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山本キクの「衣服科」構想： 

「服装文化」に着目して
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Concept of ‘Department of Clothing’ by  
Kiku Yamamoto in the 1920s and 1930s:  

Focusing on ‘Clothing Culture’
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The purpose of this paper is to clarify Kiku YAMAMOTO's concept of 'Department of Clothing' as an argument 
for reorganizing sewing education as one which teaches not only technical skills but also techniques used for 
general clothing. Three points were clarified from the above examination. Firstly, Yamamoto's concept was 
conceived as early as the 1920s. She paid attention to embellishments, which until then had been neglected as 
an important feature of clothing. Secondly, Yamamoto's idea was not only to develop skills to care for and manage 
ready-made clothes, but also to help students learn to be attentive to what they wore, as expressed in the word 
"dress culture". Thirdly, there were certain differences of opinion among proponents of these concepts, especially 
in terms of the degree to which technical instruction should be maintained.
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1．緒　言

　1920年代から1930年代における既製服の登場を受けて，
裁縫教育を裁ち縫いの技術の習得にとどまらず，衣類を
扱う教科として再編する議論が行われた．本稿は，山本
キクの「衣服科」構想を検討することによって，その議
論の特徴を明らかにする．山本の構想の特徴は，洗濯や
整頓といった技術的な衣類の管理にとどまらない，衣服
を身にまとうという衣服の文化的な側面も視野に入れた
包括的な裁縫教育論を構想した点にあった．

（1）研究の背景
　現代のような既製服*1の購入が当たり前という生活が
普及したのは，第二次世界大戦後の1960年代後半以降で
ある．しかし，既製服自体が登場したのは戦前であり，
特に関東大震災以降の1920年代後半ごろから，婦人洋装

の推進を先導していた婦人之友社と「飯島婦人洋服店」
の提携によって一円という安価な洋服が売り出されてい
た．その後，大阪商人によってさらに安価な「アッパッ
パ」*2と呼ばれる簡易の既製服が生み出され，大流行し
た1）．同時期は，鹿鳴館時代のような華美な洋装ではな
く，日常生活を送る上で活動的・合理的とされる「市民
洋装」が成立・普及していく時期であり，既製服の登場
と洋装の普及は同時に進んでいた2）．この時期にはまた，
女子の中等教育に対する関心も高まり，高等女学校が各
地に開設された．1915年の高等女学校令施行規則の改正
においては，毎週 4時間だった裁縫が第 3・ 4学年にお
いて各 6時間に増加されたが，1920年の改正時には再び
毎週 4時間へと減少している．これは女子の普通教育へ
の関心の高まりに伴う数学理科の授業時間数増加に合わ
せて，裁縫といった実技一辺倒だった教授内容の改善を
目指したものであった．女子中等教育の拡張は女子の教
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育機会の増加を促しつつもその教育内容を制限すること
にもなったことが指摘されている3）が，それでも元々比
重の大きかった裁縫等の実習時間が減少したのは事実で
ある．こうした動きに応じて，裁縫教育の中では限られ
た時間の中でいかに効率よく習得内容を教えきるか，あ
るいは教授内容の精選・変更が模索されるようになった．
その中で，教材として既製服を用いようとする動きも
あった*3.

　こうした女子教育における事情と，社会の衣生活の変
化という事態を踏まえて登場したのが，裁縫教育を裁ち
縫いの技術のみを教える教科として捉えるのではなく，
裁ち縫いも含めて衣生活全体に関する知識・技術を授け
る教科として捉える見方である*4．そもそも家庭科教育
史の文脈では，この流れが明確に認識されていない．例
えば常見育男は「昭和二十年までは，まったく裁縫技術
偏重の時代であった」4）と述べており，また日本女子大学
女子教育研究所による『大正の女子教育』もこれを引用
して「大正期には，家事と裁縫は別々の教科であった．
それを家庭科として総合した上で，教科教育としての指
導理念をどう規定すべきか，というような発想は生まれ
ていなかったのである」5）と断言していた．高等女学校に
おける当時の家事科とは「衣・食・住・家事衛生・家計
簿記・育児」を教授内容として含み，特に「衣」は衣服
の縫製以外の洗濯などを指した．同じ衣服を対象としつ
つも裁縫科ではその縫製に重きが置かれ，かつ出来上
がった衣服の管理法は家事科で教えるというように，分
離していたのである．しかし実際のところ，例えば，ア
メリカで家政学を学んできた裁縫教育者である牛込ちゑ
が1931年に家事及裁縫社*5の座談会にてアメリカの裁縫
教育の現状を話したところ，参加者たちから「裁縫科」
ではなく「衣服科」や「被服科」として再編すべきだと
いう意見が出ていたという6）.

（2）先行研究の検討
　上述のような意見の登場に関して多少言及した研究は，
既にいくつか存在する．洋装教育の普及に尽力した成田
順の裁縫教育論を扱った桑田直子は，その論考の中で黒
川喜太郎や酒井のぶ子を，裁縫科に代わる「衣類科」「衣
服科」といった総合的な服装教育の学科を主張し始めた
人物として位置づけており，「裁縫の家庭内需要の軽減化
を見越して，技術の伝達，訓練，習得から衣生活の総合
的 management 能力の育成へという力点のシフト」が
あったとする7）．また田中陽子も，小学校裁縫科の洋裁
教育推進の背景を検討する中で，既製服の利用について
黒川，酒井，そして吉村千鶴が提唱していたことに言及
した8）．加地芳子は，黒川喜太郎の「衣類科」構想に焦
点を当て，その内容を詳しく紹介した9）．加地は黒川の

構想を概観した上で，裁縫科を技術中心の教科から脱皮
させて家事科の衣類内容や手芸などを含んだ総合的教科
に改造しようとしたこと，それが「衣類学」として新し
い家政学を構成する領域の学問体系に近いものだったこ
と，そして1943年の「高等女学校規定」に黒川理論が採
用されたことを指摘した．また，加地は本稿で中心的に
取り上げる山本キクについて，彼女が「衣服科」構想を
提唱し，衣服それ自体に関する科学的知識を育成するこ
との重要性を述べたことについて指摘しているが，具体
的な内容や黒川の論との違いといった観点についての詳
述はしていない．
　以上のような先行研究の状況を鑑みるに，裁縫教育に
おける裁ち縫いの技術だけでなく衣類管理全般の知識技
能を学ぶ教授内容が構想された一連の動きに関して包摂
的な考察を加え裁縫教育史に位置づけた論考は，管見の
限り見当たらない．また，1920年代後半から1930年代前
半における裁縫教育に関する制度上の大きな変更は，初
等・中等教育共になかったことが指摘されており10），制
度ではなく実践家たちの議論の中での質的な変容を追う
必要がある．そして，実践家たちの議論・構想を追う中
で見えてきたのは，従来の研究で指摘されていた単なる
衣類の管理能力の育成だけでなく，「服装文化」「服飾問
題」という言葉に表れているような衣服を身にまとうと
いう衣服の文化的な側面も着目されていたということで
ある．これは，戦前の裁縫教育に一般的な技術偏重・実
用重視という観点から離れた議論であり，衣服の美的側
面に接近するものであるため，注目に値する．特にこの
視点を強調したのが，山本キクという裁縫教育実践家で
あり，山本を検討することで単純な衣類の管理だけにと
どまらない「衣服科」構想が見えてくると考えられる．
他方，先行研究が指摘する通り，衣類の管理という点で
黒川喜太郎や酒井のぶ子も山本と類似の考えを有してい
た．その特徴としては，黒川の場合，裁縫教育を実技教
科というよりは知識をベースとした教科として生まれ変
わらせようとする意向が強かったといえる．酒井の場合，
技能教科としての側面を重視し，依然として裁縫の実用
的価値を強調していたといえる．彼らの教育論との比較
という観点も取り入れることで，山本の特徴がより明確
に見えてくると考えられる．

（3）山本キク
　山本キクは，戦後1949年に文部省初等中等教育局職業
教育課事務官並びに家庭科の教科書編集委員として，家
庭科教育の整備に携わり1950年 8 月から11月にかけて視
察のために渡米している．山本の戦後における家政学原
論確立への尽力に関しては，尾島恭子らの研究でその著
作群を基に詳述されている11）一方，戦前の山本の論考に
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ついて詳しく検討した論考はない．山本は，1892年に佐
賀県に生まれ，1915年に東京女子高等師範学校技芸科第
一部を卒業，同校附属高女と小学校で助教諭兼訓導を務
め，さらに同校の研究科*6にも進学した12）．その後，東
京市視学官を嘱託されていた他，東京女子高等師範学校
や女子美術学校の裁縫高等師範科，東京家政専門学校で
教鞭をとっていた．その傍らで，多くの裁縫関連の教授
書も出版している．確認できたものだけでも列挙すれば，
『新版裁縫教授法』（1922年，中文館），『メートル法によ
る高等裁縫書』全 5巻（1924年，倉持周治商店出版部），
『現代和服裁縫書』全 5 巻（1932年，倉持周治商店出版
部），『尋常小学校裁縫教授書』（1933年，明治図書），『高
等小学校裁縫教授書』（1933年，明治図書）がある．ま
た，他にも岩波書店が1931年から1933年にかけて，当時
の教育学関連の研究を集成する意図で編纂された『教育
科学』においても，裁縫教育を代表して寄稿している．
その中には，本稿が着目したい「衣服科」への直接的な
言及があり，これらは当時の多くの教育関係者の目に触
れたと推測できる．先行研究のように山本は，戦後にお
ける活躍には目を見張るものがあるが，戦前の初等・中
等教育の裁縫教育分野における存在感も際立っていた人
物であり，その教育構想こそ無視できるものではない．
　以上のことを踏まえ，裁縫教育を縫製技術だけではな
い教育として再編する動きを描き出すべく，本稿ではま
ず，第 2節では，山本キクの「衣服科」構想を，特に服
装文化・服飾問題という観点に着目して描き出す．そし
て第 3節では，黒川喜太郎の「衣類科」構想，さらに酒
井のぶ子の教育論の内容を明らかにし，山本のそれと比
較する． 3名の思想の共通点と相違点を描き出しつつ，
これらを踏まえ最後に，裁縫教育史においてこうした構
想はどのように位置づくかについての考察を加えること
とする．なお，本稿で対象とした史料における論者は，
初等・中等教育を分けずに裁縫教育全体を論じているも
のが多いため，本稿でも分けずに記述する．

2．山本キクの「衣服科」構想

　1932年に山本キクは，時勢に合わせた新たな裁縫のあ
り方として「衣服科」という言葉を用いて自身の論を展
開した．その中で山本の論に特徴的なのは，山本の言葉
でいうところの「服装文化」や「服飾問題」への着目の
必要を主張したことにある．以下，この山本の「衣服科」
構想について描出していく．

（1）山本キクの1920年代の教育論
　山本の「衣服科」構想は，1920年代にすでに見られた．
彼女が「衣服科」構想について具体的に詳述したのは，
1931から1933年にかけて刊行された『岩波講座教育科学』

の第 6冊に掲載された「裁縫の教育」という論考におい
てであった．しかし，こうした構想の断片は，それ以前
の著作においても既に著されていた．山本は，1922年の
『新撰裁縫教授法』（以下，「1922年版」と表記），改訂版
である1926年の『三訂新撰裁縫教授法』（以下，「1926年
版」と表記）において既に自身の論を著していた．また
それと類似の内容を，雑誌『家事及裁縫』にてその創刊
号となる1927年 4 月号より「裁縫教授法」という記事で
連載していた．まずは，これら1920年代の山本の著作を
見てみよう．
　1922年版で特徴的なのは，裁縫教育の前提となる衣服
についての記述において，人間にとっての衣服の目的を
衛生上，作法上，装飾上の 3点で説明したうえで，特に
装飾の観点に着目していることである．従来の議論だと
衛生や他者を不快にしないよう礼儀としての作法という
観点は当然視されるものの，装飾の観点は「虚栄に乗じ
易い」ものとして反発されることが度々あった13）が，山
本はこれを「大いに考究する価値ある問題」として捉え
る．装飾は「正に人間の美的要求即ち美的情操のそれか
ら来た自然の要求」であり，文明人として当然教育の射
程に入れるべき観点とした14）.

　また山本は，裁縫教育をとりまく社会状況の変化を捉
え，裁縫教育の方向転換を模索していた．（1）婦人に求
められる知識技能の変化，（2）簡易生活の奨励，（3）科
学的知識の尊重，（4）裁縫偏重の教育への反省15）や裁縫
の授業時間数の減少といった制度上の現状を踏まえ，山
本は裁縫教育の簡便化を目指して裁縫教育の改良説につ
いても言及した．具体的には，①「全然専門家に任せよう
とする意見」，②「従来の裁縫の方法を改良して，手早く
したいという意見」，③「器械を用いようとする意見．器
械は主にミシンである」，④「衣服の改良に伴う改良意見．
即ち和服を改めて洋服とする場合に伴う改良」を挙げ
る16）．こうした意見を参照する中で，「かく改良の意見は
種々であるが，結局将来の裁縫は漸次家庭から専門家の
手に移って行くものと予想される」17）とし，裁縫の技術
を主婦が習得する必要がなくなる未来を山本は，1920年
代時点で既に予想していた．ただし，「都会地はいざ知ら
ず，地方に於ては全然裁縫の専門家に任かする人，及び
洋服使用者は少数であろう」18）とし，地方や第一次世界
大戦後の困窮から抜け切れていない家庭などにおいては，
依然として基礎的な縫製技術を学ぶ必要があるとした．
　さらに1926年版になると，1922年版に比べて衣服に関
する総論の取り扱いにおいて大きく違いが現れる．単純
に割かれている頁数が12頁から18頁に増加していること
も挙げられるが，1926年版では衣服と文化に関する考察
が西洋絵画の写真や日本の伝統衣装のイラスト付きで追
加された*7．具体的には，衣服が古今東西問わず時代精



日本家政学会誌　Vol. 73　No. 11　（2022）

（638）4

神と時代生活に支配され，日本の場合平安朝の衣装はき
らびやかで活動的でない形をとっているのに対し，鎌倉
期以降の武家本位の社会では実用的かつ質素なもの，そ
して平安の世である徳川時代では活動に不便な和服のま
ま使用されてきたと指摘する．また時代だけでなく男女
の役割によっても衣服の形状が変わり，仕事のため活動
量の多い男性の衣服は女性の衣服よりも「筒型」のもの
が多いという19）．こうした記述追加の背景には，裁縫教
育従事者は「衣服の研究者」「国際的に考うれば人類の衣
服研究者」でなくてはならないという山本の考えがあっ
た20）．衣服の目的に関しても装飾の観点の内容に追加し
て，トマス・カーライルの「衣服は人類の装飾的本能か
ら出たもので，寒温の為めではなく芸術の為めに纏うた
ものに創まる」*8という記述も引用した．山本は，1920年
代から一貫して衣服の装飾的な側面に着目したうえで，
「人類の衣服研究者」として日本人の当時の生活様式に
あった衣服とは何か，そのために裁縫教育はどうあるべ
きかを模索していたのである．

（2）服装文化に着目した「衣服科」構想
　1922年版と1926年版の『新撰裁縫教授法』における衣
服への関心の高さを受け継ぐ形で，1932年の「裁縫の教
育」論考において「衣服科」構想が具体的に言及される
こととなる．山本のいうところの「衣服科」とは，「服装
生活の全般，即ち科学，経済，芸術，道徳の各方面から
観た服装生活」21）をその内容とした，従来の裁縫科が進
化した姿である．では，その中で 1）山本が縫製技術の
伝授についてどう考えていたのか， 2）山本の構想に特
徴的な「服装文化」を包摂した裁縫教育とは何か，につ
いて詳述していく．
1）縫製技術について
　山本は，衣服科として服装生活全般を扱うにあたり，
従来の教授でも重視されてきた「精神作業の部分」も拡
張されるものとして捉えていた．ドイツのナトルプやケ
ルシェンシュタイナーらの労作教育に言及した上で，手
工・裁縫・割烹等の作業科は陶冶的価値を有しており，
「なすことによって学ぶ」という思想から勤労教育にも繋
がると捉えた22）．当時ドイツの作業主義・経験主義の教
育が世を風靡していた23）が，この点はその影響を受けて
いたといえる．ただし，山本はこの作業について必ずし
も手指の作業に限っていない点で，特徴的な考え方を
もっている．文明の発展について山本は，以下のように
述べている．

小さな工具から漸次大機械の創造に進んで，紡績会
社，機業会社が興り，家内工業は機械工業に化して
材料の大量生産となり延いてその集散の為，商業の

隆盛となって今日の商工時代を現出するに至った．
裁縫に於てミシンを使用するに至ったのも，自然の
状態から手指作業へ，手指作業から工具作業へ，工
具作業から機械作業へと人類の技工発展の階梯を示
すものである．即ち機械は手指の延長であるといわ
るゝ所以もこゝにある24）.

ミシン*9などの機械を使用することが，手指での縫製同
様に自然なこととして捉えられている．裁縫教育におけ
る目標を衣服製作の技術を有すること，と捉えるならば，
その過程が手縫い・ミシンどちらでもよいことになる．
しかし当時は，和服・手縫い・日本式裁縫と，洋服・ミ
シン縫・西洋式裁縫といった二分法が共存し複雑に絡み
合いつつも，同じく近代的生活を目指すという状況が生
じていた25）．そしてそれらを教授内容に組み込むならば，
尋常科低学年（ 1・ 2 年）は手指の練習を，中学年
（ 3・ 4年）は工具の使用を，高学年（ 5・ 6年及び高等
科 1・ 2年）は両者を自在に用いる技工練習を実施でき
るものにすればよいとした26）．当時既に東京市立の一部
の小学校では，尋常 5年生からミシンの使用を試みてい
るところもあったという27）．「衣服科」という構想は，裁
縫の手指における技芸としての側面を拡張して，機械に
よる衣類生産の存在も許容したものであったといえる．
2）服装文化について
　山本は，裁縫科の使命が「文化生活の指導」にあると
主張する．山本は，衣服の目的を1922年版と同様，（1）
生存の意義において体温調節・身体の保護という衛生上
の目的，（2）美を愛する精神・芸術的欲求，（3）他を敬
いかつ自己の品格保持する対他的関係・道徳意識の 3つ
で捉える28）．この中で（1）は科学的方面の学習に属する
家事科の領分である一方，（2）と（3）に関する事項と経
済に関することの一部が裁縫科の領分であり，それゆえ
に裁縫科の目的が「文化生活の指導」さらには「服装文
化及びその製作に関する技術文化を次の時代に伝達し，
更にその創造を進めて行く」29）ことであるとした．この
背景には，東京で建築の進む美術的芸術的な「文化住宅」
や目を楽しませる意味での装飾が凝らされた支那食や洋
食を引き合いに，衣服における美的方面を進めていく必
要があるという思いがあった30）．これをさらに敷衍して，
以下のように述べる．

裁縫教育は服装文化を主調とする複雑なオーケスト
ラである．即ち服装文化は芸術，科学，経済，道徳
の四重奏をかなでつゝ，創造教育，個別指導，自発
活動，作業教育，体験教育，生活教育等の力強い伴
奏によって，生徒児童の自己完成に統一され，更に
人類文化発展の大交響楽に和する31）
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　では，山本が繰り返し主張した「服装文化」における
「文化」とは何か．“culture" が「文化」として日本で定
着したのはちょうど1920年前後であり，大正デモクラ
シーを縁取る一つの思想として，そして明治期の啓蒙主
義にかわる教養主義と同時に文化主義として普及した32）．
文化はのちに「日本文化」としてナショナリズムに合流
するが，初期には伝統だけでなく「文化生活」「文化人」
といった近代的，日本の水準より洒落ているものといっ
た意味合いも内包していた言葉であった33）．山本の場合，
文化を原始との対比の中で説明している．人間が原始に
用いた簡易な衣服は「生活の必然的欲求と性的本能から
自然に発生した」ものであり，それ以降の衣服は社会や
時代を反映した「服飾美の強調から肉体そのものを閑却
しかけた」状態にあるという34）．ただし，服飾美だけが
文化を表すのではなく，体格を含めた肉体そのものが持
つ美，そしてその社会における道徳規範が反映されたも
のが「服装文化」であるという35）．当時の日本は，特に
和服と洋服が混在する社会であり，この 2つをどう取り
扱うかが問題となっていたが，山本に言わせればどちら
も一長一短であり，どちらに偏っても「服装文化の健全
な生活とは言い難い」36）．衣服裁縫の指導において，「そ
の自然発生に基調を置き，漸次健全なる文化へ導く」の
が本領であり，両方とも服装文化として尊重すべきだと
した37）．ただ，こうした主張の背景には，足が丸出しと
なる簡易服のアッパッパの流行への懸念が念頭にあり，
風紀問題として適切な服装文化の指導が急務だという山
本の危惧があったようである38）．よって山本は，同時期
の服飾問題への危惧から，「衣服科」を和洋並びに肉体美
と服装美の調和がとれた様式の衣服の素養を身につける
教科として構想したのである．
　山本は，上記の構想を小学校で具体的にどう扱うかに
ついても簡単に述べている．「裁縫の為の被服」といった
本末転倒な状況や技術教授一辺倒の教育に陥ることを避
け，裁縫科が始まる尋常 4年生の段階において，被服構
成や服装文化の視点からはじめ，その後に裁ち縫いの術
へと展開していく方がよい39），或いは「裁縫科のスター
トである初学年から衣服の科学，服装芸術，服装道徳に
ひたらせることが肝要」40）ともする．尋常 4年生で製作
する雑巾やお手玉において「服飾美」に対する「芽生」
があるように指導すべきだとする41）．尋常 6年生段階の
教授内容に関しても，基礎技術と構成力の他，「健全なる
真の服装美に対する目醒め」42）が必要とし，服装文化へ
の造形を尋常小学校段階から鍛えていく必要を唱えてい
た．「身分，年齢，容貌，個性に最も適応した地質で，又
その服装（羽織と着物或は帯等），個々の調和の最もよい
時に，吾人は或は高雅或は崇高或は艶麗或は可憐或は清
潔或は粋或は奇抜等々の美感を感受するものである」43）

というように，製作だけでなくそれを着用したときの見
目の妥当さについても心配りできるようになることを目
指していた．
　山本のこうした服装文化への着目は，後に編纂した尋
常小学向けの裁縫指導書の内容にも反映されていた．例
えば，1933年に編纂された菅谷ふじとの共著である『尋
常小学新裁縫指導書』（尋常 4・ 5年用）44）である．本書
では，裁縫科の目的において「服装生活」という言葉が
統一的に使用されていた．「服装生活」とは，「衣服に対
する人間的欲望や服装の各方面に於ける知識や感情，之
が経済価値に就いての理解等様々の事柄が混然と」45）し
ている．具体的には，服装生活を「知的認識的方面」「経
済的方面」「審美的方面」「社会性」「衛生的方面」46）に分
けて説明する．特に「社会性」に関する記述には「服装
文化」で触れられていた内容と重なるところが多く，服
装は「例えば言語のようなものであって，人々の相互の
趣味と理解」，「衣服としての歴史」，「地理的関係」の中
で形成されていくものであると捉えている47）．また，
1934年『高等小学新裁縫指導書』（高等 1年用）の序でも
「『文化的な服装とは，』という問題に『実用的，社会的，
衛生的，審美的の要素を備えたもの』と応えることの出
来るよう，現代に於ける日本人の服装を文化的なものと
する」48）と述べており，やはり服装文化への拘りがうか
がえた．
　以上が，山本の「衣服科」構想の概要である．山本の
構想の場合，衣類の管理という技能だけでなく，アッ
パッパなどの不適切な服装の登場への対応として，服飾
に関する知識を身につけることを主張している点が特徴
的であった．ただ，戦時体制への突入につきこれ以上の
議論の深まりがなかったこと，技術偏重の傾向から脱し
得ず裁縫教育になじみづらい議論であったことが，その
限界といえる．戦後の山本は，文部省の教科書編集委員
の一人として，家庭科教育の整備へと尽力する．その際，
少なからずこうした戦前からの構想が生かされていたと
考えられる．

3．黒川喜太郎と酒井のぶ子の裁縫教育論

　前節では，衣生活をとりまく変容を受けた山本キクに
よる新たな裁縫教育の提案を，服装文化に着目して描出
した．では，同様の方向性をもった裁縫教育論を掲げた
他の論者はどのような主張をし，山本の論とはどう異
なっていたのか．本節では，「衣類科」構想を掲げた黒川
喜太郎と，酒井のぶ子の裁縫教育論について取り上げ，
山本の論との共通点と相違点を明らかにする．

（1）黒川喜太郎による「衣類科」の主張
　先述の加地は，黒川が1934年に著した『裁縫教授の新
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研究』49）をその検討対象としていた．本書は，当時の黒
川の勤め先で開講された「家政学原論」で教鞭をとった
経験を通して，黒川が家政学に対する興味を抱いたこと
により執筆された．これが戦後における日本最初の体系
的な家政学原論の書と目される，1957年出版の『家政学
原論』*10 の執筆へ繋がる50）．黒川は，家政学への興味に
おいて学問的な深まりを示し，日本大学において「教育
上よりみたる家政学の構成とそれの体系的研究」という
題目で文学博士を取得した．1928年当時は大妻技芸学校
専門部（中等教員養成部）に奉職していた黒川は，1939
年には奈良女子高等師範学校，戦後1951年には京都女子
大学等で教鞭をとった．「私自身が裁縫に通じていない素
人」51）と述べられている通り，黒川は先述の山本や後述
の酒井のような実践家ではないが，1933年 3 月号から 7
月号にかけて『家事及裁縫』にて「小学校，高等女学校
に於ける裁縫科改造案『衣類科』の主張」を発表するほ
ど，裁縫教育に関心を持っていた．
　黒川の『裁縫教授の新研究』は，『被服』や『家事及裁
縫』誌上において発表した論文をまとめたものになる．
そもそも黒川は「衣類科」の構想をする傍ら，裁縫教育
に関する調査も行っており，その調査結果は本書に掲載
されている52）．素人であることを自覚しながら，基本的
な学校における裁縫教育の実態調査を行った上で本書の
最後に著したのが，「衣類科」構想であった．
　学校教育における裁縫教育では，仕立屋の養成を直接
の目的としているわけではないので，技術だけでなく形
式陶冶，すなわち裁縫の修練を通した人格形成がその目
的の大枠として存在する．とはいえ実情，裁ち方縫い方
繕い方という技術偏重の教育になっていることは否めな
かった．その中で黒川は，「衣類文化全般に亘る智識技
能」を身につけることに着目した．具体的に従来の裁縫
教育で取り扱われてこなかった対象として，第一に被服
の原料になる綿，麻類，毛織原料等を挙げる．製作する
衣服に適した材料，としてだけでなく，原料そのものを
めぐる背景（輸出入の様子や価格）を知ることで，被服
一般の問題を「国家的見地からの経済問題」として捉え
る視点を持つことを促している53）．他にも取り上げる対
象として，染色と色褪せの問題，染料と生地の問題，縞
柄模様の問題，衣類と嗜好の問題，衣類の流行に関する
研究等を挙げている54）.

　黒川は，従来の裁縫教育に対し痛烈な批判を浴びせ，
裁縫教育を頭の教育として再編しようと試みた．和裁の
みに限らず洋裁も教育内容として追加されるようになっ
た裁縫教育において，その教授すべき内容が加算的に増
加される状況に黒川は，「徒に種類を増し徒に時間を空費
し，作業の教育的価値云々と述べられているのは寧ろ滑
稽である」55）とまで言い切った．そして，「裁縫は単なる

技術のみでなく，而もその技術には裁ち方，縫方及び他
の方面にウンと頭を働かせる部面のある事を指摘すると
同時に，裁縫科は実に能力を要することを自覚せしめな
ければならない」56）という言葉にも表れているように，
裁縫教育における頭の働きの重要性を指摘した．その中
で既製品の活用という観点も模索している．実際，これ
からの裁縫教育のために行うべき調査・研究の項目とし
ても，「一，既成品の種類と各種衣類の普及範囲の調査．
二，既成品で済まされる衣類の調査」57）を挙げていた．
　また，現行の教授内容を検討することで，黒川は自身
の主張する衣類科の妥当性を担保しようとしていた．具
体的には，尋常小学校 4・ 5年の教授内容を概観してい
る．尋常 4年が「洗濯，アイロン掛，袋物（草履袋，オ
テ玉，布の地質，布の価格，衣類整理，着附）」，尋常 5
年が「全学年の教材の外に，色合，柄，張物，衣類整理，
保存」となっていることを示した上で，黒川は「家事科」
に属する衣類関係の内容が既に裁縫分野で含まれており，
小学校裁縫科は名称を「衣類科」と改称するだけで事足
りるとみなした．同時に，現行の教育において既に衣類
生活が扱われていることを指摘した58）．中等教育段階に
おいても，教授要目において編物並びに刺繍教材が含ま
れる場合があり，これも衣類科として統一する主張を補
強する事実として捉えた．この点，黒川のいうところの
「衣類科」は裁縫と家事のみに限らず，その他独立した教
科としての手芸及び図画，作法等の内容も包摂したもの
として構想されていたといえる．
　さらに，現行の裁縫教育に対する不満として，先述の
山本も言及していたが，黒川も「服飾」に関する問題の
検討が不十分であることに言及していた．服飾に係る問
題とはすなわち，裁縫の芸術的な側面への関心を高める
べきという主張に基づいており，従来の裁縫教授が実用
主義に基づき機械的に技巧を教え込む合理性のみに終始
していたことへの批判に始まった59）．服飾に関わる能力
の育成は，作り手の主観に関わる問題であり，いわゆる
美的感覚を鍛えることにも従来以上に関心を向けるべき
であるとする．とはいえ，黒川がこの問題に関して割い
た誌面と山本のそれとを比較すると，黒川は山本ほど本
問題に対する関心はなかったといえる．
　以上，黒川の場合，山本と同様に服飾の問題にも目を
配っていたものの山本ほど関心は高くなかった．むしろ，
裁縫教育を実技教科ではなく知識をベースとした教科と
して再編することを主張し，この点で依然として基礎技
術の習得の徹底を主張した山本とは異なる点であったと
いえる．

（2）酒井のぶ子の裁縫教育論
　酒井のぶ子は，1933年から奈良女子高等師範学校，戦
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時下には熊本女子師範学校にて，裁縫教育に従事してい
た．戦後は和洋女子大学等で教鞭をとった他，農村部の
生活への関心から様々な調査を実施し，裁縫・被服分野
よりもむしろ家庭管理へと関心が移った結果，「家庭管理
能力の研究」という博士論文で日本大学において文学博
士号を取得した．酒井は，木下竹次の直接指導を受けて
おり60），1937年の著作『裁縫学習原論』は，生徒自ら学
習するよう促す木下の教育法の影響を如実に受けた内容
で構成されていた．また，戦後の本人の述懐において
「裁縫科は裁ち縫いの術を教えるのではなく，衣類生活の
処理能力を養う教科」61）と位置づけたと明言しており，
「衣類科」「衣服科」という特定の名称は付けていないが，
山本や黒川と同じ方向性を持っていた人物として捉えら
れる．
　本著の中で酒井はまず，裁縫の目的に関して検討を加
えている．酒井は，当時の裁縫科に対する一般的な理解
として，女子に「裁ち縫いの術」を教え，「裁ち縫い出来
る能力」（酒井はこれを「裁縫力」と呼ぶ）を身につけさ
せ，裁ち縫いに伴う精神作用の発展が期待されていると
認識していた62）．それに対し酒井は，裁縫科の定義を
「裁縫とは衣類生活の処理法を云ふ」と明言した．ただ
「裁ち縫いの術」を学び衣類製作に終始するだけでなく，
家庭内における衣類に関する全てを裁縫の時間に扱うべ
きとした．裁縫科の対象は「衣類生活」にあり，具体的
には「衣服の選択購入に関すること」「衣服の調製に関す
ること」「衣服の消費に関すること」「裁縫用具設備に関
すること」を挙げる63）．もちろん，従来の裁縫教育で目
指されていた「全人格の養成」64）といった精神作用や
「正確で美しく」65）あることも包摂している．また，裁縫
の芸術的側面に関しても言及しており，裁縫も手工の一
つとして，「自身の思想感情を現わす」66）ものとしてその
芸術性を認めつつ，しかし飽くまで実用的であることの
重視を主張し，芸術性は実用性の前では傍においておく
べきものとしており，服装文化を重んじた山本の主張と
は少し方向性が異なっている．
　酒井は「既製品に対する考察」67）において，裁縫科の
内容拡充に伴う短時間での学習の実現を目指す中で，先
述の山本や黒川同様，既製品を活用することの有用性を
認めていた．既製品の存在の活用は，単に学習時間の制
限に対する対応策としてではなく，女性の社会進出に伴
う家事負担の軽減も企図したもので，「社会と共に生活す
る」ことを目指した考えであった．具体的な既製品の活
用についてだが，まず活用すべき対象としては「裁ち縫
いが可成り困難で時間を取るもの」「寸法の影響の少いも
の（着付に関係少いもの）」「個人的に製作すれば布が不
経済になるもの」「特殊なもので機械製作の発達している
もの」68）の 4 点を挙げる．具体的なものとしては，男児

小学制服，小児エプロン，割烹服・作業服・事務服，洋
服下着類・和服下着類，一つ身長着，一つ身袖無羽織，
帽子類を挙げる．つまり酒井は，特にブルジョワ階級に
おける既製品の普及を鑑みてその現状にあった既製品の
買い付けや管理の方法を教授することも視野に入れつつ，
一方で裁縫の技術教授も全くなくすという訳ではない方
向性を示している．
　他方，既製品が普及する社会において裁縫科は果たし
て今後も必要なのか，ということに対しても検討を加え
た．具体的には，たとえ裁縫が家庭の仕事でなくなった
としても，品物購入の手段・地質柄の選定鑑別法・既製
品の手入れに関する知識は必要で，それを扱うのが裁縫
科であるとする．また裁縫は，女子にとって実用的な仕
事であるばかりでなく，「女子の趣味」としての一面もあ
るために，裁縫科が不要になることはないとした．
　以上，酒井の場合，確かに山本や黒川同様，既製品の
利用や裁縫科が衣生活全般を扱う教科であるとした点に
おいては類似の方向性を有していた．他方，裁縫の芸術
的な側面に関しては，山本と見解が異なり，実用的な側
面の方が優先されるべきとの考えを有していた．

4．おわりに

　本稿の目的は，裁縫教育を技術習得だけでなく，衣類
全般を扱う教育として再編する議論の一つとして山本キ
クの「衣服科」構想の内実を明らかにすることであった．
そのために，1920年代から1930年代にかけての山本キク
の「衣服科」構想の内実を描いた上で，黒川喜太郎や酒
井のぶ子が展開した類似の論と比較し，その構想の特徴
を明らかにしようと試みた．以上の検討から明らかに
なったことを 3点あげる．
　第一に，山本キクの「衣服科」構想は，婦人に求めら
れる能力の変化・裁縫教育の授業時間数の減少等を受け
て1920年代にはすでに構想され始めており，衣服の目的
として軽視されていた装飾としての側面に着目していた
ことを指摘した．社会の状況に合わせて裁縫教育のあり
方を変化させなければならなかったのだが，和洋入り混
じる衣食住の中で生きる日本人にとって衣服の文化とし
ての意味を知ることを，山本は裁縫教育の中で実現させ
たいと考えていた．1920年代から続く山本の問題意識は
「衣服科」という形で，1932年の「裁縫の教育」論考の中
で体系化されたのである．
　第二に，山本キクの「衣服科」構想は，ただ既製服を
活用する方法・衣類を管理する技能の育成だけでなく，
「服装文化」という言葉に表れているように，女児・女生
徒たちに対して身にまとうものへの気配りの習得も目指
したことを指摘した．黒川の言葉を借りれば，これは裁
縫の芸術的側面を強調する言葉であり，衣生活全般に関
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する知識技術と言いつつも，それが技術・実務一辺倒で
はなく，芸術領域の内容も視野に入れたより幅広い教授
内容を目論んでいたことが指摘できる．そしてそれは，
従来の研究で指摘されていたような単なる衣服の管理に
止まらない「衣服科」構想であったと指摘できるのでは
ないか．
　第三に，「衣服科」「衣類科」構想は論者間に一定程度
の相違点が見られ，特に技術伝授に関してどの程度維持
するかという観点において差が見られたことを指摘した．
黒川の場合，既製服の活用や「頭の教育」への関心が大
きく，裁縫の技術に関しては最終的には簡単な修繕がで
きるくらいでもよいという認識に立っていた．一方，山
本の場合，確かに既製服の時代の到来をいち早く予見し
つつも，裁縫の技術は一通りの指導は維持すべきという
認識が強く，その論の中にもそうした姿勢が表れていた．
山本は，衣生活全般の基本的な能力の育成やミシンを利
用した縫製ということを視野に入れながら，黒川ほど技
術教育を大胆に削減するような論は展開していなかった
といえる．また，酒井の場合，山本・黒川同様既製服の
活用には賛成していたが，山本のように衣服の装飾的側
面，文化的側面に目を向ける積極性はなかった． 2人と
比較することで，服装文化に着目する山本の思想の特異
性が浮かび上がったといえるだろう．
　以上のような構想は，社会の衣生活の変容や女子教育
における裁縫の実習時間削減といった事情を受けて生じ
てきたものだが，この後すぐに戦時下へと突入したため，
その主張は教育として価値ある内容なのか否かよりも，
節約・更生を実行する知識技術が必要な戦時下にて結果
として親和的な内容として受容された．そして，戦後の
教育民主化の動きの中で誕生した「家庭科」は技術教科
からの脱却を図り，奇しくもその教授内容の方向は戦前
のこうした衣生活全般を扱う教科へと裁縫科を生まれ変
わらせようとする議論と軌を一にしていた．実際，本稿
で取り上げた 3名は戦後の家庭科教育の整備や家政学原
論の議論に参加した人々であり，戦前と戦後における連
続した流れとして捉えられるかもしれない．したがって，
本稿で取り上げた裁縫教育を衣生活全般に関わる知識技
能を扱う教育へ再編しようとする議論は，戦前の裁縫教
育の教育的価値が縫製技術の伝授だけではなかったこと
を示すと共に，戦前だけでなく戦中・戦後においても受
容されえた議論として，裁縫教育史上に位置づけること
ができる．
　こうした衣生活全般を扱うという教授内容を本稿では
構想という形で描き出したが，これらが実際に現場にお
いてどのように展開されたのか，あるいは構想のみで頓
挫したのかは史料上の制約上明らかにできなかったため，
これらの検討は今後の課題としておく．

（引用文中の旧字体・旧仮名遣いは適宜新字体・現代仮名
遣いに改めた）

脚　注

 *1 本研究が対象とした当時の書籍では，「既製」ではなく
「既成」という字が用いられている場合があった．よっ
て，引用に関しては書籍の表記通り「既成」を用いる
が，本文では「既製」を統一して用いることとする．

 *2 アッパッパは既製服として売り出されている場合もあっ
たが，直線裁ちの簡単な縫製であるため「自家裁縫」と
いう形で広く家庭で受け入れられてもいた．（井上雅人．
洋服と日本人 国民服というモード．廣済堂，2001, 150.）

 *3 例えば，明石女子師範学校教諭の高尾こいしが1935年に
出版した『最新裁縫教授法』（創文社）には，「小学校女
学校に於ては出来合品に対する知識も養い，裁縫科とし
ての全般を知っておく必要があり，又その購入品に対す
る手の下し方等に到るまでの知識を習得せしめなくては
ならず，織物に対する鑑別法等も知っておかなければな
らない」（p. 24）とあり，同年に滋賀県で発行されてい
た国定教科書『新撰裁縫書』でも，「第六章　既成品の
選択と補正」（p. 191）という項目が設けられていた．

 *4 こうした議論は，基本的に女子教育を対象とする議論
となっている．男子に対しても被服教育を行うべきと
いった議論は，例えば木下竹次が言及していたが，そ
こまで普及した議論ではなかった．

 *5 牛込が書いた本文では「家事裁縫社」とあったが，お
そらく「家事及裁縫社」が正しい．家事及裁縫社は，
1927年から1941年にかけて雑誌『家事及裁縫』を刊行
し，戦後は「家政教育社」と改称して『家庭科教育』を
刊行している．

 *6 研究科とは，本科を卒業し，なおかつより深く研究し
たい者，或は高等教育諸学校の卒業生かそれと同等の
学力を有し，なおかつ尋常師範学校・中学校の教員志
望で教育学教授法を研究したい者が進学する科とされ
ていた．（東京高等師範学校．東京高等師範学校沿革略
志．1911, 50.）

 *7 具体的には，日本の伝統的な衣装として男性の衣冠束
帯・武官束帯と女性の女官装束のイラストを，西洋の
具体例として古代ローマの衣装，「ヘンリー 8 世の肖
像」，エリザベス1世の肖像画の写真が掲載されていた．

 *8 これと完全に一致する文章の出典は見つけられなかっ
たが，『衣服の哲学』（カーライル選集 1，宇山直亮訳，
日本教文社，2014.）内では，第五章「着衣の世界」46
頁にて「衣服の第一の目的は，保温でも礼儀でもなく，
装飾であった」という類似の記述があった．

 *9 1910年代に日本のミシンのシェアの約80％を占めたシ
ンガーミシンの場合，1911年に年間約 2 万台，1920年
代には年間約 5万台を売り上げている．

*10 1962年には同出版社から『家政学原論　新版』が出版
されている．
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1920年代から1930年代における 
山本キクの「衣服科」構想： 

「服装文化」に着目して
清重　めい1*

　本稿の目的は，裁縫教育を技術習得だけでなく，衣類全般を扱う教育として再編する議論の一つとして山
本キクの「衣服科」構想の内実を明らかにすることである．そのために，1920年代から1930年代にかけての
山本キクの「衣服科」構想の内実を描いた上で，黒川喜太郎や酒井のぶ子が展開した類似の論と比較し，そ
の構想の特徴を明らかにしようと試みた．以上の検討から明らかになったことを 3点あげる．1点目は，山
本キクの「衣服科」構想は，婦人に求められる能力の変化・裁縫教育の授業時間数の減少等を受けて1920年
代にはすでに構想され始めており，衣服の目的として軽視されていた装飾としての側面に着目していたこと
である．2点目は，山本キクの「衣服科」構想は，ただ既製服を活用する方法・衣類を管理する技能の育成
だけでなく，「服装文化」という言葉に表れているように，女児・女生徒たちによる身にまとうものへの気
配りの習得も目指したことである．3点目は，「衣服科」「衣類科」構想には論者間に一定程度の相違点が見
られ，特に技術伝授に関してどの程度維持するかという観点において差が見られたことである．


