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【要　旨】　本研究は，探究課題として風呂敷とハンカチを設定した小学校３年生の総合的な
学習の時間において，天然染色の絞り染めによりオリジナル風呂敷，オンリーワン・ハンカチ
を制作するための教材を開発することを目指した。児童が染料や染色方法について調べ，担
任，大学教員と相談して染色方法を決め，絞り模様を入れ，染色の専門家と共に茜，藍，玉ね
ぎの皮の３色で染色実習をし，作品を生活の中で活用した。児童が染織文化や科学に通じる疑
問を持って意欲的に探究活動をし，創意工夫をして制作する天然染色教材を開発することがで
きた。

Ⅰ　目的

１　総合的な学習の時間における課題
　平成10年改訂の学習指導要領に「総合的な学習の時間」１）が創設され，20年以上経過した。
今，総合的な学習の時間においては探究的な学習の実現が求められている。学習指導要領には
「①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ」という探究のプロセスを発展的に
繰り返すことが求められている。このプロセスを辿って実践すれば探究が可能であるが，探究
に向かう動機付けや児童生徒が探究したいと思えるテーマを見つけられるような環境整備に課
題がある。教員側には教科横断型の学習をデザインするカリキュラムマネジメントの力も要求
される状況にある。
　平成29年告示の学習指導要領には前文が設けられ，「児童が学ぶことの意義を実感できる環
境を整え，一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは，教職員をはじめとする学
校関係者はもとより，家庭や地域の人々も含め，様々な立場から児童や学校に関わる全ての大
人に期待される役割である」と記されている２）。単に知識を受け取るのではなく，児童自身が
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学ぶことに意義を実感できるよう，学問に通じる問いをたて，学ぶことを楽しめる学習環境を
整えることが学校内外の大人の役割として期待されている。そのために教職員のみならず，地
域の人々も教育に関われるよう開かれた学校づくりも求められている。
　大分県では「大分県 総合的な学習の時間 全体計画例・単元プラン例」を義務教育課が発
信し，他の都道府県に先んじて総合的な学習の時間の充実に向けた取り組みが実施されてい 
る３）。小学校３年から６年までの単元プラン（例）としては，ごまだし，カボス，ものづくり

（土笛），川，米，世界農業遺産，にらといった地域の特産品や自然環境，特徴に関する探究課
題を挙げている。単元プランのフォーマットも示されており， SDGsの目標とも関連づけ，探
究の過程において活用・発揮が期待される資質・能力を培う教科名も併せて記載している。
　本研究において，小学校３年生３クラスの担任と染色を専門とする地域の住民と大学教員が
連携し，「染色」をとおして学ぶことの楽しさを伝え，児童の主体的な探究活動に繋がる総合
的な学習の時間の教材を開発することとした。

２　総合的な学習の時間における染色の実践
　学校教育において染色は家庭科の内容として指定されてきた。昭和33年施行の中学校学習指
導要領４）までは女子のみ必修の家庭科において被服の手芸の題材として刺繍，編み物，染色
が取り上げられていたが，３つから選択する形式となり平成10年の改訂５）において割愛され
た。現在，小学校・中学校家庭科の学習指導要領に「染色」を扱う記述は存在せず，高等学校
の専門学科において開設される科目「服飾手芸」においてのみ取り扱われている６）－８）。
　小学校の総合的な学習の時間に染色の実習を取り入れた実践報告は，2004年に野田らによる
たまねぎの綿ハンカチ染色実習９），2005年に小松らの洗濯と土染め，玉ねぎ外皮染色を組み合
わせた授業の事例10）がある。2006年に杉村らは家庭科の衣生活と総合的な学習の時間を関連
づけ，いよかんによる染色の題材化を目指して実施した基礎実験を報告した11）。2010年に木村
は梅の枝や栗のイガを用いた木綿布の草木染め体験プログラムを実施し，環境学習教材として
提案した12）。2014年に福井，下村はアントシアニン系色素を含む植物（ハルサザンカ，ヤマモ
モ，ヒメユズリハ）の染色教材を，家庭科，生活科，理科，総合的な学習の時間の教材として
提案した13）。郷土の特産品や地域に育つ植物を活用し，地域教材・環境学習教材としての位置
付けがなされているものが見受けられる。前述の通り染色は長年家庭科に位置付けられ，家政
学の被服整理学における研究対象であるため，総合的な学習の時間において染色実習を取り入
れる提案は，家政学や家庭科教育の研究者によってなされてきた。
　理科（化学）教育を専門とする研究者が染色を教材化した事例もあり，2005年に岡田らは広
域型科学実験プログラムの理科・図画工作・家庭科領域として，小学校５年生対象の授業で紫
根染を実施しているが14），総合的な学習の時間に実施されたという記載はない。理科教育や化
学専門の研究者が小学校の総合的な学習の時間における教材を提案した例はほとんどない。
　2019年に化学を専門とする西口らは絹の藍染めと黄色に染まる染料を組み合わせ，混色の結
果として「ふるさとの緑」を作る実践を報告している15）。2020年に西口らは，大分県内の小学
校において児童が育てた植物や地域に自生する植物を使っての木綿，絹，麻布の草木染め実験
を取り上げている16）。植物名の記載はなく，引用・参考文献には染色に関する先行研究が記載
されていないが，2017年に筆者らが藍とキハダ混色での各種繊維に対する染色性を調べた実験
に基づいて，小学生対象に緑色染色実習を実施した内容を発表している17）。西口も共著者であ
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り監修した。この論文は，筆者が代表者として2014年大分大学地域解放推進事業（Jr.サイエ
ンス事業）「自然の色をそめてみよう！～藍とキハダって知っていますか？～」という小学生
対象の染色ワークショップを実施し，被服整理学の知見を活かして探究的な学習につなげる
科学教材を提案したものである。他にも筆者はこれまで，葛の緑染め17）18），ラック19），アカニ 
シ20），ウメノキゴケ21），紫根22），サフラン22）23）由来の染料により多繊交織布の染色実験をして，
各種天然染料と各種繊維の組み合わせによる染色性を調べることを科学学習につなげる教材開
発を実施し，発表してきた。ラック以外は大分で育つ動植物由来の染料であり，地域を知る学
習としての位置付けもした上で今後これらの知見を総合的な学習の時間に活用できる。
　以上のように，小学校の総合的な学習の時間に染色を取り上げている実践事例はそれほど多
くないが，すでに教材として提案されているものもあり，今後さらに開発の余地がある。先行
事例には，総合的な学習の時間の探究活動の中で風呂敷の染色を取り上げたものは見当たらな
かった。風呂敷やハンカチに関心を持たせて探究活動に導き，児童が染料や方法を調べて染色
することで世界に一つの作品をつくり，生活の中で活用する経験から学習する単元における天
然染色教材を本報において提案する。

Ⅱ　方法

　Ｘ年７月から10月にかけてＡ小学校３年生３クラス（１組35名，２組34名，３組35名）にお
いて開発した染色教材を用いた授業を実践した。この学年では，総合的な学習の時間の単元計
画（70時間）において１組はふろしき文化，２組はものづくり（ふろしきプロジェクト），３
組はハンカチづくりを探究課題として設定した。単元計画の詳細を図１～３に示す。
　１組は風呂敷の文化・歴史・用途を学ぶことから始め，２組は道徳の「ふろしき」学習から
発展させ，３組は感染症予防の観点から手洗いとハンカチを使うことの大切さを確認するとこ
ろから始めた。起点や内容，道筋は異なるものの，オリジナル風呂敷，オンリーワン・ハンカ
チを染色するという実習については，共同で実施することとして計画が立てられた。
　児童が染色方法を調べた際に出た疑問に基づく質問に対して回答する授業を１時間，絞り染
めの絞り工程実習の授業を１時間筆者が担当した。綿風呂敷，綿ハンカチの染色実習は２時間

（図４），行橋，筆者の２名がゲストティーチャーとして関わり，使う染料の解説（筆者）と別
府の温泉染に関する講義（行橋）を実施した。１，２組は風呂敷の藍染を濃くするために，さ
らに２時間の染色実習を実施した。
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図２　２組の単元計画

図１　１組の単元計画
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図３　３組の単元計画

図４　染色実習のタイムスケジュール

①挨拶（5分）
②染料煮だしスタート（開始時から45分後まで）

③３種の染め場にそれぞれ分かれて注意事項など説明（5分）
計10分

藍

☆３個の桶に染液を分けておく
（１つの桶に3-4人）

①液に浸す（5分）

②酸化（5分）

③①と②を3-4回繰り返す
（15分×3-4回＝45-60分）

★温泉染サンプル見学、話
（10分）

・多色重ねる児童はここで移動

④洗い、絞りほどき、干す
（15分）

計70-85分

インド茜

☆３－５個の桶に染液を分けて
おく（１つの桶に3-4人）

①ミョウバン媒染（15分）

②染液浸し染め（15分）

★温泉染サンプル見学、話
（10分）

・多色重ねる児童はここで移動

③ ①と②を１回繰り返す
（30分）

④洗い、絞りほどき、干す
（15分）

計85分

玉ねぎ皮

☆３－５個の桶に染液を分けて
おく（１つの桶に3-4人）

①ミョウバン媒染（15分）

②染液浸し染め（15分）

★温泉染サンプル見学、話
（10分）

・多色重ねる児童はここで移動

③ ①と②を１回繰り返す
（30分）

④洗い、絞りほどき、干す
（15分）

計85分
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Ⅲ　結果

１　染色に関する質疑応答
　２組は風呂敷の染色を計画し，児童が書籍やインターネットで調べて玉ねぎの皮染めを提案
し，７月に実践した上で児童が多くの疑問を持った。PMIシートを用いて質問の内容を集約す
ると「色を増やしたいが他の色はどうすれば染まるか？」「模様を工夫したいがどうすれば良い
か？」の２点となり，「専門家に聞きたい」という児童からの発言を受けて筆者が質問に回答し
た。豊後絞り24）の遊草会の存在や，温泉染の行橋の新聞記事を児童がすでに見つけていた25）。
　１組は藍染，あかね染め，ダイダイ染め，たまねぎ染め，ろうけつ染め，温泉染め，落ち葉
染め，花びら染め，絞り染め，別府絞りをキーワードとして調べ学習をしていた。「きれいに
染まるか」，「ずっときれいな色か」，「３年生でもできるか」という疑問が挙げられ，天然染料
の染色性，染色堅牢性，染色技法の難易度について解説した。
　３組はたまねぎ，黒豆，ぶどう，メロンシロップでハンカチの染色を試みた児童がいた。材
料が手にはいるか，きれいな色に染まる染料は何か，お金がかかるのではないか，どうすれば
模様がつけられるか，布の繊維の種類にはどんなものがあるか等という質問に回答した。
　全てのクラスにおいて，好きな色に染めたい，模様をつけたいという児童たちの希望が質問
内容に反映されていた。そこで，それぞれの質問に回答した後，合成染料と天然染料の違いを
解説して天然染料を複数挙げた。代表的な染料としてジャパンブルーの藍，日の丸を染めた
茜を紹介し，解説した。ジャパンブルーの例としては児童から「なでしこジャパン」「広重ブ
ルー」という発言があった。ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）が来日して日本の藍染を称賛
したことも紹介した。日本茜については大分大学のキャンパスにもあると話すと，探したいと
いう声があった。模様の付け方については絞り染め，臈纈染め，型染め，友禅を挙げ，大分に
住む小学生には地域の文化として豊後絞りを学習してほしいと話し，３年生でもできる技法も
あり，世界にふたつと同じものがない偶然できる模様をつけられるものとして提案できること
を伝えた。当初は絵を描くように細かい模様をつけたいとか，臈纈染がしたいという思いが強
かった児童もいたが，「絞り染め」の提案に納得している様子であった。臈纈染や手書き友禅
なども別の機会にぜひ体験して欲しいことも伝えた。

２　絞り染めの絞り工程の実習
　絞りの工程において，まず，未染色の風呂敷かハンカチ，ビー玉とおはじき，割り箸，輪ゴ
ムを用意した。雲南省大理へのフィールド調査の際に入手した絞り染めの染色前後の実物資料
を児童に見せ，絞り染めの技術を高めることで思うような模様をつけることができると伝えた

（写真１，２）。しかし，絞り染めは計画的にできる模様でなくても偶然にできる模様も素敵な
ので，偶然を楽しんでほしいと伝えたところ，自身の技能に自信を持てず不安を感じていた児
童が安心している様子も見受けられた。変化が激しい時代であり，COVID-19感染拡大の問題に
世界中が直面している状況の中で，予測できないことに対する対応力が求められる。「偶然を楽
しむ力」や「意図しない出来事や状況にも悲観せずに楽しみながら立ち向かう力」は評価しに
くいが，これからの時代を生きる児童に身につけてもらいたい非認知能力に通じるものである。
　ビー玉とおはじき，割り箸に布を被せて輪ゴムを巻いて模様をつける方法，屏風状に折った
後に正三角形になるように折って繰り返しの幾何学模様をつける方法，割り箸による板締めの
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３種類を紹介した。例示の通りではなく自由な発想で絞ってみるようにとも伝えた。児童の発
想で創意工夫をしながら意欲的に絞り工程を行なう様子が見られた（写真３）。

３　天然染料による染色実習
　「色を増やしたい」という要望に応えて児童が染めたい色を選べるよう，染料は市販のイン
ドアカネ，すくも藍染のセット，集めたたまねぎの皮の３種類を用意した。赤，青，黄色の色
材の三原色を用意することで，重ねて染めることによる混色にも対応できるように計画した。
　使う染料を解説する際，本稿末尾に付録として掲載したスライドを用意した。茜という漢字
が草冠と西の部首から成り立っていることを確認し，秋茜が赤トンボの名前として親しまれて
いることを示した。秋茜とは？という質問を投げかけたところ，全てのクラスにおいて児童か
ら回答が得られ，言葉や生物に関する学習を取り入れることができた。行橋の育てた蓼藍を刈
り取って持参し，花や葉を児童に見せて藍の植物種について解説した（写真４）。他に琉球藍，
インド藍，大青などもあると話した。琉球藍と言うと児童から「沖縄」という発言があった。
　温泉染めの解説として，行橋が「旅する服屋さん」の活動で全国を巡って別府にたどり着き，
温泉染をするようになった経緯を伝えた（写真５）。インドアカネとたまねぎの皮染めにおいて
ミョウバンで媒染することと，別府に明礬という地名があることにも触れ，ミョウバンは温泉
水や湯の花中の無色の物質であり，染色に必要であることや，媒染そのものについて解説した。
　インドアカネとたまねぎによる染色はカリウムミョウバン（AlK（SO４）２・12H２O））媒染に
よって実施した（写真６）。藍染はすくも藍染のセットと，その説明書に従って実施した（写
真７）。藍染については，３組のハンカチは薄くて軽いため染まったが，１，２組の風呂敷は
ほとんど色が付かず絞りの模様も見えにくいという染色結果であったため，再度染色実習をす
ることにした（写真８，９）。藍染残浴にハイドロサルファイトナトリウムと水酸化ナトリウ
ムを入れて風呂敷を染めたところ染色可能となったため，原因は色素の還元状態と染料の絶対
量不足であると推察された。染料を１種類選び，一色に染めた児童が多かったが，赤青黄とそ
の混色により多くの色に染めることに挑戦した児童もおり，お互いの作品を観察している様子
が見受けられた。

４　追加の藍染実習
　１，２組の児童は，クラス全体でなぜ藍だけ染まらなかったのかについて考え，染料の量が
少なかったからではないか，染料液に浸す時間や回数が少なかったのではないか，茜や玉ねぎ
の皮と同様にミョウバン媒染しなかったからではないか，事前に糊を落としていなかったから
ではないか，などの考察をした。児童の考察に答える形で，藍の色素であるインジゴが他の染
料とは違って建染染料であることや，残浴での染色実験の結果を示し，追加の藍染実習を提案
した。藍染実習に詳しい専門家に相談し，インド藍を用いることとした。還元剤としてハイド
ロサルファイトナトリウム，アルカリ剤として炭酸カリウムを用いた。この方法で染色するこ
とで濃い藍色に染めることができた（写真10，11）。藍染には酸化・還元という単語が不可欠
である。酸化・還元について現時点で詳しく分からなくても，中学校の理科や高等学校の化学
で習うことを伝えて見通しを持たせたところ，将来の学習が楽しみであるという声があった。
　染色実習後に質疑の時間を設けたところ，多くの質問があった（写真12）。染色の方法を詳
細に質問し，再現したいという児童も存在した。藍の種類について関心を寄せている様子も見
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られ，蓼藍のすくもとインド藍のにおいが違う理由についての質問もあった。藍染に関してア
ルカリという単語に対し，「水素（イオン）濃度の違い」と発言した児童も存在し，その児童
は「還元剤とアルカリ剤を溶かした水に（染色した）風呂敷を入れたら色が落ちる？」という
質問をした。化学に通じる鋭い疑問である。藍の染色が１回で成功しなかったことによって，
染色方法のふりかえりや，なぜ染まるのかという問いが改めて生まれ，材料や染色方法に着目
して振り返り，結果的に児童の探究は深まったと言える。輪が重なるような絞り模様につい
て，「ビッグバンみたい」「ビッグバンって何？」「宇宙の爆発」という児童同士の会話もあった。
　その後も，児童たちは自分で染めた風呂敷を有効に活用し，風呂敷のよさを伝える学習にさ
らに意欲的に取り組む様子が見られた。

５　家族に贈るハンカチ染色
　３組の児童は，追加の藍染実験をすることはなかったが，オンリーワン・ハンカチを染めた
ことでハンカチを使いたいという気持ちになり，手を洗う機会が増え，結果的に感染症拡大防
止の対策となっている様子も見られた。「自分で染めたハンカチは温かい」と言いながらハン
カチを使っている児童もいる。その後は家族に贈るハンカチの染色に取り組み，児童自身が主
体的に染料を決め，染色方法を検討して挑戦している。自身のハンカチを染めた成功体験が財
産となり，自信と次の課題に挑戦する意欲につながっている様子が見受けられた。

Ⅳ　考察

　児童が試行錯誤しながら染色方法を検討し，担任教員，染色を専門とする地域住民と大学教
員が協力して，児童の要望や質問に答えつつ，オリジナル風呂敷，オンリーワン・ハンカチの
作品を完成させた。藍，茜，たまねぎの皮の３種類の染料を用いて一度に染色の実習を実施す
るのは教員側にとっても挑戦であり，藍染に関しては課題が残る結果となったが，そのことが
児童の探究心をさらに高めた様子も見られた。教員側が想定していた以上に，染色実習から自
然科学に通じる質の高い疑問を持った児童がおり，染色実習が小学校中学年の児童にも科学に
通じる探究心を持たせる教材となっていたことがうかがえた。風呂敷やハンカチの染色実習
は，小学校５，６年に位置付けられている家庭科の布を用いた製作実習の前段階として，布に
親しみ，基礎になる学習がなされたともいえる。開発した天然染色教材を取り入れた授業実践
において，児童が染織文化や科学に通じる疑問を持って探究する意欲を高め，創意工夫の活動
に自信を持って取り組む姿勢を身につける効果が得られたと考えられる。

Ⅴ　結論

　小学校３年生の総合的な学習の時間において，児童が染色方法を探究し，創意工夫をして染色
したものを日常生活で活用するまでの天然色教材を開発して提案することができた。染色は家庭
科から割愛された内容ではあるが，言葉や漢字，地域の学習を深めることができ，文化から地理
歴史，自然科学に関心を持たせる学習内容が含まれるので，小学校はもとより中学校，高等学校
でも総合的な学習の時間における教材として開発の余地がある。今後も引き続き被服整理学の基
礎を応用する形で，総合的な学習の時間に染色を取り入れる際の教材開発に取り組んでいきたい。
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写真１　雲南省大理白族の絞り染め未染色 写真２　雲南省の絞り染め染色後の作品

写真３　絞り模様をつける様子 写真４　タデアイ 

写真５　温泉染解説の様子 写真６　茜染色
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写真７　藍染色 写真８　１回目藍染作品（ハンカチ）

写真９　１回目染色作品（風呂敷） 写真10　３色の重ね染めに挑戦した風呂敷

写真11　２回目藍染を終えた風呂敷作品　 写真12　染色後の質疑の様子
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Ⅵ　付録

　１，２組における風呂敷染色の授業時に使用したスライドを掲載する。
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Development of Learning Materials for Lessons on Natural Dyeing 
in Integrated Studies for Third Grade Elementary School

－Making Tie-Dyed Original Furoshiki  and One-of-a-kind Handkerchiefs－

Yukiko TOGO   Yoshiko SASAKI   Chiharu YAMASHITA
Kazutoyo ONISHI   Tomohiko YUKIHASHI

Abstract

　This study aimed to develop learning materials for a lesson on the production of original 
furoshiki（wrapping cloth）and one-of-a-kind handkerchiefs by natural tie-dyeing during the 
integrated study period of third-grade elementary school. The students investigated dyeing 
materials and methods, consulted with their homeroom teachers and a home economist 

（associate professor）, then decided on a dyeing method, created tie-dye patterns, and 
practiced dyeing with three colors（madder, indigo, and onion skin）under the guidance of 
a local dyeing expert. We were able to develop learning materials on natural dyeing which 
motivated the children to explore questions related to dyeing and weaving culture and 
science, and to produce craft items using their own ingenuity.

Key words：Integrated Studies, Dye Practice, Tie Dye, Madder, Onion skin, Indigo


