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地域教材（紅型）を生かした高等学校家庭科教育の授業実践研究

一実践事例その１－
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はみられなかった。また、『家庭科の授業一

実習ガイドブックー』（家庭科教育研究者連

盟2006）において、“紅型風'型染めでコー

スターを作成する授業実践の紹介があった。

そこでは、紅型で用いる顔料とは異なるステ

ンシル用の絵の具を使っている。

生活の中で使って生かすのが工芸である。

今、美術品になりつつある紅型を生活の中に

取り入れることで身近に感じ、生活を楽しい

ものにしたい。

本研究では、家庭科教育の中で地域教材を

生かした授業実践を試み、紅型を地域教材と

して活用したい。家庭科教育において、紅型

を地域教材として取り上げることで、沖縄の

文化に誇りをもたせ、紅型を身近に感じ、生

活文化を伝承し創造しようとする意欲をもた

せ、実践へとつなげる。

以上のことを踏まえ、地域教材（紅型）を

生かした授業実践の教育的効果を生徒の授業

後の感想及び授業前後のSD法にあらわれる

Ｉ緒言

高等学校学習指導要領では、「衣食住にか

かわる生活文化の背景について理解させると

ともに、生活文化に関心をもたせ、それを伝

承し創造しようとする意欲をもたせる｡」と

示されている（文部省2000)。

土地の風土や生活そして人間の暮らしの中

から文化は生まれる。文化は美への惜しみな

い追求である。沖縄は独自の染織文化を創り

上げ、染織の美学を実現してきた(富士栄

2006)。

沖縄県には数多くの染織工芸品がある.そ

の中で、紅型は1984年に国の伝統的工芸品

として経済産業大臣の指定を受け、県工芸産

業の一翼を担う重要な位置を占めている。紅

型を地域教材として取り上げる授業展開が考

えられる。

1997～2007年の地域教材として紅型を生

かした授業実践について『日本家庭科教育学

会誌』、『家庭科研究』で調べた結果、実践例
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スカバー製作（２時間）（全14時

間）

２実践例

【１日目】平成19年７月３日（火）５．６

校時（資料1-1）本時：１．２／１４

「西原町と言えば？」との質問に生徒は

｢バレー」「マーチング」と自分の活躍してい

る部活動を答えたのに続き、「さわふじ！」

と答えた生徒がいた。

授業の目的は、地域の素材「さわふじ」を

地域の教材「紅型」に生かした授業をしたい。

そしてそれを身近に感じ、誇りをもち、伝承

し創造しようとする意欲をもたせることであ

る。

本時の授業で紅型体験を期待していた生徒

たちに、研究を進める中で、紅型を「つくる

体験」の前に、「知る体験」が必要だと気づ

き、調べ学習をすることを提案した。

「紅型と聞いて、どんなイメージがありま

すか？」との問いに対して「糊」「赤紫」と

いう答えが返ってきた。紅型の工程にある糊

置きを知っているようで事前に学習してきた

ようである。

「紅型のイメージを自由に書いてみましょ

う！」については、「沖縄」「あざやかで綺麗」

｢首里城」「カラフルで派手」「高貴」「歴史を

感じる」等様々なイメージがあった。

かりゆしウェアの曰（６月１日）に官僚が

着ている紅型のかりゆしウェアの新聞記事や

沖縄県内で咲いているさわふじに関する新聞

記事等、最新の情報を紹介した.さらに紅型

の作品（実物）を提示して、生徒のさわふじ

ゃ紅型への興味関心を高めた。ここで、授業

者自身、紅型工房で勉強中であり、自らデザ

インして紅型を作ることに挑戦しようとして

いること、そして２学期には生徒たちに「さ

わふじ」をモチーフにデザインした作品作り

をしようと計画していることを知らせた。

「自分の生活の中に紅型がある人？」との

問いに、「お父さんのかりゆしウェア」と答

えた生徒がいた。ワークシートには「無い」

と答えた生徒は６人（30％）いたが、「コー

イメージの変化として捉えることを目的とし

た。

Ⅱ授業実践

１はじめに

沖縄県立西原高等学校では、今年度(平成

19年度)より家庭科で新たに「生活教養」の

選択科目を開設した。「家庭科での感性とは、

生活のセンスである」（富士栄2000)。生徒

達の生活のセンスを磨き、育てることをねら

いとしている。衣生活や食生活にかかわる生

活文化について学習し、興味関心をもたせる。

実習等を通して実生活の中に取り入れ、感性

豊かな暮らしができる知識と技術を身につけ

る機会を得ることができるようになった。

「生活教養」の授業を選択した３年生20名

は、被服製作や沖縄の染織、食文化等の分野

に興味関心が深い生徒達である。受け身の授

業ではなく生徒自らが「知る体験」の出来る

授業実践を展開することを心掛けた。

地域教材として琉球紅型染を取り入れた授業実践

場所：西原高等学校一般選択家庭科

「生活教養」３年生１～８組（計

２０名）

日時：平成19年７月３日（火）・１０曰

（火）・１７日（火）５．６校時

計３回

指導目標：沖縄の伝統工芸に紅型がある。紅

型のデザインに西原高校が所在す

る西原町の町花木である「さわふ

じ」を取り上げる。「知る体験」

を通した学習を深めることで、沖

縄の文化に誇りをもち、それを伝

承し創造しようとする意欲をもた

せる。さらに、家庭科教育におけ

る「つくる体験」へとつなげるこ

とを目標としている。

指導計画：①紅型の文化的背景（６時間）

②さわふじをデザインした紅型一

実習を通して（６時間）

③ボトル入れ・ティッシュボック

－７８－
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生徒の言葉

授業内容平成１９年７月３日（火）・１０日（火）・１７日（火）５．６校時（全１４時間）

時
間 学習項目 学習内容 ねらい

一

匹i原町と言えば？

教師の支援／生徒の声

西原町と言えば？

丁rr三二7５１見て・聞い

て・やって

みて１

Let'ｓｅｎjoy

紅型Ｐａｒｔ

①

－生活の中

の紅型一

西原町の町花木「さわふ

じ」や「紅型」の紹介

７
月
３
日
１
．
２
／
Ⅲ

授業前のさわふじと紅型のイ

:二L三hkﾖﾆｰ要三三三三
さわふじ！さわふじ！

さわふじが西原

町の町花木であ

ることがわかる

紅型を自分に引

き寄せる

歴史を感じる！沖鬮１カラフル!派手！
自分の生活の中にどれ

だけ紅型があるか振り

返る、示扇;;扇ｉｉＺｉ夛＞

紅型のかりゆしｳｪｱの新聞記

事や沖縄県内で咲いている

さわふじに関する新聞記事

等、最新の情報を紹介する

紅型の実物作品を提示して

生徒のさわふじゃ紅型への

興味関心を高める

ｈｉＩｉの中の紅型とは？

お父さんのかりゆしウェア！

紅型の歴史の概要につ

いてＤＶＤ『紅型の歴史と

技法』を視聴する

紅型の概要につ

いて理解する

紅型の実物提示

グループ毎に

①紅型の工程・道具

②紅型の種類・色・模

様

③紅型の歴史

④暮らしの中の紅型

⑤西原町のさわふじ

の５つの中からテーマ

を決める

上記の①～⑤について

インターネットや図書

館、商工会等でグループ

毎に調べ学習をする

紅型とさわふじ

に関する情報収

集の方法がわか

る

この日傘手

作りの紅型染

めなんです６

オシャレでし

ょう！？

;鍵①～⑤について

グループで調べ

ることができる

先生の紅型染

めのかりゆし

ウェアもかわ

いい！

ネットの検索

は慣れてるん

だ!任せて！

ネットの検索

鬘辨三雲を適宜紋
商上会に行けばさわふじ

について詳しくわかるよ

商上会に行けＩ さわふじ

かるよ

さわふじって沖

縄だけにあるの

かな？

紅型の麺紙ってカッター
ｑ

で切るのﾜｳな？

紅型がいろんな脇hになってる！

、■.･､、Lopcp
･ＢＱＯ■？■･●■●□｡■

::::?;::28:::：
ＤＣ｡...~qFDCoQ･
已凸Ｏ■●ｐＯ

Ｕ
■
０
０
Ｂ
ひ
ら
Ｕ
０
。
▽
５
△
の
●
■

悪か）｛》巫哩影二誰口⑩一で・・・・壺・、，Ｄｂ

▽
◆
？
●

■
■
■
ｂ

●
■
■
●

■
■
ロ
●

』
・
ぽ
ぽ
￥

imii篭

:宅吟：

｡●●ＦＰ■■

､■■け●■Ｓ
■■0｡可の0

－■●●｡●■

､.■白｡､ＬＬ■･■｡

i識識

｡●●ＦＰ■■

､■■け●■Ｓ
■■0｡可の0

－■●●｡●■

､.■白｡､ＬＬ■･■｡

i識識

↓繊鑿Ｉ 一｣op･Ｐ｡､■sbqD92･oc｡~.~0
,5■ＬもＰもz・P･ロﾛ。■■.｡□も｡■

蕊;篭;:;露：印
●
｜

■
Ｐ

５
中
一

●
巳

DPoq
h巳

難蕊
､ｉｆ辮
糠繩::：

溌灘溌蕊
鍵騨鍵溌騨

灘繍溌」
０■■､■､●｡●●.●ｇｏ.･小~

・
が
Ｃ
Ｄ
。
、
□
・
Ｑ
Ｏ
Ｄ
□

Ｐ
Ｃ
Ｂ
■
■
の
■
■
■
・
●
ロ
Ｌ

ロ
。
□
Ｄ
Ｃ
凸
。
。
■
。
・
ず
□

。”ＤＭ。岫野沖血戦
》ＬｌｍｎＦＱ■■兜 書館にて`情報収集図

－７９－



スター」「暖簾」「財布」「印鑑入れ」「服」

｢敷物」「ポーチ」等多くのものがあがり、自

分の生活の中にどれだけの紅型があるか振り

返ってみると、意外に沢山あると気づく生徒

が多かった。

紅型の概要については、ア紅型は、どこか

らどのように沖縄に入ってきたのか、イ戦争

など様々な歴史的背景で廃れかけた紅型がな

ぜ復興できたのか、ウ紅型にどのような人々

が関わったのか、エ紅型にはどのような特徴

があるのか等を理解するため、ＤＶＤ『紅型

の歴史と技法』を視聴した。生徒はワークシー

トに熱心にメモをとっていた。

各班の班長がメンバーの意見をまとめて、

班毎にテーマを決めた。

①紅型の工程・道具・・・・・・・５班

②紅型の種類・色・模様..・・・４班

③紅型の歴史・・・・・・・・・・３班

④暮らしの中の紅型・・・・・・・２班

⑤西原町のさわふじ・・・・・・・１班

図書室に移動し、調べ学習をした。図書館

司書の先生にアドバイスを頂いたり、インター

ネットや本、新聞等で積極的に調べている姿

がみられた。「さわふじって沖縄だけにある

のかな？｣、「さわふじという名前は花の名前？

木の名前？｣、「紅型の型紙ってカッターで切

るのかな？｣、「これも紅型かな？」等いろん

な疑問を持っている様子であった。インター

ネットでの検索は慣れているようで、どんど

ん情報を得ている様子であった。

調べ方がわかったか確認し、これから2週

間かけてグループでそれぞれのテーマについ

て調べて来るように伝えた。さわふじについ

ては「西原商工会｣、紅型については「紅型

工房」へ行って調べ学習を深めるのもいいと

アドバイスした。次週(７月10日)は模造紙に

まとめていくのでそれまでに情報を収集して

くるように、また、再来週(７月17日)は発表

会を持つことを知らせた。

されているんだな－と思った｣、「紅型は、色

が鮮やかで綺麗で品があるけど、日常的なも

のが多く、特徴も知れて勉強になりました｣、

「麻美先生が着てる服も手作りだという事を

知って凄いなぁと思いました」「紅型ってカ

ワイイんだなと思いました」という感想から、

紅型に対するイメージの変化がみえる。

さらに、「沖縄の紅型の歴史の深さが深い

ことを知りました。沖縄にしかない文化であ

り、ずっと残り続けたらいいなと思いました」

という感想からは本時で紅型を伝承しようと

する意欲がみられ、生徒の紅型への関心の高

さを感じた。

また、「紅型を作るのが楽しみ｣、「早く作

りたい」という声もあり、後半の「つくる体

験」の授業への興味を惹きつけたと思う。

【２日目】平成１９年７月１０日（火）５．

６校時（資料1-2）本時：３．４／１４

この日の授業では、班で調べたことをまと

めた。自宅や図書館で本やインターネットか

ら得た情報や、商工会へ質問に行って収集し

てきた資料等、様々な情報のまとめに取り組

んだ。

授業前の昼食時間から集まり、作業を始め

ている生徒もいる。わからないことについて

の質問もあり、どの班の生徒も意欲的に取り

組んでいる。班のみんなで持ち寄った資料を

よく読み、どうまとめるか、どう説明しよう

か、みんながわかりやすいようにするにはど

うすればいいか等活発に意見を出し合ってい

る。また、他の班のまとめ方を参考にしてい

る班もある。グループ内、グループ間で生徒

たちが学び合っている姿があった。

【３日目】平成１９年７月１７日（火）５．

６校時（資料1-3）本時：５．６／１４

〔発表と質疑応答〕

①紅型の工程・道具、②紅型の種類・色・模

様、③紅型の歴史、④暮らしの中の紅型、⑤

西原町のさわふじ

２週間の期間にも関わらず、どの班もしっ

かり情報を収集し、ポイントを押さえわかり

やすくまとめていた（資料２)。

生徒の感想から見えてきたこと

「紅型はいろんな人によって守られてきた

んだなあと思いました｣、「紅型はそんなに愛

－８０－
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函
見て・聞い

て・やって

みて！

Let'ｓｅｎjoy

紅型Ｐａｒｔ

③

－紅型を

もっと身

近に感じ

よう！－

発表の準備をする

７
月
Ⅳ
日
５
．
６
／
Ⅲ

７
月
Ⅳ
日
５
．
６
／
Ⅲ

発表の準備が整っているか

確認する

無理のないようにアドバイ

スする

:;霧欝:灘；

鬼ｋこれはど

ういう意味で

すか？

発衣のシナリオを考えよう！

染め地型と白地

型では少し行程

に違いがあるん

だよ。

さあみんなで仕上lﾌﾞﾄﾞるぞ１

色の謝りlの所}よカラーコピー

したのを使ってわかりやすく

しよう！

さあみんなで仕上lﾌﾞﾄﾞるぞ１

色の謝りlの所}よカラーコピー

したのを使ってわかりやすく

しよう！

liill`iiliiiilLiifiIilIl 質問は全てのグループの発

表が終わってからする

糊
》
三
川

榊
い
材

こ
の
一

グループで意見をまとめて

質問は班長が代表で行うよ

う促す

紅型はスニーカーにも染め

られてWWlWIになっています
質問に答えられるように支

援する

授業後のさわふじと紅型の

イメージを見る

次時はさわふじをデザイン

したオリジナルの紅型作品

を製作することを知らせる

います

紅型は以iiiiN岻家・

jql念家･城間家の３大

宗家がありました。

紅型Ｉ

劇篝
る

宗家がありま

発表グループへ

質問できる
今まで疑問にも思わなか

ったことに興味を持てた｡｜

また調べてみたい！
東南アジア帯に21三息し温

』63$iによく見られますもちょ

うど今が花のﾘﾋく時期でＩ県

内各地や宮古･八動'ぬどで

開花したさがりlJitKがi;ＴＨｌｉ

をにぎわt』ています

し掴

ちよ
さわふじは酉

原町の他にど

こで見られる

のですか？

今までの授業を

鶴
７－いて1馴寸rても答え！

。

早く紅型染

めしたい！

痙
鰄

進学等で他府県に行行って紅型につって紅型につ

いてW1ｶmｵ】ても答えられそうで3，えられそうで説

2週間という限られたjlHinにも関わらずどのグルー

わりb】りやすくまとめていました。２学MHに１.紅型の

2週ｉｎという限られたjlHinにも関わらずどのグループもしっかり情報を収集し、ポイントをおさえ

わりb】りやすくまとめていました。２学MHに１.紅型の１hW鰻Ifを楽しみにしていて下さい！

まとめ
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「⑤西原町のさわふいの班は、西原商工

会へ足を運んで「さわふじ」について調べて

おり、模造紙４枚にわたる内容の濃い発表で

あった。「④暮らしの中の紅型」の班は、イ

囮

写真：生徒たちが各グループで作成したレポート（一部紹介）

①紅型の工程・道具（５班） ②紅型の種類・色・模様（４班）

③－１紅型の歴史（３班） ③－２紅型の歴史（３班）

④暮らしの中の紅型（２班） ⑤西原町のさわふじ（１班）

－８３－



ンターネットで暮らしの中にあふれる紅型に

ついての最新の情報を得ていて着物や帯だけ

でなく、ベビー服やコンバースのスニーカー

等にも取り入れられている紅型を紹介してい

た。

発表を聞いている生徒も「スニーカ_かわ

いい！」「いろいろなグッズにも紅型が取り

入れられていてビックリ！」「結構身近に紅

型ってあるんだな_」という声があり興味を

示していた。この時、教室内に展示したバッ

グや日傘や婦人服等にも興味を示していた。

「①紅型の工程・道具」の班と、「⑤西原町

のさわふじ」の班は、それぞれ「ルクジュー」

と「さわふじがデザインされたエプロンと、

かりゆしウエアー｣、「さわふじをデザインし

た豆腐のパッケージ」の実物提示があったの

は大変よかった。２学期には、各班にまわし

て全員に見て、触れてもらう。

自分たちで調べ、まとめるのは大変だが、

多くの発見があり、勉強になった。次時には、

さわふじをデザインしたオリジナルの紅型染

をして、曰常生活に生かした作品（ボトル入

れ・ティッシュボックスカバー）を製作をす

ることを知らせた。今が、さわふじの咲く時

期なので宿題としてさわふじをデザインして

くるように伝えた。

友達同士で相談してまとめることは、学びに

繋がる。授業者からの一方的な説明を聞くよ

り、自分たちで頭を悩ませ、実際にインタビュー

に行って学んだこと、感じたことは生徒たち

にとってより深い理解に繋がるものである。

「みんなそれぞれのテーマで調べたことを

分かりやすくまとめててスゴイと思った。紅

型は奥が深くて知らないことがたくさんあっ

てびっくりした｣、「沖縄の伝統的な染め物な

のにあんまり知らない自分が恥ずかしかった｣、

｢最初は何を調べて、どうまとめればいいか

よくわからなかった。でも、自分も紅型の事

をよく知らないから、自分がわかるようにま

とめていけばいいんだとわかった！」「また

調べてみたいと思った」などの感想から、生

徒たちが自分で調べ、まとめ、発表すること

が本人だけではなく生徒間でも学びになって

いることがわかる。

「早く自分のオリジナルの紅型を作りたい｣、

｢暮らしの中には靴や服・日傘・コースター

やベビー服まであったのでこんなに身近にあ

るとは思わなかった」と、「知る体験」を通

して得たことは、次時の「つくる体験」への

意欲に繋がり、紅型を身近に感じていて、授

業者が期待していた以上であった。

生徒の感想から見えてきたこと Ⅲ授業効果の検討

「商工会へ行き、さわふじについて教えて

もらって本当によかった。今ではさわふじ博

士と思うぐらいさわふじについて気になるよ

うになりました｣、「自分でまとめることは大

変だったけれど、まとめていくうちに、さわ

ふじのことがどんどんわかってきた！」、「写

真集めや文章をまとめるのに苦労しました。

しかし、自分で調べてみる事によって今まで

疑問にも思わなかった事に興味を持てたり、

知らなかった事がわかってよかったと思いま

す。紅型やさわふじに限らず、自分の地元で

ある沖縄の文化や伝統をもっと知りたくなり

ました｣、「大学進学で他府県に行って、紅型

について聞かれても答えられそうです」など

の生徒の反応から、自分たちで情報を収集し、

授業前後の生徒の変容をＳＤ法を用いて分

析する。ＳＤのＳはセマンティック

(Semantic）つまり「意味｣、Ｄはデイファレ

ンシャル（Differential）つまり「微分」であ

り、ＳＤ法は意味微分法とも呼ばれている。

ある概念に対して人々が抱く「意味」の測定

と個体間による差の検定を、情緒的イメージ

として測定する手法である。

因子１、因子２、因子３、因子４はそれぞ

れ４項目で構成されており、因子１は「正確

な－不正確な｣、「すぐれた－おとった｣、「一

貫した－矛盾した｣、「完全な－不完全な」と

いう課題語を用いたことから「論理的評価」

因子となっている。因子２は「陽気な－陰気

－８４－



表１用いられた尺度
〔SagaraetaL1961に拠る〕

表２－１授業前後の各因子得点の変化〔紅型〕

論理的評価MoralCorrectness

正確な
すぐれた
一貫した
完全な

不正確な
おとった
矛盾した
不完全な

感性的評価SensoryPleasure

陰気な
かたい

四角い
つめたい

陽気な
やわらかい
丸い
あつい

力動性Dynamism
図1-1授業前後の各因子得点の変化〔紅型〕

積極的
はやい

活動的
鋭い

消極的
おそい
不活発な
鈍い 表2-2授業前後の各因子得点の変化〔沖縄文化〕

巨大性Magnitude

短い
小さい
浅い
狭い

長い
大きい
深い
広い

論理的評価

巨大性
な｣、「やわらかい－かたい｣、「丸い－四角い｣、

｢あつい－つめたい」という課題語を用いた

ことから「感性的評価」因子となっている。

因子３は「積極的一消極的｣、「はやい－おそ

い｣、「活動的一不活発な｣、「鋭い－鈍い」と

いう課題語を用いたことから「力動性」因子

となっている。因子４は「長い－短い｣、「大

きい－小さい｣、「深い－浅い｣、「広い－狭い」

という課題語を用いたことから「巨大性」因

子となっている。（表１）

これらの課題語は、「堀啓造(2001)，日本

語のSD意味空間の検討」から選択した。

表2-1～表2-11および図１－１～図１－１１

は、７月に行った授業前後の生徒によるＳＤ

法の結果である。

〔紅型〕、〔沖縄文化〕、〔私〕、〔沖縄の自然〕、

〔かりゆしウェア〕、〔首里王朝〕、〔麻美先生〕、

〔伝統工芸〕、〔生活教養の仲間〕、〔さわふじ〕、

〔琉球舞踊〕などの１１個の概念からどのよ

うなイメージを持つか、表１で示した16の

課題語で測定した。

力動性

図1-2授業前後の各因子得点の変化〔沖縄文化〕

表2-3授業前後の各因子得点の変化〔私〕

図1-3授業前後の各因子得点の変化〔私〕

－８５－

因子１因子２因子３因子４
餓理的評価感性的評価力動性巨大性

授業前
授業後

17.3２０．８１７．４１８．９

１８．７21.0１８．２１９．２

因子１因子２因子３因子４
鏑理的評価感性的評価力動性巨大性

授業前
授業後

1３．３１８．１１５．１１５．６

１１８１８．６１６．７１５．９

巨大性

論理的評価

KfJJ>Lｉ
力動性

感性的評価

■､￣￣I■￣

￣

授業前
授業後

因子１因子２因子３因子４
賎理的評価感性的評価力動性巨大性

授業前
授業後

19.4１７．２１７．６19.4

20.8２１．８１８．４２１．０

巨大性

論理的評価

み
力動性

感性的評価

￣■Ｉ■■Ｉ■

￣

授業前
授業後



表2-4授業前後の各因子得点の変化〔沖縄の自然〕表2-7授業前後の各因子得点の変化〔麻美先生〕

図1-4授業前後の各因子得点の変化〔沖縄の自然〕図1-7授業前後の各因子得点の変化〔麻美先生〕

表２－５授業前後の各因子得点の変化〔かりゆしウエア〕表２－８授業前後の各因子得点の変化〔伝統工芸〕

論理的評価

巨大性

力動性

図1-5授業前後の各因子得点の変化〔かりゆしウエア〕図1-8授業前後の各因子得点の変化〔伝統工芸〕

表2-6授業前後の各因子得点の変化〔首里王朝〕表2-9授業前後の各因子得点の変化〔生活教養の仲間〕

図1-6授業前後の各因子得点の変化〔首里王朝〕図1-9授業前後の各因子得点の変化〔生活教養の仲間〕
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因子１因子２因子３因子４
館理的評価感性的評価力動性巨大性

授業前
授業後

1９．３２２．９２０．７17.0

20.5２３．３２０．９１７．６

巨大性姿且;二;,:；
力動性

二二
授業前
授業後

因子１因子２因子３因子４
碗理的胖価感性的評価力動性巨大性

]安到Ｅｎｌｊ

授業後

1９．１２２．６１７．７１９．４

１９．１２２．２１８．９２０．８

巨大性齢E二篝
力動性

授業前
睡剴出名ｊＬ
』＞巳司‐■￣

因子１因子２因子３因子４
臓理的評価感性的胖価力動性巨大性

授業前
授業後

20.3１９．１１９．０２０．４

１９．３１９．４１８．２１９．６

論理的評価

畝I<ij>[ :;789

■■■￣■■

￣

授業前
授業後

因子１因子２因子３因子４
鹸理的胖価感性的評価力動性巨大性

1８．６２０．９１８．９１６．７

１９．６１９．３１９．７１７．７

因子１因子２因子３因子４
錨理的評価感性的評価力動性巨大性

授業前
授業後

18.2２１．２２０６18.8

18.9２１．７１９．９１８．９

巨大性

論理的評価

奄
力動性

感性的評価

￣￣■、■￣

￣

授業前
授業後

因子１因子２因子３因子４
閣理的評価感性的艀価力助性巨大性

授業前
授業後

18.5１５．３１８．４18.0

17.1１７．２１６．９１８．２

巨大性

論理的評価

＆
力動性

感性的評価

■■、■●

￣

授業前
授業後



表2-10授業前後の各因子得点の変化〔さわる､じ〕 表2-11授業前後の各因子得点の変化〔琉球舞踊〕

図1-10授業前後の各因子得点の変化〔さわふじ〕 図1-11授業前後の各因子得点の変化〔琉球舞踊〕

〔沖縄文化〕、〔沖縄の自然〕、〔かりゆしウェ

ア〕、〔首里王朝〕、〔伝統工芸〕、〔琉球舞踊〕

については、「紅型」と聞いて思いつく言葉

(名詞）を服飾専門学校の講師や生徒、服飾

関係の大学教授にアンケートをとり、最も多

かった言葉を採用した。

〔麻美先生〕、〔生活教養の仲間〕について

は、授業者と〔私〕、受講者と〔私〕との心

理的距離が教育効果にどのように影響するか

を見る目的で採用した。〔さわふじ〕につい

ては、西原町の町花木を地域素材として取り

あげた。

的効果に大きく影響を与えることがわかっ

た。

(3)ＳＤ法により、生徒の授業前後の〔私〕

と〔私〕以外のと上記の10個の概念と

の距離を測定した結果(表４－１～表４－

４，図２－１～図２－４)、因子２（感

性的評価）についてはあまり変化は見ら

れず、因子１（論理的評価）と因子４

（巨大性）については授業後に〔私〕と

概念との距離は縮まらなかった。また、

因子１と因子４の〔紅型〕と〔私〕の距

離は授業後の方が距離が遠ざかった。し

かし、因子３（力動性）に関してはどの

概念も授業後に〔私〕との距離が縮まっ

た。このことから、紅型の歴史的背景や

ルーツが明確にわかっていないことや、

紅型の実物提示はあったが実際に紅型を

する体験はしていないことが原因である

と考えられる。また、因子３の概念と

〔私〕との距離を縮めたのは、生徒側か

らの能動的な取り組みがある学習であっ

たと考えられる。例えば、地域の商工会

議所へ出かけて行ってインタビューする

ことや、自らインターネットや本、新聞

等で「知る体験」をしたことが考えられ

る。

(4)〔首里王朝〕については、因子３（力

動性）と因子４（巨大性）において授業

前後ともに〔私〕との距離が近い。また、

１分析結果と考察

(1)それぞれの差の検討を行うために、ｔ

検定を行った。その結果、〔沖縄の自然〕、

〔首里王朝〕、〔麻美先生〕、〔伝統工芸〕、

〔生活教養の仲間〕、〔さわふじ〕、〔琉球

舞踊〕では有意な差は見られなかった。

しかし、〔紅型〕に対する因子２（感性

的評価)、〔沖縄文化〕に対する因子１

（論理的評価)、〔私〕に対する因子３

（力動性)、〔かりゆしウェア〕に対する

因子１については、有意差がみられた

（表３)。

(2)最も差が顕著なのは、〔紅型〕に対す

る因子２（感性的評価）であった。した

がって、地域教材を生かした授業実践に

おいて、「知る体験」をすることは教育

－８７－

因子１因子２因子３因子４
鬮理的評価感性的評価力動性巨大性

研亘采ＨＩｊ

授業後
16.8２０．６１６．１１７．９

１８．４２０．５１７．４１８．７

巨大性

諭理的評価

侭
力動性

感性的評価

￣U■￣￣￣

￣

授業前
授業後

因子１因子２因子３因子４
錨理的評価感性的評価力動性巨大性

二

受業前
受業後

22.0１８．０１５．９19.8

19.9１７．９１６．４２０．８

巨大性

論理的評価

ごf>i二;墓！￣￣￣￣■■

￣

授業前
授業後



因子 1 (論理的評価)については授業後

に 〔私〕との距離が縮まった｡このこと

から､生徒たちは首里王朝を身近に感じ

ており､紅型について ｢知る体験｣をす

る中で琉球王朝時代の沖縄の歴史に触れ､

紅型と王府の関係性を学び｣理解が深まっ

たことがわかる｡

(5)〔琉球舞踊〕については､因子2 (感

性的評価)と因子3 (力動性)において

授業前後の距離の差はあまりみられない

が､どちらでも 〔私)との距離は近い｡

このことから､琉球舞踊について生徒達

は日頃の生活の中で見たり､ふれる機会

が多く身近に感じていることがわかる｡

(6)〔麻美先生〕 と 〔私〕 との距離をみる

と､因子 1 (論理的評価)では授業後に

距離が遠ざかり､因子 2

(感性的評価) と因子 4

(巨大性)については

ほとんど変化がみられ

なかった｡しかし､因

子3 (力動性)につい

ては授業後に距離が縮

まり､因子4について

授業前後での変化はほ

とんどないが距離はき

わめて近い｡このこと

から､3回の授業で､

〔麻美先生〕の ｢正確

さ｣や ｢すぐれている｣

等の内面的な深い理解

には届かず､｢小さい｣

等外面的な印象におい

て 〔私〕との距離が締

まったとみえる｡

(7)〔生活教養の仲間〕

について､因子 1 (蘇

理的評価)については

授業後に距離が遠ざか

り､因子2 (感性的評価)

と因子4 (巨大性)につ

いてはほとんど変化はみ

られない｡しかし､因子3 (力動性)に

ついては授業後に距離が大きく締まった｡

このことから､生徒間で深い理解や親密

さは深められないが､班活動をすること

で共に作業をする動きに関しては 〔私〕

との距離が親密になったと考えられる｡

(8)〔さわふじ〕について､因子 1 (論理

的評価)については授業後に 〔私〕との

取離が遠ざかり､授業後に距離の縮まっ

た因子2 (感性的評価)と因子3 (力動

性)についても変化は小さ●い｡このこと

から､さわふじについてインターネット

や新聞､商工会議所へインタビューに出

かけ調べ学習をしても､実際に見ていな

い生徒が多く､実物を見ることの必要性

を感じる｡

表3 授業前後の各因子スコアの差

前 後 差 t

1 〔紅型〕

因子1(論理的評価)

因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

19.667 20.778 -1.日1 1.225

17.556 21.778 -4.222 5.132'''
17.611 18.389 -0.778 1.046

19.278 21.000 -1.722 1.723

2 〔沖縄文化〕

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力軸性)
因子4(巨大性)

17.444 18.722 -1.278 1.827T
20.667 21.000 -0.333 0.406

17.556 18.222 -0.666 0.884
19.000 19.167 -0.167 0.130

3 〔私〕

田子1(抽理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力軸性)
因子4(巨大性)

13.056 11.833 1.223 1.515

18.333 18.611 -0_278 0.600
15.056 16.667 -1.611 2.591●
15.556 15.889 -0.333 0.300

4 〔沖縄の自然〕

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)

因子3(力動性)
因子4(巨大性)

19.111 19.056 0.055 0.045

22.833 22.167 0.666 0.801

17.389 18.889 -1.500 1.200

20.333 20.833 -0.500 0.555

5 〔かりゆしウェア〕

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

相.389 19.556 -1.167 1.8591
21.111 19.333 1.778 1.689

19.167 19.722 -0.555 0.814
16.444 17.667 -1.223 1.339

6 〔首里王朝〕

因子1(姶理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

18.111 17.111

15.333 17.222

18.4 44 16.889

18.389 18.167

1.000 1.401

-1.889 1.463

1.555 1.993

0.222 0.181

7 〔麻美先生〕

因子1(拍理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
田子4(巨大性)

19.056 20.500 -1.444 1.610

22.889 23.278 -0.389 0.559

20.833 20.889 -0.056 0.057

17.167 17.611 -0.444 0.913

8 〔伝統工芸〕

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

20.333 19.333

18.833 19.389

18.833 18.167

20.333 19.556

1.000 0.879

-0.556 0.803

0.666 0.934

0.777 0.594

9 〔生活教養の仲間 〕

田子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

18.222 18.889 -0.667 1.047

20.944 21.667 -0.723 0.877

20.056 19.889 0.167 0.250

18.333 18.889 -0.556 0.857

10 〔さわふじ〕

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力勤性)
因子4(巨大性)

16.944 18.389 -1.445 1.643

20.500 20.500 0.000 0.000

15.833 17.389 -1.556 1.726

17.500 18.722 -1.222 1.104

因子1(論理的評価)
因子2(感性的評価)
因子3(力動性)
因子4(巨大性)

11 〔琉球舞楠〕

22.167 19.944 2.223 3.205

17.500 17.889 -0.389 0.471

15.778 16.444 -0.668 0.511
19.778 20.778 -1.000 0.779二二二二二二二=

pく0･001柵 pく0.05+pく0.10(
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表4-1授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子1）

因子１(繍理的酔価）

〔紅型〕

〔琉球舞

〔さわふじ〕

〔生活教養の仲間〕

〔伝統エ

縄文化〕

〔沖縄の自然〕

〔かりゆしウェア〕

學王鯛〕’二鰯’
〔麻蘂先生〕

図2-1授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子1）

表４－２授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子2）

＝Ⅱ二、、四戸Ｉェ田」■ＴＩ巴】〃、■序幽■ロロノⅡＩ悪ロズヒロニｌ極メヒロニ」ＵＵ－ｑＪ□〃ｊＵｊＦＪＤ－ＱＤ」Uあし■酉Ｊ■し」ｕ■Ｊ－Ｕ＝四ｊＵ－Ｕ

［紅型］〔,中縄文化）［,中綱の自然］［かりゆしウェア］［菅屋王朝］〔麻美先生］［伝統エ芸〕［生,舌教養の仲間〕〔さわふじ］〔琉球舞i､］

授業前-0850４５５０２８００－２７５０４８００１０５０３１００２５００-010,

授業後３１６７３５５６０７２２－１３８９４６６７０７７８３０５６１８８９－０７２２

因子２(感性的評価）

縄文化）

〔沖縄の自然〕

〔かりゆしウェア〕

選重鰯〕i辛騨’

〔生活教

〔麻美先生〕

図2-2授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子2）

表4-3授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子3）

〔紅型］［沖縄文化］［沖縄の自然］［かりゆしウェア］〔首里王朝］［麻美先生〕［伝統エ芸］［生活教養の仲間］［さわふじ］［琉球舞踊〕

授業前２５０，２２５０２５５０３７５０３３０，5600３８５０５４５，０９５００７５０

授業後１７２２１５５６２２２２３０５６０２２２４２２２１５００３２２２０７２２－０２２２

因子３(力動性）

〔紅型〕

〔琉球

〔さわふじ

〔生活教養の仲間

〔伝統

文化〕

沖縄の自然〕

かりゆしウェア〕

曇鯛］’二譲墓’〔麻美先生〕

図２－３授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子3）

表４－４授業前後の｢私｣と｢賭概念｣との心理的距離の変化(因子4）

酉Ｊ－ｋ＝へIエノ、坏四ﾛﾛ'ローＵ皿Ｕ」'へ‐.」こし」,写凹’工凹」!'凸凹正･」
紅型［，化，のかりしエア里王活の中間陣盃切匝-1ｺ、

授業前３７５，３２５０50001050mm■、＝胴３１５０■而口■ｎ列
授業後５１１１３２７８４９４４１７７８■、■■ｍ￣両３００，，，，Ｆ可

因子４(巨大性）

〔紅型〕

〔生活教

図2-4授業前後の｢私｣と｢諸概念｣との心理的距離の変化(因子4）

－８９－

因子１(： 衛理的評価):<課題語>｢］E確な－不正確唯 :｣｢すぐれた－おとった． ｢一貫した－矛盾した｣｢完全な－不完全】 ま」

〔紅型〕 〔沖縄文化〕 〔沖縄の自然〕 〔かりゆしウェア〕 〔首里王朝〕 〔麻美先生〕 〔伝統エ芸〕 〔生活教養の仲間〕 〔さわふじ〕 〔琉球舞踊〕

6.100 4.000 ５．８５０ 5.300 5.200 6.050 7.000 4.950 3.500 8.750

8.944 6.889 7.222 7.722 5.278 8.667 7.500 7.056 6.556 ８１１１

因子３(力】 力性):<課題： ;>｢積極的一消１垣的｣｢はやい－おそい｣｢活動的一； ﾐ活発な｣｢鋭い－Ｉ 蝿い」

〔紅型〕 〔沖縄文化〕 〔沖縄の自然〕 〔かりゆしウェア〕 〔首里王朝〕 〔麻美先生〕 〔伝統エ芸〕 〔生活教養の仲間〕 〔さわふじ〕 〔琉球舞踊〕

２５００ ２２５０ ２５５０ 3.750 3.300 5.600 3.850 5.450 0.950 0.750

1.722 1.556 ，，，， 3.056 0２２２ 4２２２ 1.500 ３２２２ ０７２２ －０２２２



Ｖ謝辞(9)〔伝統工芸〕については、因子１（論

理的評価）についてわずかに授業後の距

離が遠ざかったが、その他の因子につい

ては距離が縮まり、特に因子３（力動性）

の授業後の変化が大きい。このことから、

「知る体験」を通して、伝統工芸に対す

る心理的距離が近づき、より身近なこと

として捉えられるようになったといえる。

本研究にあたり、アンケートや授業実践に

協力いただいた沖縄県立西原高等学校（古波

蔵喜弘2007年度校長）の３年生「一般選択

生活教養」を履修の皆さんに感謝致します。

ⅥⅨＡ工房の新垣優香氏、安里工房の安里

和雄氏他皆さん、前田びんがた工房の前田直

美氏、琉球びんがた事業協同組合の大城美登

里氏他皆さん、沖縄観光商工部の新垣大志氏、

西原商工会の大城助徳氏、うるま市立高江洲

小学校の比嘉美代子氏、琉球大学片岡淳氏に

ご指導いただき感謝申し上げます。

授業の分析法については、琉球大学島袋恒

男氏にご指導ご助言をいただき、深謝申し上

げます。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金

(2005～2007年度基盤研究C、課題番号17500

509）の補助を受けていることを申し添えま

す。

Ⅳ今後の展開

生徒の授業後の感想から、「早くオリジナ

ルの紅型を作りたい｣、「暮らしの中には靴や

服・日傘・コースターやベビー服まであった

のでこんなに身近にあるとは思わなかった」

と、「知る体験」をして得たことは、次時の

｢つくる体験」への意欲に繋がり、紅型を身

近に感じていて授業者が期待していた以上で

あった。「知る体験」から、さわふじを地域

の素材とした紅型の「つくる体験」へ発展さ

せる必要性を感じる。しかし、ＳＤ法による

分析より、授業後の生徒の更なる変容を期待

する。

今回の６時間の授業実践において生徒自身

が「知る体験」を通して学んだことを次時の

｢つくる体験」に生かしていきたい。

生徒が、紅型やさわふじに関する調べ学習

を通して「知る体験」の場を与えた。そのこ

とから、より生徒が紅型やさわふじの美しさ

に気づき、沖縄の文化に誇りがもて、より身

近なものとして捉えるようになった。

また、授業者自身が実際に紅型工房へ何度

も通い体験したことで授業で発する言葉に説

得力を生じ、生徒が理解するのに役立った。

今後も積極的に授業で紅型染を取りあげ、生

活の中で生かし楽しむことを生徒たちへ伝え

ていきたい。
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