号）、絵表示の意味は可能性を示しているもので、標準は洗濯経験の少

ない人に合わせてある。

小学校の家庭科の授業では、被服のはたらき、くらしと買い物の項目で

繊維製品の品質表示の見方について指導を行なっているが、これらの品質

表示マークを見て実際に衣類を取り扱っている学生はほとんどいなかっ

た。

混用率表示�

組成表示�

綿　50％�
毛　50％�
○○（株）�

収縮性表示�

収縮率�
たて　3％�
よこ　1％�
○○（株）�

難燃性表示�

難　燃�
○○（株）�

寸法表示�

サイズ�
タテ　200cm�
ヨコ　  90cm�
○○（株）�

はっ水性表示�

はっ水�
（水をはじきやすい）�
　  ○○○（株）�

分離表示�

表　毛　　100％�
裏　ポリエステル100％�
　　○○（株）�

図1 繊維製品の品質表示7)
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（2）衣類を自分で購入する年齢

小学校の家庭科では、衣類の選び方の項目で購入に関しての注意点につ

いて指導を行っているが、実際に衣類を自分で購入する年齢についてアン

ケート調査を行った。その結果女子では中学生から親や友達と相談して購

入するとしており、男子では高等学校で一部友達と相談して購入するとし

ているほかは、大学に入ってから衣類を自分で購入するとしている人がほ

とんどであった。更に繊維製品品質表示をみて判断し購入している学生は、

女子で60％、男子で20％である。これは6月調査ということでほとんどT

シャツ、上着、ズボン、スカートという服装であることによると思われる。
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洗い方�

液温は60℃を限界とし、洗濯機による洗濯�
ができる�

液温は40℃を限界とし、洗濯機の弱水流ま�
たは弱い手洗いがよい�

液温は30℃を限界とし、弱い手洗いがよい�
（洗濯機は使用できない）�

手洗いはできない�

60

弱�
40

手洗イ�
30

ドライクリーニング�

ドライクリーニングができる。溶剤は、パー�
クロルエチレン、石油系のものを使用する�

ドライクリーニングができる。溶剤は、石�
油系のものを使用する�

ドライクリーニングはできない�

しぼり方�

手しぼりの場合は弱く、遠心脱水の場合は�
短時間でしぼるのがよい�

しぼってはいけない�

ヨ� ワ� ク�

干し方�

つり干しがよい�

日陰のつり干しがよい�

日陰の平干しがよい�平�

ドライ�

ドライ�

セキユ系�

ドライ�

塩素漂白の可否�

塩素系漂白剤による漂白ができる�

塩素系漂白剤による漂白はできない�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

アイロンのかけ方�

アイロンは210℃を限度とし、高い温度�
（180℃から210℃まで）でかけるのがよい�

アイロンは160℃を限度とし、中程度の温�
度（140℃から160℃まで）で、当て布をして�
かけるのがよい�

アイロンは120℃を限度とし、低い温度�
（80℃から120℃まで）でかけるのがよい�

アイロンかけはできない�

高�

低�

中�

図2 繊維製品の取り扱い表示7)



自分で衣類を購入する年齢（高等学校又は中学校の3年生）時に消費者教

育のなかで実際に例を挙げながら衣類の購入の仕方を指導することが望ま

しいと考えた。

（3）学生の衣生活

学生が6月にどのような衣類を着用しているか表2に示した。

表2 学生の衣類着用の形態

衣類の形態　（男子） 人数

TシャツとGパン 36

Tシャツと短パン 5

TシャツとシャツにGパン 4

シャツとGパン 7

トレーナ 2

合計 54

衣類の形態　　（女子）

TシャツとGパン 35

ポロシャツとGパン 5

シャツに上着とズボン 9

Tシャツにスカート 3

ノースリーブにスカート 3

ワンピース 1

トレーナーとGパン 3

合計 59

男子も女子も基本的にはTシャツにズボン、シャツとズボンでありその

特徴は、学校で指導する下着を男子の場合ほとんどパンツまたはブリーフ
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以外使用していないことであった。小学校の家庭科では、夏のくらしとい

う項目で汗を吸い取る下着の着用を指導している。しかし男女共に汗を吸

い取るための下着の着用をしていない。夏でも冬でもTシャツが基本であ

り、気候の変化に応じてTシャツの上に上着を重ねるという衣生活をして

いた。自分で衣類の管理を行うようになり、洗濯物を少なくする、衣類を

少なく効率よく使用するためには、合理的な着方かもしれない8)。当然T

シャツは肌着も兼ねているので、汗を良く吸い取る木綿であることが望ま

しく、清潔な暮らしのためには洗濯が簡単であり、安価である必要がある。

（4）学生の着用衣類に付いている繊維製品品質表示と繊維製品の取り扱い

絵表示について

図3に学生の着用衣類に付いている繊維製品品質表示と繊維製品の取り

扱い絵表示ついて示した。

主にTシャツとGパンに関しては、中国製の製品が多いが、日本の企業

が中国に生産を依頼しているため、取り扱い絵表示は日本で縫製している

ものと違いがなかった。中国で縫製しているものの多くが手洗い扱いが多

かったのは、色落ちし、他の洗濯物に色が付着するのを心配する色物の場

合であった。紺のGパンは色落ちがあり、他のものと洗わないように手洗

いの絵表示が多かった。この表示は外国の製品のものは、当然英語で品質

表示は書かれていた。しかし日本の製品も英語で書かれているものもあっ

た。この表示は法律の定める制度に基づくものとして、法律上その表示が

義務づけられているものと、準拠する法律はあってもマークを付けるか否

かは任意とされるものがある。マークには業界団体によるものもあり、繊

維製品取り扱い表示マークはこれに属しており、一律に指導しにくい点も

多かった。さらに外国の製品に付いているマークと日本の製品に付いてい

るマークでは間違いやすいものもあった。これは、欧米と日本の洗濯機の

違い、水の違いや使用する繊維材料の使い方の違いによる。

日本の洗濯機はほとんどが、渦巻き式であるが、ヨーロッパではドラム

式であり、アメリカでは攪拌式が主流である。ヨーロッパは洗う衣料は綿
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男子着用�
シャツ�

綿　95％�
ポリウレタン　5％�
　　　、、、株�
　　中国製�

Neighor-hood�
     MADE in JAPAN�
   PRE SHRUNK�
     100%COTTON�
MACHINE WASH WARM WITH LIKECOLORS�
ONLY NON-CHLORINE BLEACH�
TUMBLE DRY LOW�
DON'T IRON IF DECORATED

�
Tシャツ�

VOLANTEER�
        M�
PRESHRUNK  100%  COTTON�
MADE IN USA

�
Tシャツ�

COUPLE'S CLUB�
LARGE（サイズ）�

�
Tシャツ�

DOMON   HONMA�
Fサイズ�

�
Tシャツ�

綿　100％�
日本製�

綿　100％�
日本製�

KOSUGI�
  M�
綿     100%

�
Tシャツ�

綿　100％�
日本製�

EDWIN�
W  76�
H  94�
（29号）�

�
Gパン�

GILDAN�
HEAVY COTTON�
MADE IN USA

�
Tシャツ�

�
スポーツウェア�
（サッカーユニホーム）�
                ポルトガル�
ポリエステル　100％�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

中性�

40

40

低�

ドライ�

ドライ�

ヨ� ワ� ク�

ヨ� ワ� ク�

手洗イ�
30

60

高�

中�

中�

60

エンソ�
サラシ�

60

弱�
40

ドライ�

図3 学生の着用衣類の繊維製品品質表示と取り扱い絵表示（1）



中心なので、高い温度をかけての洗濯ができる。また日本の洗濯機のよう

に複雑な機能をもったものがない。アメリカでは合理主義の国なのでほと

んどの洗濯物は家庭で洗える素材が使用されており、乾かすのは、乾燥機

で乾かすのが一般的である。そのため日本製の衣類に付いている手洗いの

マークに似たマークは洗濯機で洗えるマークである。MADE IN USAの

Tシャツには、 で machine wash warm in like colors となってい

る。また乾燥機で乾かすのは可能というマークも印されていた。
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女子着用�
Tシャツ�

、、、、（株）�
綿　100％�

、、、、、（株）�
綿　100％�

�
ポリエステル100％�
布付  ポリウレタンコーテング�

�
上着�

表地　 綿   73％�
　　　 ポリエステル    22％�
　　　 ポリウレタン       5％�
裏地　 ポリエステル  100％�
別地　 綿   100％�

�
スカート�

�
パーカー�

�
綿  98％�
ポリウレタン  2％�

�
Gパン�

、、、、（株）�
中国製�

�
中国製�

�
日本製�

�
日本製�

日本製�

エンソ�
サラシ�

手洗イ�
30 中�

中�

中�

エンソ�
サラシ�

低�

ドライ� ドライ�

エンソ�
サラシ�

エンソ�
サラシ�

弱�
40

中�

エンソ�
サラシ�

弱�
40

ドライ�

セキユ系�

ドライ�

図3 学生の着用衣類の繊維製品品質表示と取り扱い絵表示（2）
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学生の衣類の中で一番Tシャツの利用度は高かった。このTシャツは上

着としても下着としても利用しているため洗濯が容易でなければならな

い。しかし現在Tシャツは上着であるため、ゴム素材で絵や文字が書かれ

ているものが多かった。その為繊維製品の取り扱いマークも素材は木綿で

ありながら木綿と違っているが、それらの絵表示を見ることはなく、ほと

んどの学生は木綿製品として洗濯機で取り扱っていた。

（5）洗濯洗剤の取り扱いについて

学生が使用している洗剤についてのアンケート調査を行いその結果を表

3に示した。

表3 学生が使用している洗剤

商品名 男子 女子

トップ 15 22

アタック 16 20

ニュービーズ 8 5

アリエール 5 6

ブルーダイヤ 6 2

エマール 0 4

CO―OP Eパワー 2 0

フラワーグリーン 2 0

表3より男女共に使用している製品はほとんど2製品にかたよっていた。

これらは洗濯用合成洗剤であった。洗濯洗剤の箱にも使用方法として下記

の絵表示のある衣類には使用しないでくださいとして絵表示が書かれて

あった。また洗濯実習で行っている洗濯物の量と洗剤の量そして水の量の

割合についてもかかれていたがこれらの表示を読んだり、考えて洗濯をし

ている学生はいなかった。また洗剤と環境汚染の問題につい考えている学



生も少なかった。洗剤の購入の基準は、コマーシャルを見て知っているか

ら、安売りの時、商店で目につきやすいところにあるからであった。女子

の場合、1日中洗濯物は家の中に干すので洗濯物の臭いがよいものを購入

するとしている学生が多かった。

（3）まとめ

学校教育の場で行う、小学校家庭科、中学校での技術、家庭での衣生活

の分野、特に商品の表示にかんしてのアンケート調査を行い、考察を行っ

た。その結果、教育内容と大学生の衣生活の現状との間には次のような差

がある事が解った。

1、 小学校の家庭科の衣生活の分野、家庭経営と消費者教育の分野で

扱っている繊維製品の品質表示や品質表示マークをみて衣類を購入

したり、取り扱っている学生はほとんどいなかった。

2、 自分で被服を購入する年齢は、私服を着る年齢の18～19才であり

小学校の家庭科で指導した衣類の選び方を実践して購入している学

生は少なかった。

3、 学生の衣類の着用形態は、学校で指導しているところの汗を吸い取

る下着の着用はほとんど無く、基本的にTシャツとGパンであった。

4、 学生の着用している衣類に付いている繊維製品品質表示や繊維製品

の取り扱い表示マークを見ている学生はほとんどいなかった。

5、 近年衣類は、外国で縫製されたものや、輸入製品が多く、これらに

付いている表示はそれぞれ違っており、統一に欠けておりまぎらわ

しいものもあった。

社会人になってもこの傾向は同じであると考えられる。そこで高校教育

の中で、現状に即した生活経営と消費者教育を行うことを提言したい。
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