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1940年代における自由学園の裁縫教育実践： 
生活合理化運動と戦時体制の親和性に着目して

清重　めい₁*

Sewing Education at Jiyu Gakuen in the 1940s: 
 Focusing on the Affinity of the Movement for  

Rationalization of Life and the Wartime Regime

Mei KIYOSHIGE₁*

Focusing on the affinity between the prewar movement for rationalizing living and the wartime regime, this 
paper clarifies the aspect of Jiyu Gakuen＇s practical sewing education in the ₁₉₄₀s, that is, during wartime, by 
analyzing Gakuen Shinbun and Fujin no Tomo. Three things came to light. The first point is that ＂cooperative 
sewing,＂ which was the school＇s practice of sewing education during wartime, had a direction of ＂rehabilitation 
use＂ and ＂saving,＂ which had a strong relationship with the ＂rationalization＂ of life –  the school＇s educational 
policy since before the war –  and that it was possible to adapt to the wartime regime in line with the school＇s 
ideal of ＂immediate life education.＂ The second point is that, unlike the prewar practice, cooperative sewing 
had a strong tendency to seek higher efficiency and had shifted to factorization and labor rather than rational-
ization. The third point is that cooperative sewing had maintained a consistent perspective since the prewar era 
of not only ＂rationalization＂ but also ＂beautification＂ in daily life.
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1．緒　言

　本稿は，自由学園の₁₉₄₀年代すなわち戦時下における
裁縫教育の具体的実践の様相を明らかにするものである．
その際に，戦前の生活合理化運動と戦時体制の親和性に
着目し，学園の裁縫教育実践の展開を通して，生活合理
化理念がどのように戦時下の教育実践に協調していった
のかを考察する．
　本稿で対象とする自由学園は，₁₉₂₁年に羽仁もと子・
吉一夫妻によって西池袋に設立された私立学校であり，
大正新教育運動の一角を担う学校として位置付けられて
いる₁）．現在は幼児教育から高等教育までを一貫して行
う学校となっているが，当時は女学校として成立した．
創設者のもと子は，当時の他の女学校が「あれも習った，
これも教えた」₂）という型ばかりの実力のつかない教授し
か行っていないことに不満を持ち，自身の娘に理想の教

育環境を与えるために学園を創設した．学園の教育内容
は，実生活と密接に関連した知識・技能を身につけるこ
とを徹底し，「生活即教育」という教育理念や「自労自
治」の精神の下で営まれる寮生活などにはそうした思想
が如実に現れていた．また，生活を合理的に営むことだ
けでなく美しく彩ることにも目が向けられており，村上
民の研究に詳しいが，自由画教育運動や農民美術運動で
有名な山本鼎の指導の下，従来の美術教育の枠を超えた
独自の「美術工芸教育」を打ち立てた₃）．生活の美化と
いう観点では衣生活に対する関心も高く，その機能性と
教育的意義から学園では洋装が推奨され₄），裁縫教育に
おいても和裁と洋裁の両方を取り入れ，その縫製技術の
合理化と美しいデザインの実現が企図された．本稿では，
生活合理化運動の担い手であった女性の教育として重き
を置かれていた裁縫教育に着目し，学園における裁縫教
育実践を例として戦時下の裁縫教育実践史を補完しつつ，
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生活合理化と戦時体制の親和性の具体を教育実践レベル
で検討していく．
　独自の教育実践を行う学園は創立以来現在に至るまで
存続しているが，本稿の対象時期である戦時期における
教育実践はどのような様相を見せていたのか．戦時下の
学園における美術工芸教育に関する研究としては，先述
の村上民の研究がある．村上は，美術工芸教育が時局に
対応した「再製工芸」「戦時工芸」という形に変化したこ
と，戦時下に新たに加わった美術講師陣も戦前からの
「美に対する特性をもって生きる」方針を自らのやり方で
踏襲していったことを指摘する₅）．また，学園の初等科
カリキュラムに焦点を当てた菅原然子は，当時の学園へ
来校者名簿を参照し，生活即教育・学習即教育という学
園創立以来の教育が国民学校の理念と合致し，それゆえ
国民学校関係者がその実践を参考にしようと数多く来校
していたことを明らかにしている₆）．いずれの研究も，学
園の実践が戦時体制に協調していったこと，生活即教育
理念と戦時体制下の教育理念の親和性が高かったことを
示している．
　学園の教育実践の他，創設者である羽仁もと子の戦時
下における思想に関する言及は，いくつかの研究や資料
に見受けられる．もと子に関する網羅的な人物史を描い
た斉藤道子は，満州事変以降も平和と反暴力を訴えてい
たもと子が，日中戦争開始後には戦争を神の命令として
正当化したという変節を指摘する．ただし，もと子は単
に「ファッショ」に迎合したのではなく，言論の自由が
確保されつつ，家族国家としての愛と責任を果たす国民
で構成された国家を構想した₇）．もと子たちが創刊した
雑誌『婦人之友』の変節に関しては武田清子が，もと子
たちが『婦人之友』の内容を真っ赤に書き改めつつも出
版し続けたこと，「自由」の看板を降ろさなかったことは
戦時体制への一種の抵抗であったと指摘する₈）．一方で，
斉藤は「もと子の戦時下の活動はすべて生活合理化運動
である」₉）とも指摘する．生活合理化と戦時体制の親和性
については，鈴木裕子も婦人運動家であった高良富子の
活動を分析する中で，「この生活合理化運動の理論こそ，
皮肉にも戦時下には，国民に不自由を忍ばせ，がまんを
強いらせるものとなった」₁₀）と指摘している．これらの
ことから，生活合理化運動と戦時体制下の思想との連続
性，並びに生活合理化運動の旗手の一人であったからこ
そのもと子の戦争協力という構図が示唆される．
　以上のような先行研究の状況から，自由学園史の研究
において，戦時下における自由学園の教育実践に関する
研究が不十分であること，生活合理化と戦時下の教育理
念の親和性の高さを示す具体相の研究が不十分であるこ
とが指摘できる．本稿は，これらの穴を補完する点にお
いても意義があるといえる．

　以上の内容を踏まえ，本稿の課題を ₃点挙げる． ₁点
目は，戦時下における自由学園の裁縫教育実践の具体と
して，生徒たちが分業体制で衣服を製作していく「協力
裁縫」の内実を明らかにすることである． ₂点目は，戦
前の生活合理化運動と戦時体制の親和性を示す一例とし
て，学園における戦前の生活合理化と戦時中の協力裁縫
における合理化の質的転換を明らかにすることである．
₃ 点目は，学園の裁縫実践において特異な視点である
「美化」の内実について考察し，自由学園の実践の特殊性
を描き出すことである．
　なお，本稿では，自由学園で現在も発行されている
『学園新聞』の₁₉₃₁年 ₇月 ₁日から₁₉₄₃年₁₂月₃₀日までの
活字版印刷物と，もと子らが婦人之友社から創刊した雑
誌『婦人之友』の当時の記事を主な分析対象として使用
する．

2．合理化から工場化・労働化へ

　戦前の学園では生活の「合理化」と「美化」を目論ん
だ裁縫教育実践が展開されていたが，戦時体制に突入す
るに従って，その教育内容は少しずつ変化していった．
自由学園は，もと子が生活合理化運動の旗手の ₁ 人で
あったためか，生活合理化を探求する実験場としても機
能していた．戦前の生活合理化の潮流は，関東大震災や
恐慌といった生活苦を乗り越えるための適度な節制の中
で生活をより豊かなものにすることを目的としていたが，
この理論は戦時に突入すると生活をギリギリまで切り詰
める究極の節制を奨励するものへとすり替わった．生活
を合理化するという言説は，ナショナリズムに基づく総
力戦体制を後押しする言説となり得たのである．では，
この生活合理化を教育実践の中で実現しようとしていた
学園は，戦時中どのような実践を行なっていたのか．本
節では，学園の実践が戦前の合理化を目論む裁縫教育実
践から，工場化・労働化された「協力裁縫」という裁縫
教育実践へと変容する過程を描く．

（1）戦前の裁縫教育実践
　自由学園は設立当初から，裁縫教育を和裁と洋裁の ₂
段構えで設定していた．もと子自身は，生活の「合理化」
と「美化」という観点から洋装への移行を奨励していた．
家事を行うにも和装より洋装の方が動きやすく，また，
美術教育での図案製作のノウハウを生かして洋服のデザ
インも生徒自ら実践していくことを求めていた．ただし，
当時は生活の中で洋装と和装が混在していたのが実情で
あったため，和裁と洋裁の両方を学べるよう， ₁年生か
ら ₃年生までに和裁， ₄年生以上に洋裁をカリキュラム
に組み込んでいた₁₁）．
　和裁の教授を担当していたのが青芳とみ子という人物
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で，もと子とは富士見町教会における遭遇をきっかけと
して裁縫教師として学園に招聘され，戦後まで学園の裁
縫教育に携わっていた₁₂）．自身の被教育経験から徹底し
た基礎修練の重要性を痛感した青芳は，学園での教授を
通して「和服裁縫百時間教授」という方法論を確立させ
た₁₃）．学園では他の女学校と比べて和裁にかけられる時
間数が少なかったため，教授内容の精選と教授法の合理
化が図られた．詰め込み主義にならぬよう留意しつつも，
運針の「ミッシリ」とした練習による基礎作り，実際の
子どもに合わせた採寸，縫う速さを上げることの ₃つを
重視したものとなった₁₄）．中流階層の服装が洋装化する
中でも，和裁技術の必要は依然として高く₁₅），学園にお
いても和裁の技術を生徒に教えることを疎かにはしな
かった．
　学園の洋裁教育を担当していたのは西村芳太郎という
人物で，『婦人之友』の誌上にもいくつも洋裁に関する記
事を寄稿していた．和裁と異なり，洋裁は美術工芸教育
とのかかわりも深く，美術工芸の授業で生徒たちが作っ
た作品を中心に年に ₁回展示する美術工芸展覧会におい
ても生徒作品が数多く展示され，洗練されたデザインを
構成する力，それを実現する造形力を身に着けることが
目指された．一方で，₁₉₃₈年₁₁月の『学園新聞』によれ
ば，西村は生徒たちと共に，「百時間の和服裁縫」ならぬ
「二百時間の洋服裁縫」₁₆）を完成させ，縫製法の合理化を
実現した．このときには，学園での洋裁教育が「洋服の
工場」となるようにとの目標が掲げられ₁₇），学園の外へ
のその作品を送り出す姿勢を見せていた．
　これらの実践が完成するのが₁₉₃₀年代のことだが，小
関孝子によれば₁₉₃₀年には「合理化」という語句を冠し
た出版物が多数刊行されており，『婦人之友』読者の会で
ある「全国友の会」でも同年に「家庭生活合理化展覧会」
の実施が提案された₁₈）．そして実際に翌年₁₂月に展覧会
を実施し，その様子を誌上において報告している₁₉）．こ
のように学園の創設者であるもと子は生活合理化の推進
者であり，その精神は学園における教育内容にも反映さ
れていた．特に，学園の洋裁教育においては，生活の合
理化と美化の両方が目指されていたのである．

（2）協力裁縫の概要と構想
　日中戦争開始以来，木綿が日常生活から姿を消し，洗
濯すれば ₃ 日でゴワゴワになるスフ繊維に悩まされ，
₁₉₄₀年に入ると生理用脱脂綿も不足してきていた₂₀）．田
中陽子は，戦時下の裁縫教育における「更生利用」の推
進に関し，原料不足にあえぐ日本において，裁縫科教師
の問題関心には，家庭裁縫の奨励だけでなく，国家経済
への寄与が含まれていたことを明らかにしている₂₁）．で
は，この時期自由学園においてはどのような問題関心の

下，裁縫教育実践が展開されていたのだろうか．
　自由学園の戦時下の裁縫教育実践には「協力裁縫」と
いう実践があった．協力裁縫とは，戦前までの学園の教
育の延長として「学園の勉強を家庭，社会の実際問題と
合わせて，家庭と学校，生活と教育を一つの理想で共に
進歩する」₂₂）という目的の下，各家庭から集めたもので，
中等科では和服・高等科では洋服を，ときもの，つぎも
の，洗濯，染め張物，見積り，縫い方等の勉強を毎日，
その日に裁縫の時間がある組の勉強に従って振り当てて
いく実践であった₂₃）．協力裁縫は「衣服の完全な勉強の
段階」という位置付けになっており，その理想について
もと子が以下のように述べている．

唯単に特に忙しい主婦の手を省くという一点からいえば，
費用がありさえすれば，そのまま何所へでも縫いに出せ
ばよい訳ですが，そのやり方は，全然裁ち縫いのない家
庭というものを作り出し，子女のためには最も非教育的
なことになります，自分の縫物の，母親の手にあまる分
を子供が学校に持って来て，それを材料に協力裁縫で技
術と能率を上げる勉強が出来るのは，ほんとうに理想的
です．どうかして色々な女学校でも試して頂きたいと私
は切にお願いします₂₄）．

余分にお金を出して外注するよりも学園で請け負った方
が，生徒たちの勉強にもなり，合理的そして教育的な営
みになると考えた．一方，「一家内の衣服に関する仕事
は，和服でも洋服でも，唯かたの如くの裁ち縫いだけで
はなく，むしろそれよりも多く，日々の衣料整理と，ぬ
ぎすてものの始末や繰りまわしの方が大部分である，そ
れが出来るように，皆を教えているだろうか」₂₅）という
教育実践上の不安もまた，生じていた．協力裁縫は，そ
の疑問の解消として編み出されたのだろう．また，物資
の供給が厳しくなっていく中で，衣服の使い回しをいか
にしていくかという研究としても実施された．仕事・作
業という色合いの非常に濃い実践ではあるが，衣服の合
理的な使い方を探求しようという研究意識は戦前同様に
持ち続けている．

（3）協力裁縫の具体的実践
　では，協力裁縫は具体的にどのように進められていた
のだろうか．自由学園では和裁と洋裁の二本立てカリ
キュラムが組まれていたことは先に述べたが，この勉強
とは別に各組に週 ₂時間ずつ設けられた「勤労」という
時間が協力裁縫に当てられることとなった．
　表 ₁を見て分かる通り，最初は整理・洗濯・ほどきも
のに始まり，アイロンかけやつぎもの，縫い物へと発展
している．そして，このカリキュラムにおいては，美術
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工芸教育の区分であった「再生工芸」と裁縫の内容が入
り混じった形として組まれている．
　こうした協力裁縫の実践の準備として₁₉₄₁年 ₉ 月₂₅日
から₁₀月 ₂日まで，「洋和両裁縫の基礎技術訓練」が実施
された．また，協力裁縫のためのインフラ整備ともいう
べき出来事として，「衣類整理館」が女子部校舎の最東北
端に落成された₂₆）．
　写真 ₁と写真 ₂を見ると衣類整理館には受付と作業部
屋が存在し，衣類整理館はその名の通りただ衣類を整理
するための場所ではなく，受付で受け取った衣類を解い
たり修繕したりすることで新たな衣類へと生まれ変わら
せる場所であった．
　『学園新聞』だけでなく『婦人之友』にも，具体的な協
力裁縫の実践が掲載されている．協力裁縫を奨励する根
拠として，すべての製作工程を一人で行った場合の制作
時間と，複数人で工程を分担して行った場合の制作時間
を提示し，比較している．例えば， ₆枚のブラウスを ₅
人で縫うと一枚平均 ₃時間₃₀分， ₁人ですべて縫うと ₄
時間 ₈分かかったと示している₂₇）．この場合， ₁時間₂₂
分の短縮が実現し，実践の有用性が示されている．
　さらに協力裁縫は，組織づくりも重視されていた．
　写真 ₃のように，全てを総括するリーダーの下には，
和服・洋服・再生・用度リーダーが置かれており，再生
に関してはそのリーダーの右隣に「工芸研究所」との記
載があり，「協力裁縫」が工芸研究所を巻き込んだ実践で
あったことがうかがえる．この工芸研究所とは，₁₉₃₀年
の春に学園の卒業生，すなわち自由学園 ₈回生を中心に
創始された研究所で，この工芸研究所と自由学園消費経
済研究部の ₂つが₂₀₁₄年に統合し，現在においても「自
由学園生活工芸研究所」として存続している₂₈）．戦時下
においては，この研究所も学園の戦時体制に組み込まれ
ていたことになる．
　協力裁縫は，『婦人之友』に掲載された協力裁縫実施の

呼びかけに端を発した₂₉）．その後，自由学園女子部を中
心として，「実際の勉強」として実行された．まず，学園
に属する生徒たち₄₀₀の家庭から₈₀₀点近い衣類が寄せら
れ，これらが実践の端緒となる対象となった．₁・ ₂年，
₃・ ₄年，高等科の ₃つに分かれてそれぞれでときもの，
つぎもの，洗濯，張物などに分かれて作業を進めていた．
一人で全てを作りあげる進め方とは別のものになってお
り，分業によるこうした縫い方を「新しい勉強」として
位置付けていた．₁₉₄₀年 ₆ 月 ₁ 日に，学園における協力
裁縫の実践が本格的に始まった．この日に集まった衣類
の総数は₆₁₄点で，そのうち洋服は₄₄₉点，和服₁₆₅点で
あった．さらに同月 ₆日に追加で募集した結果，₇₈₀点が

表 1 　各学年が身につけておくべき能力（『学園新聞』No. 
142より）

本科 ₁年 和服ほどき，自分のものの衣類整理，再生
工芸

₂年 洋服ほどき，やさしいものの洗濯，アイロ
ン，再生工芸，伸子張り，和服つぎ

₃年 和洋服洗濯，アイロン，再生工芸

₄年 和服裁縫（絹一重）つぎ

高等科 ₁年A 洋服アイロンつぎ，クリーニング

₁年B 和服つぎ準備，洗濯，アイロン，再生工芸

₂年 洋服縫，和服縫

₃年

写真 1 　衣類整理館の受付（『学園新聞』No. 137より）

写真 2 　和服を仕立て直す様子（『学園新聞』No. 137より）

写真 3 　協力裁縫の組織図（『婦人之友』34（6）より）
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集まった．集めた衣類を分業でほどき，洗い，縫ってい
くのだが，その過程で和服は一つ一つの地質や染め方な
どを見分けてそれぞれに適した洗濯方法をしなければな
らないということを生徒たちは学んでいった₃₀）．
　最終的な成果としては，₁,₁₃₈点の衣類（洋服類が₈₆₃
点，和服類が₂₇₅点）を手がけることとなった．そして，
学年ごとの役割分担としては， ₁年生と ₂年生は和服の
ほどきもの， ₃年生は和服洗濯と洋服のほどきもの， ₄
年生は洋服洗濯と和服の繕い，高等科は主に繕い物とい
うように，それぞれの力・既習内容に応じた割り振りと
なっており，一週間に₈₀分ずつの時間割（高等科は ₂時
間ずつ ₂回）を続けていた₃₁）．この「協力裁縫」におい
て生徒たちは自らのことを「精密機械の一部分」₃₂）のよ
うに働かなければならないと表現しており，羽仁吉一も
「協力裁縫は所謂手工業のよさと，機械工業のよさとを兼
ねそなえている訳だ」₃₃）と述べており，作業的な能率の
よさが「協力裁縫」の特徴として認識されていたとわか
る．「女学校の裁縫も総力戦を戦いつつある国家の御用に
立つようになりたい」₃₄）という言葉を体現するように，
協力裁縫は戦前の合理化理念を引き継ぎつつ，徹底的な
合理化，言い換えれば工場化・労働化の方向へと変容し
ていった．

3．戦時体制下における「美」の追求

　前節に提示した協力裁縫は，「利用更生」「節制」を目
指す裁縫教育実践の一般的な目標に添いつつ，それは戦
前の「合理化」という社会的潮流と学園内の実践の延長
線上に登場したものであった．本節では，この協力裁縫
が，戦前から学園で実践されてきた生活に適合的な「美」
の探求を継続した実践であったことを示す．

（1）美術工芸教育における「戦時工芸」と「再製工芸」
　学園は設立当初から，美術教育に力を入れ，手本の絵
を忠実にまねる臨画を中心とした美術教育から脱却し，
独自の「美術工芸教育」を完成させていた₃₅）．それと関
連して，₁₉₃₈年 ₈月 ₁日号の『学園新聞』「国策線上に立
つ工芸研究所の新陣容」₃₆）と題して，戦時中における美
術工芸の行方を示している．そこでは，各家庭における
廃品を用いて作り上げる工芸品として，以降の美術工芸
を「戦時工芸」「再製工芸」へと切り替えていくことを述
べている．つまり，従来の学園工芸が「はじめに何もな
いところから頭の中で色々の案を練って意匠しそれに
よってその意匠を如何に表すかを工夫しつつ物にしてい
く」₃₇）であったのに対し，時局に合わせて「手近かにあ
る材料を元としてそれを最もよく活かすように意匠して
作る」₃₈）形に変えていくことになった．廃品リサイクル
といっても，それを制限と捉えずに，「古い頭にとらわれ

ないで，自由に，物も技術も全く新しく使いこな」して
いけるよう積極的に工夫していくのだ，と肯定的に捉え
ようとしている．そこに，戦時下の物資不足に対する悲
壮感はない．
　₁₉₃₇年には「輸出入品等に関する臨時措置に関する
件」，₁₉₄₂年には衣料切符制が規定された「繊維製品配給
消費統制規則」が公布・施行され，衣料関係の配給・製
造・販売の過程が国によって総合的に管理されるように
なっていく₃₉）．そんな中，₁₉₄₀年 ₈ 月の「贅沢禁止と生
活文化」という座談会₄₀）にてもと子たちは，贅沢禁止令
によって芸術が衰えることはないと断言する．この座談
会は，商工省及び農林省が同年 ₇月に「奢侈品等製造販
売制限規制」を出したことに直接的な端を発し，この禁
止令によって今後の生活にどのような影響があるのかに
ついて，羽仁夫妻のほか，大学教授や海軍大将を交えて
議論したものである．東京美術学校教授の和田三造は，
羽仁夫妻の「芸術は衰えない」という発言を受けて，そ
れに賛同する形で話を進める．和田は女性の着物を例に
とり，その美しさは値段と比例するものでは決してなく，
手をかけすぎて却ってその美しさを損なうものもしばし
ば見受けられることから，この禁止令はむしろ歓迎する
と述べる．吉一は，「真の美術は却ってその（禁止令の）
影響を受けることなく，廉い材料を使っても立派に育つ」
と述べ，和田同様禁止令を悲観的に捉えていない．物資
的に追い込まれた状況こそ，贅沢なもの・余分なものが
自然と廃され，本来の美しい工芸品が現れると確信して
いる．もと子も「率先して新しい簡素な美を作り出す努
力も，知識階級に課せられている使命である」₄₁）と述べ，
「簡素な美」の追求を提案する．「戦時工芸」「再製工芸」
とその質は，平時のものとは変化しつつも，「美」を追求
する姿勢は変わらず，その「美」がより本質的なものに
なるのではないかと期待さえしていた．生活の合理化や
美化を設立当初から追い求めてきた自由学園にとっては，
戦時下の節制は元からの教育方針と反発するものではな
く，平時の創作を国策に沿った形で戦時にも進めること
ができたのである．
　この「簡素な美」という発想は，大政翼賛会文化部に
おける婦人服を検討する会でも共有されている．すなわ
ち，戦時下における婦人服は能率性，健康性，正しい趣
味性を備えることを求められたのだ₄₂）．もと子たちが言
及する「簡素な美」と比較したとき，その理念は共通す
るところは多い．ただし，華美に対置され戦時下に適合
的な新しい美として文化部が「簡素な美」を提案したの
に対し，もと子たちの場合，生活に適合する「美」とし
て美術工芸教育で戦前から追求してきたことの延長とし
て，そして「一つの型」₄₃）に収束せず常に更新あるいは
差異化されていくものとして「美」を捉えている点，異
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なっていると言える．

（2）協力裁縫と美術工芸の合流
　そもそも学園では「生活の美化」と「生活の合理化」
とを並行して目標と設定し，どちらかと言えば「生活の
合理化」に関係する裁縫教育実践は，「生活の美化」に関
係する美術工芸教育実践の影響を色濃く受けていた．そ
れは戦時中における実践である協力裁縫も同様である．
　協力裁縫は，裁ち縫いすることだけを指す言葉ではな
かった．他にも，染物や洋服の洗濯，衣服の整理も含め
て協力裁縫から学べることとして位置付いていた．一般
的に外注に頼っていた染物も，学校に揃えられた道具類
や先生を利用すれば簡単に染めることができ，ガソリン
を用いずに毛織物を洗濯するにはどうすれば良いかなど
も研究されていた．また，節約だけでなく，「協力裁縫」
は廃品再生の実践としても機能していた．古くなった
ズック鞄やレインコートからは上履きを，洋服やワイ
シャツの襟であるカラーを編み上げてスリッパを，半衿
で掛け布団を，日本髪を結う時に髷に巻きつけるなどし
て飾るための布である手絡で座布団を作っていた．
　写真 ₄は，₄₀軒の家庭から集めたボロ長靴下₂₇₅足を元
にして織った敷物である．制作にかかった費用は₂₄円₈₀
銭（約₂₇,₀₀₀円），かかった時間は₂₆時間であった．写真
₅の敷物は，古くなったマットを染め直し，各家庭から
集めたフェルト帽をアップリケとして再利用したもので，
鞄の方は，スリッパや絹地で草臥れたもの約₉₀匁（約 

₃₃.₇₅ g）を割いて織ったもので，一つ当たり約 ₄時間か
かったそうである．日中戦争下において，美術工芸教育

が「戦時工芸」や「再製工芸」へと移行していることは
先に述べた通りだが，このように協力裁縫の一環として
も美術工芸というべき作品が未だに制作されていた．つ
まり，家庭の布製の廃品に関しては，学園の教育として
協力裁縫の制作に充てられていたのである．協力裁縫と
は，ただ洋服の手直し・再利用をしていただけではない．
戦時下の布製工芸品は，美術工芸・協力裁縫両方の実践
を跨いだ形で存在していたのだ．先述した「贅沢禁止と
生活文化」の座談会で述べられていた通り，学園の美術
工芸は戦時下において完全に途絶えることはなかったの
である．

4．新たな衣生活スタイルの提案という役割

　自由学園の実践やその作品群は『婦人之友』にも掲載
されることも多く，学園そのものが新生活スタイルの発
信地としての役割を果たすことも多かった．そのため戦
時下においても，協力裁縫実践について掲載した他，独
自の国民服や学園における標準服製作にも取り組んでい
た．本節ではその内実を示し，学園の追求していた「美」
とは何かについても検討する．

（1）協力裁縫の普及
　協力裁縫は，自由学園の裁縫教育実践として計画され
実行されたものである．しかし，それは学園にとどまら
ず，他の場所でも実行されていた．その要因としては，
『婦人之友』の中でそれらの実践の計画・実行・結果を逐
一報告していたこと，そしてその読者会である「友の会」
によるセツルメントへの影響力があったことが挙げられ
る．
　例えば，₁₉₄₀年₁₀月号の『婦人之友』には，「仕立ては
協力裁縫で 三人でスーツを縫い上げるまで」という記事
が掲載されている．これは，学園外部の人が『婦人之友』
の記事によって協力裁縫を知り，秋支度のできていな
かった河西さんという方のために，₁₀人の女性が集まっ
て協力裁縫によってスーツを仕立てたという結果を報告
したものであった．この実践を行う前に学園の人と連絡
を取って，一緒に計画を立てたという．また，福島県鎌
田村の農村友の会に対し，友の会の中央部から帯芯₁₀₀本
が届けられ，その帯芯を基にして，農閑期の手仕事とし
て協力裁縫が行われた₄₄）．こうした友の会と農村セツル
メントとの間にも，協力裁縫の実践は普及していたので
ある．
　このように協力裁縫の実践が学園外で実践される一方，
学園内においても₁₉₄₁年₁₂月に「自由学園教育二十年報
告会」が催され，その中でも協力裁縫実践が報告された．
この報告会は，美術工芸展覧会のように，各教室にそれ
ぞれの展示を行っており，協力裁縫に関しては第 ₅ 室

写真 4 　「協力裁縫」による敷物（『婦人之友』34（6）より）

写真 5  「協力裁縫」による敷物と手提げ鞄（『婦人之友』34
（6）より）
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「午後の学校」に，その経営と教育の実際について展示さ
れた．また，第₁₃室「学園二十年史資料」には衣類整理
館についての展示が含まれ，そこで協力裁縫の実演が行
われた．これによって，報告会への来場者に対して協力
裁縫実践を提示し，普及させていた．戦前においても
「美術工芸展覧会」の開催や『婦人之友』誌上における実
践報告があったが，それらによって学園は新たな生活ス
タイルを常に発信する役割を担っており，それは戦中に
おいても変わらなかった．

（2）「国民服」の研究
　₁₉₄₀年₁₁月に，「国民服令」が発布された．国民服令と
は，国民精神総動員の一環として，日本の男性服の常服
として軍服に似た衣服を制定したもので，この国民服は
第二次世界大戦中広く着用されていた．この発令に触発
された形で，₁₉₄₁年度の卒業生は，「『国民食』『国民服』
の研究」を卒業研究として行なった．公の国民服は男性
向けに作られたものだが，自由学園においては女性の衣
生活として相応しい国民服とは何かと模索された．
　「よき国民服」グループは，まず学園の近くにあった久
留米村の農村に出かけ，実際の女性の生活にはどれだけ
の衣服が必要なのかを調査した．この村では嫁入り時に
一生涯に必要な服を用意しておく慣習があり，ある女性
は純綿紺絣の働き着を₁₇枚持っていた．働き着は ₁枚で
₂年間保つと考えれば，その女性は₃₄年分の服を持って
いることになる．こうした現状を調査しつつ，生徒たち
は必要な枚数ともっと賢いくりまわし方はないか考えた．
　国民服のあり方について，「一つの型を全員が着るので
はなく，簡素でありながら，各々の個性にあった清楚で
美しいものでありたい」₄₅）という願いのもと，理想的な
衣生活を送っている人，具体的にはいつも和服で持ち数
も少ない人，和服は礼服のみで日常は洋服とはっきりし
た方針を持っている人，そして生徒からも衣類整理の上
手な人を選んで，研究への協力を呼びかけた．自由学園
創設当時から一貫して行われてきた，生徒が自身の個性
に合った衣類を選択・製作する力をつけるという服装教
育がここでも継続されていることがわかる．国民精神総
動員過程報国週間の実践事項にも「服装は簡単を旨とし，
髪容は徒らに外来の風を模倣することを避けませう」と
あり，学校の裁縫用教材においても，華美・贅沢な教材
は避けるよう定められていた₄₆）．時勢上，贅沢と捉えう
る「美」は排除される傾向にあったが，学園においては
「簡素でありながら，各々の個性にあった清楚で美しいも
のでありたい」という文言にあるように，戦前から続け
てきた簡素と共存する「美」を目指し続ける姿勢を崩さ
なかった．これこそ，第 ₃節第 ₁項で指摘した「簡素な
美」であった．

　国民服を研究する一方，高等科 ₃年が中心になって考
え，西島芳太郎，中島静江という ₂人の裁縫教師の指導
によって，兵営生活に相応しい服装として₁₉₄₃年にはズ
ボンスカートを縫うようになる₄₇）（写真 ₆）．
　兵営生活において相応しい服装としてズボンスカート
という新しいスタイルを提案した．このズボンスカート
を全員で縫う際にも，自分で縫える上級生は自分で縫い，
縫えない ₁・ ₂年生をさらに手伝うというように，協力
裁縫と同じように助け合って仕上げていった．そして，
白のブラウスに紺のズボンスカートというスタイルが，
学園での日常着として定着していったのである．

（3）戦時中の服装教育
　協力裁縫に関連して，₁₉₄₂年に新たに「衣服相談所」
が設立されている₄₈）．これは，物資不足に陥っていく中
で，有り合わせの布や衣服をどのように繰り合わせてい
くべきかという悩みを，学園の最高学年の生徒たちが相
談相手として解決していく場所であった．低学年とりわ
け和裁教育が終了していない ₃年生までは，その裁縫の
技量が十分でないために，彼らにとって必要な衣服の制
作は協力裁縫にて引き受けられていた．
　この衣服相談所が設立される背景として，従来の学園
の衣服の方針が改めて見直されたことがある．自由学園
では，設立当初から制服が制定されてこなかった．それ
は，「真にその人々とその環境とにぴったり合った服装を
最も経済的に作ったり繰りまわしたりしているのが家庭
婦人の大いなる役目の一つ」であり，「教育盛りの女学校
時代に制服をあてがってもっとも手近な自分の服装につ
いて自然無関心でいられるような境遇におく」ことは避
け，常に生活の場を教育の発足点にしようという学園の
理念に基づいた対応であった₄₉）．そして，戦時下におい
て，もと子は再び衣服に関して見直し，このような時勢
下において心持ちを一つにするためにも「学園の正式な
儀式の時など統一した一つの外形にも現してみたい」₅₀）

と述べた．かといって，いわゆる式服を作ってみても年
に一度以外はタンスの肥やしになるだけであり，かつ，

写真 6 　ズボンスカート（『自由学園の歴史Ⅱ』より）
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成長盛りの生徒たちにとっては本当に一度しか着ないこ
とになってしまいかねず，そういった事態は不合理であ
るからどうすべきか，と生徒達に投げかけている．生徒
達は，当初予定していたお揃いのワンピース製作は諦め
て，式典以外の別の機会にも着回せるような白のブラウ
スと紺色のスカートという組み合わせで統一したらどう
か，という結論に達した．自分の服装に対して関心を常
に持ち合わせていくこと，適切な服装を考える態度を養
うこと，という初志は忘れないまでも，時勢に適応した
形に変化していった．そして，こうした衣生活の見直し
に直面したことをきっかけとして「団体的服装」という
ものに興味を持ち，全体として趣味の高い服装を提案し
つつ，その中に自分というものを調和させていけるよう
な服装を考えるようにしたいという生徒の願いから，衣
服相談所は設立されたのである．
　学園にとって衣服相談所は，青芳による百時間の和裁
教授，西島や当時の生徒たちによる二百時間の洋裁教授，
和洋合わせた協力裁縫といったこれまでの学園における
裁縫教育の ₃つの成果と並んだ， ₄つ目の成果として位
置付けられている．衣服相談所ができたことにより，
「我々の服装に対する各方面の勉強が基礎的に完全になっ
て行く」₅₁）のではないか，また，衣服相談所での相談相
手を勤めた卒業生たちが学んだことを基礎として社会に
働きかけていくのではないか，という ₂つの期待が寄せ
られた．戦時下においても，衣生活における「簡素な美」
が追求され，それは学園設立当初から一貫された服装教
育の中に息づいてきたものであった．
　以上のように，学園では戦時下においても現実に即し
た生活のあり方を戦前同様に模索した．一方，戦局が厳
しくなり，生徒たちが動員された勤務先の工場が爆撃に
合い死者が出るということも多くなっていった₅₂）．その
結果，₁₉₄₄年₁₁月以降もと子たちは学校の一部を工場と
して利用し，生徒たちが学校にいながら仕事ができる体
制を整えた．この頃になると，協力裁縫は全学を挙げて
実施せず，たまった衣類の洗濯や繕いは普通科 ₁年と高
等科 ₃年が₁₀日間集中して取り組み，その後は寮生全員
で朝一に洗濯を行う「協力洗濯」が始まった₅₃）．戦争終
盤においては，戦時下生活に柔軟に対応しつつも，学園
もその波に呑まれていったのである．

5．おわりに

　以上，戦時下の女子中等教育実践の一角を明らかにす
べく，自由学園の裁縫教育実践を検討してきた．学園の
戦時下における裁縫教育実践であった協力裁縫は，当時
一般的な裁縫教育実践で目指されていた「更生利用」「節
制」と同じ方向性を持っていた．つまり，物資不足に伴
う衣料品の不足のため，持ち合わせた布を有効活用して

必要な品を作り上げる知識と技能の獲得が奨励されてい
た．その方針は，学園の戦前からの教育方針であった生
活の「合理化」と親和性の高いものであり，「生活即教
育」という学園のあり方にも即し，学園を挙げて戦時体
制に馴染むことが可能であった．協力裁縫の理念には国
家経済への寄与，戦争協力が強く意識されていたが，そ
の実践の根本思想は，大正期から続く生活の合理化に裏
付けられたものであった．
　ただ，この「協力裁縫」は戦時体制下に本格的に入る
までの合理化の流れとはまた少し異なる色合いを見せて
いる．それは，第 ₂節第 ₃項でも引用した「精密機械」
や「機械工業」といった言葉にも表れているように，徹
底した作業能率の追求という姿勢からもうかがえる．こ
の時期における実践は，生活を合理化したそのさらに向
こう側，生活を工場化したという表現の方が似つかわし
い．裁縫実践そのものも合理化を超えて，工場化・労働
化したのである．
　また，ただ生活を「合理化」するだけでなく，「美化」
するという視点の一貫性があったという点で学園の実践
は独特である．第 ₃節第 ₁項で述べた通り，限られた資
源の中でのやりくりを迫られる中でも，芸術としての美
しさを追求する姿勢を保つこと，とりわけ「簡素の美」
の追求をもと子たちは強く掲げていた．それは美術工芸
教育に限らず裁縫教育にも共通した理念で，戦前までの
実践成果を戦時中も継承させようとしていた．自由学園
は，戦時体制に適応すべく少しずつ実践を変容させつつ
も，生活における「美」という視点も見失わなかったの
である．学園の裁縫は，「更生利用」を掲げた節制の希求
だけではない，裁縫における「美」の追求という別の側
面を持ち合わせていた．
　本稿は自由学園の戦時中の裁縫教育実践の詳述を中核
としたため，他校とりわけ公立の女学校における一般的
な裁縫教育実践との比較が不十分であり，それを今後の
研究課題としたい．
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1940年代における自由学園の裁縫教育実践： 
生活合理化運動と戦時体制の親和性に着目して

清重　めい₁*

　本稿は，戦前の生活合理化運動と戦時体制の親和性に着目し，自由学園の₁₉₄₀年代すなわち戦時下におけ
る裁縫教育の具体的実践の様相を，当時の生徒が発行していた『学園新聞』や雑誌『婦人之友』の分析を通
して明らかにした．明らかになったことを ₃点挙げる． ₁点目は，学園の戦時下における裁縫教育実践で
あった協力裁縫は，「更生利用」「節制」という方向性を持っており，それは学園の戦前からの教育方針で
あった生活の「合理化」と親和性が高く，「生活即教育」という学園のあり方にも即して戦時体制に馴染む
ことが可能だったことである．₂点目は，戦前の実践と異なり，協力裁縫は作業的な能率の良さを求める傾
向が強く，合理化路線よりむしろ工場化・労働化へと移行していったことである．₃点目は，協力裁縫はた
だ生活を「合理化」するだけでなく，「美化」するという戦前からの一貫した視点を有していたことである．


