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身近な自然を題材にした草木染めワークショップの開催

一社会人向け生涯学習プログラムの一例一

佐藤寛之 1)・新垣志保2)・吉岡由恵3)・杉尾幸司4)

W orkshop of natural dyes found in regional environments : 
A lifelong learning program for adults 

Hiroyuki SATO， Shiho ARAKAKI， 
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はじめに

人が生涯にわたり自己研鏑や知的好奇心を満た

すための活動を継続出来る事は、本格的な高齢化

社会を迎えつつある社会の中で今後間違いなく重

要となると思われる。そういった社会ニーズに応

える学習機会として生涯学習が実施されている。

内閣府の行った2012年の調査では、どのような

生涯学習をしたいと思うか聞いたところ、「趣味

的なものJを挙げた者の割合が45.2%、「健康・

スポーツJを挙げた者の割合が43.3%と高く、以

下、 f家庭生活に役立つ技能J(28.3%)、「教義的

なもの(文学、歴史、科学、語学など)J (27.3%) 

などの順となっている(内閣府、 2012)。最も人

気のある内容は「趣味的なものj で、科学の内容

を含む「教養的なもの」は、あまり人気のある内

容ではないことがうかがえる。

一方で、「ゆとり教育J見直しゃ全国学力テス

ト(全国学力・学習状況調査)の実施のきっかけ

ともなった国際順位や平均得点の低下にもとづく

「学力低下問題j 報道に見られるように、小中学

生の「理科嫌いJや「理科離れJという言葉がマ

スコミ等でたびたび話題に上り、子どもの「学力

低下j が問題になることが多い。しかし、科学リ

テラシーに関していえば、大人の方が温かに深刻

な状況にある。 2002年に文部科学省科学技術政策

研究所が科学の基礎知識を問う10の質問を、世界
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2) 染色家
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的琉球大学教育学部

の18""63歳の2000人に対して面接調査を行った結

果の正答率を欧米諸外国と比較してみると、日本

は14カ国中12位であった(小林、 2008)。一方、

同時期に行われた、日本の中・高校生の TIMSS

(2003年度)での結果は、 31カ国中 3位であり、

「理科離れJは、子どもより大人の方が深刻であ

る。自然科学に興味をもっ子どもたちの育成や科

学研究に理解のある国民世論の醸成のためにも、

社会人に自然科学の魅力を伝えてゆく取り組みが

重要なのではないだろうか。

そういったニーズの受け皿となりうる場として、

社会啓蒙施設の存在が上げられよう。こういった

施設では教科や専門分野の枠にとらわれないプロ

グラムが行なえる事も強みで、実体験を通して参

加者の環境や科学への啓蒙を行なう事が出来る利

点がある。

博物館相当施設と位置づけられている「公益財

団法人沖縄こどもの国(沖縄市)J は、科学啓蒙

施設であるワンダーミュージアムと動物闘とを併

設した複合施設である。平成24年度からは沖縄県

より沖縄県地域環境センター業務が委託され、沖

縄の自然環境の魅力を伝える人材を育成する事業

を、一般県民全体を対象として実施している。今

回その事業の一環として、草木染めを題材にした

ワークショップを行なう機会を得た。

草木染めは、植物の色素などを染料として利用
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する染色方法で、身近な植物を利用して行なう古

くからある染色技術の一つである(山崎、 1985)。

草木染めを対象にした学習活動を行う場合は、染

め物自体を作品にして表現するという美術的な要

素や、暮らしとの関わりで捉える民俗学、歴史学

的な要素を中心にカリキュラムが構成されている

場合が多い。しかし、実際の草木染めに必要な染

色のプロセス(繊維の精錬、染め、媒染、色彩調

整、使用薬品の処理など)は化学変化の連続であ

り、材料や反応を考える科学的要素を多く含んで

いる。また、草木染めには古くから身近な植物が

利用されてきたため、利用可能な植物の見分け方

や最適な採集時期に関することなど、身近な自然

環境に関する知識も必要になる。

このように、草木染めの技術は様々な学問分野を

包含して成立している。この特性を上手に活かす事

ができれば、さまざまな分野に興味を持っている人々

を、幅広く引きつけるプログラムが可能となる。

このワークショッフでは草木染めという一つの

テーマを深く掘り下げることによって、作品作り

だけに留まらない取り組みを企画した。草木染め

の作業を通して生じた「なぜ?J という気持ちを

環境や科学への興味・関心へと繋げるために、化

学、生物学などのサイエンス的要素を加え、身近

な材料を利用する事で、身の回りの環境について

多面的に捉える機会の創出を試みた。

本稿では、この実践事例の詳細と環境教育や生

涯学習に於けるこのような社会啓蒙施設の可能性

について報告したい。

ワークショップ企画概要

沖縄県地域環境センターによる今回の講座は、

沖縄の自然環境の魅力を多くの人に伝える役目を

担う人材の育成を目標に掲げている。そのため、

ただ自然環境を利用したワークショップを行なう

のではなく、様々な角度から環境を考える事の出

来るよう、一つの事象を体系立てて学べる場とし

てワークショップが機能するように考慮し企画を

行なった(表 1)。具体的には、草木染めの基本

となる準備から後片付けに至る一連の作業工程、

現象の物理的・化学的な解説、地元の動植物、民

俗、歴史等に関する事柄、環境負荷を増大させる

表 1.沖縄こどもの国で開催した染め物ワークショップの企画内容とねらい

1¥-図 録二回 鋭三図

タイトル 藍染めのふしぎ 染物はじめて物絹 草木県めを科学する
縄文人体験と'̂ 本!Ilめ

11;築工符 1.木綿の Fぬぐいを絞り染めf主総により県色する. 1.どんぐりを飢食する. 1. "} ')ギとオキナワシャリシパイで検め椛を.~IUぜ.
:1 .白鳥め IJi さという 11訟を体験する.，ア~tI'で織的による*まり )jのjftいを硲認する 2. 附錬{繊維のド処理)M};;を党総する.

:1. アクtf'でIU骨iを白白色寸る:1.倹め縦2{量矧. ~!血液 3 柑魁1をlII .tl し. ~hUi荷
それぞれの F順で換め滅と~!Il椛に 't地をつけ
込み!Il色を行なう.

.1.惨 11.I/H奇人nl~め上がった街地を政断. [仰を
o!I!Uする.診加者それぞれが布地を~~L...倹
色!JA厄を共有する.

ねらい 倹色 ..t;織のサラシの.fぬぐいを釘り曲げたり.伯ゴムで 生のどんぐりを・~際に以食し、その持さなどを体敏 般的械を作る所から自由める事で:Jl~に竜喜朗Ilfn!f.\..t;
絞る$で藍の~め副主が浸透しない郎分を(t:り1II1... する.その後.的むってγ守的きをしたどんぐりの 般めをするときのif.t重点などをしっかηとおさらい
最の浪淡を使って倶硲をつける. 紛をmいて ')'1キーを(t・η以ftL... "1食にきさるアヲ 111米る.吸色に使う級総はそのままでは利111111米な

伐さというJiit.. ;(iみの irl~である7 クのMfをE型 い.過常のワークショップでは省附されてしまうド
あらかじめ鑑で決めてある麻布にI'IIJi糊を111いて閥 解する. 処I'~の Iff'，!についても実際に体験してもらう. !Il料
柄を出さ入れる.時聞が経過すると糊の付精した郎 タンニンという染料の将併を体験してもらう.怖物 と~~仰lの制lみ合わせで俄身な兜色になるという I.~
分の猷のみが越えされ餓総からはなれることで.糊 総維と動物繊維のj皇いが~色鮎*に Jにさなl~ となっ ..t;!Ilめの I~i l'lさを体験する.
を洗い流したtをに償絡が浮かびJ:がる. て現れる$を体験する.

t草木染めで喰色されにくい刷物級維(麻骨j) に!.IW
貨危どを吸拘させる in'~処均というWl，について体
除する。

環縫 沖縄にある'J...ウキ斗ヴアイという敏物を111いるこ 仲縄の縄文BHI:の沼紛から k鼠に111Lずるオキナワ 身近な鍋物であるフクギとオキナワシャリシパイを
とで身近な鍋物に関心をI.~っきっかけを償供する. ウラジロガシを初めとするとんぐりが;果実.実際に 111いる$で身のMりにある舶物などを恒1るきっかけ
リュウキュウアイによる股め物が沖縄のくらしに似 食してみる事で生活の中でどんぐりがどのような(1 を1:(0¥する.
~したのか. N'縄の気候、鍋物総維を利JIIした代初 (1'であったかなど.関心を I.~ ってもらう. 愉物のt~ 1It (従来樋.絶滅危恨樋への関心). Ifl液
などとfTわせて解説する. N'縄にもどんぐりをつける納物がある事を紹介する. の勉~f.， ど. tWlftへの負街のかかる郎分に怠織をr~'l

けてもらう.

科学 u色をした似物のなかにある物質イシジゴを(1する 持くて食べられ必い*.たなどを司氏の状態に加J:す I;t ..t;検めの 11、業の，'，に出てくる~ftとアルカ 1) 1'1: と
鮒物を車鮒11介. イシジゴという物質hがI!換島まる{付1:軒紺lJ，み井を るアクt彼駐きの{“仕1:刈割組lみ.物関の水riI符'1ft.
角解事z鋭』見tする. をうまく和1111した物聞の州製作東を解鈍する. ける(1:制lみや.蝶~という金胤イ寸シと I~Hを紡合
盛田Eめの作業過仰で生じる~め践の色の変化やl'l1Ji ヲンニシをはじめとした柏物の釘寸る物質がI.t木!ll させる厳'"'や11:割lみを解説する.
問による倹め肢さという作業を過して償化と迎えと めの染斜とはる事を解脱する.
いう化学的な11:総みに関心を持ってもらう~自物館縫と動物m縫のi量いによる吸まりやすさの策

をセルロースとrnl'l貿.それぞれの情活の温いであ
ることを解鈍L... ~向物館総の 1~耐にllÍ l'JrIを結合さ
せることで.~色例市t鮎"しにくい鍋物繊維に動物
総総と似た4時過を怜たせるlf2~処I'l!の11:組みを波旬1
する.

備~ 惨h日持に11絞り染めの直Eの手ぬぐいと!llめ伐さした 診凪1荷にはアクで検めたJMhを怜ち鮒ってららう. 事会加IXに11参加1Ftそれぞれが決めた中地を弧り込ん
'f~仰の市川を持ち帰ってもらう. だ喰色!1..j.:を怜って鮒ってもらう.
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仏:1係ほか :身近な1'1然を凶材にした伏木染めワークショッフのIlilOil

ような刷H等について、各ワークショップのIjlで

繰り返し取り上げられるよう企回した。

通'，;j;;.tji:)j包;&でIJflHHのワークショッフ。はJ:.H:11iが i

人で行なうが、上記の円的のため、実際の作業仁

稗.のm.将と派生する先民的な思考を促す役;'ilJを分

但するため、染物.J1!~JrlI.~ Olli (新垣)、科学 .s;1境

担当税制i(佐;i事)の 2人体制で行なうやとした。

さらに各ワークショップのった胞H剖:;Jも多めに(1'(11似

し、 j凶 I，:;~ "(ìいてしまう il~(Ji;iや後片付けといったJw

nも実際に体験しても らう 中にした。

各ワークショップの以後に間jl:iiな感想 ・アンケー

ト』別格を行い、今後の前tl"!iJの参考と した。

以上のような;ìlï1hjに)I~づいて募集チラシ (添付

資料)を作成し、こどもの問ホームページ、車IfIHJ

などで一般líllけ誠H~として参加l持集を行なった。

なお、本金1
'
町はれ1'制り『Lからの委託事業であるため

参)JII1'(は燃料とした。

実施状況

作ワークショップの:.l:f施状況の詳細lを以下に示す。

第一回 藍染めのふしぎ

訓 (:11i :新j旦志保(染色家)、佐藤寛之 (Jf，U:j(

大学特命研究w
実施111昨:平成2411.:10JJ281J (1:]) 10:00-15:00 

参)JII人数 :14:7'， (小乍'1:2名、大学生 1:7'，. 

一般 ll:7'，)

当nタイムスケジュール

9 :00 ll~当 I号、制(:IIH. rち合わせ、 11" fJiIi符
10:00-12:00 硫球院絞り染め体験

12:00-13:00 ~-~{本み

13:00・L3:30 政染めの仕組み解説

13:30・15:00 琉球出染め政き体験、ア ンケー卜BiU

入、解散

午前Ij l は、 ~11~(:lIiか ら絞り染めの仕組みと tbむ-JJi

を教わった後、参))11斤めいめいがて犬を凝らして

絞り染めを体験した。さ らし布を輪ゴムなどで制

り、それを慌がめの rpでもみ込み、~:;.~を繊維に{、I

~t'(させた後、 '烈5z\に触れさせる ~jJで色が先色する。

作業のMf去には、染色したイliを水洗し1愉ゴムを外

して染料の ìl;~淡によって生 じる脱線を締認した。

この作業のid中にリュウキュウアイの般化反応

によ り肢が染まり、 i辺)[;);x)f_\により )~染めた1誌

がその部分だけ抜り計五ち、封染とめ抜きがノぺ小1:.じるとい

うi仕上t組t乱lみをm似:

への11呼|印手び水とした。

昼食後にはあらかじめ慌で染めた麻布を川い、

辺元首IJ (ハイドロサルファイト)を混ぜた糊を付

将させることで部分的に般化佼を水溶性の泣冗藍

にし、水洗にてi.itい流すことで脱械を染め抜いた。

この際にも酸化と辺冗という化小変化が位決めに

深く |共|わっているというこ とや、 11自物繊維をよく

染める事が出来る染料が少ないよj~など、際染めの

仕組みゃ存らしのIjlでの，r(盟1'1:などを1'11僻 しても

らうよう解説した。

参加者のアンケー トからは「体験モノの、 ほん

の一友而だけ教えてもらうより、化予も合めて教え

てもらったのがすごく |市白かったです。下供のtn
に学びたかった ・. . J r小さい|昨に遊んだ木や

花を使ってどんなことができるのかもっと知りた

いと思いましたJ符の!~赴!が悦られ、午前午後と

長11寺山にわたって行なわれたワークシ ョップにも

|則わらず品後まで参))11X.の集rll)Jが切れるIJ.;: も 1!l~
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く終 fした。

第二回 染物はじめて物語 縄文人体験と草木染め

，ìI，~ (llli :新垣志保(染色家)、佐j佐山之(ff，tf;~

大学特命Ii)f究w
実施日時:平成24年 12JJ 9 11 ( U) 10:00・J6:00

参)111人数 :21名(5 .. }"以下4名、小学坐41'，.

高校生 l名、 ・般12r，)

当11タイムスケジュール

9・00 担当荷、 i\ I，~(l' IH' rち合わせ、 îl'\ lJ1ii A:~;

10:00-12:00 i'iJ制の純文H寺代の存らしを与える、

ドングリ'_t食

12:00-13:00 昼休み

13:00-15:45 iL"!染処JlH、 ドングリ染め

15:45-16:00 質問、アンケー ト記入

16:00-17:00 f./1Iflili との振 り返り 、片付 け、f!J!，~ I I~ 

LFliijtl"は、食物と してのドングリ について体験

してもらった。 i'"制の純文)11跡、からもLll1:してい

るマテパシイ、オキナワウラジロガシなどのどん

ぐり知を実際に食べてもらい、渋み成分の多さを

~!必してもらった。その後、 lìíj も ってアク抜き))11

てした ドングリの粉を.fll川 してクッキーを作り ，1st

t.tした。 渋みの成分であるタンニンを除去するこ

とによって、 ドングリが食料として利川可能にな

る状況を体験してもらい、純文時代のヒトの食料

としての役割や、1'"純にli'l:するドングリ状決'x

をつける他物について知|っても らった。

午後は、どんぐりのアク抜きの際にでたアクrI

を利川して染色を行なった。 他物繊維とyl)J!助繊維

での染ま り具合にgがあることを政認してもらい、

染まりにくい植物繊維を染まりやすくするiI:~ !i~処

別!として豆乳を川いた)j法などを体験してもらっ

た。

ワークショップ終 (11与に行なったアンケー卜か

らは「変化する不思椛が利中的に誕づりてもらえ

た引がよかったですJr染色では苦手な科γ:が裂

しくヤ:べる意義深いものでしたJr普段食べない

ものを食べるi~illな体験ができました」等の!必坦!

が叫られ、とくに実際にド ングリを食べた・Jcへの

悦きや興味といったものへの?寺及が多く見られ、

lìíil " l に引き続き参加行の|共l心は向かったように!\l.~

じられた。

第三回 草木染めを科学する

議 (llli: 新J'I tぷ保(染色家) 、 (J;:ïi.~g~之(琉球

大中特命研究員)

実施IJII与:杓戊25il:1 H 13日(円) 13:00-17:00 

参加人数:22 1う ( 5 才以下 3 名、小'‘j!:~t: 5名、

-自立 1/1れ)

当円タイムスケジュール

10:00 ~'I ! 当庁、 講師i打ち合わせ、準備等

13:00-14:00 染料を抽出、 繊維を制鋭、

14:00-16:00 染色、色見本作り

16:00-16:45 ~'J~ り 返り、 }11副長処JlH. n.付け

16:45-17:00 '{'lll'.j、アンケー トl-tL!入、仰倣

まず染色に(*う染めj伎をi料簡するr9rから参加者

に I~Jわってもらい、オキナワシャリンパイのチッ

プとフクギの必をぷ/1¥すことから始めた。染めi夜

がIII来るまでの11:1に繊維の下準備(あ'lfMOの刀法

と、 染料布自物の lt i と繊維の関係、Wt~tぬとい う t程

の意味などをf'JI，~，j児した。

染めìl支が II\~た J frで参加者それぞれが、 ?作号の
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WII'Jiほか・身近な白書!iを!也材にした，'i'(*染めワークショップの1IトIHH

，;己入されたウール地を、 染めÌ(長 2 .f1i、!l!tt~~ì俊 3-flTi、

修正斉'I(般性、アルカリ1'1:)をJHいて染色していっ

た。染め上がったJ9rで水洗、 a;12燥させ、工程を記

録した紙と共に色見本を作成、参JJII-=g.で共有した。

その後、草木染めをした際に山る{j7.J局イオンを含

んだ媒決j伎の処足Hや過剰採集による植物の減少等、

関境負荷に関するJ:wnの振り返りを行なった。

参加者からは「染色の)ji去を型にはまった方法

でなく好きな様にさせていただきとても楽しかっ

たですJrサンプル作りを体験したのでこれから

草木染めをするのがとても楽しみになりました。

早くやりたいですJr化'学は背手でしたが、Wtt染

被を処理する|僚に化学反応を利川して関与:tに影響

を与えずに処邸!をするノ'H去があることがわかり為

になりましたJ r この lil'~座のネーミング通り、化

学的な見方を楽しめながら染めが山来るとワクワ

ク感を持ちながら染めが楽しめますJ等の感想が

得られた。

草木染めは自然にあるものを使川するため化学

染料に比べ 「邸境に催しいJと考えてしまいがち

であるが、 実際には金属イオンを含むJj~ì伎の処理、

努5料組物のj品剰J足取など、対応を問逃うと~l Jj'l白

仰をl也大させる昨日分も布在している。その昔11分も

含めて、市木Mとを'1'途半端にではなくちゃんと旦H

飢'してもらうことも目的のひとつであったが、参

JJIII普からの感想のrl'に少なからずそういった11¥1組

に|ヨを向けた立比が見られ‘また講座の当初jの目

的である多)j而から物事を見るということの而|き

さに気付く参加古・も多く見られた。

今回のワークショッフ。は作品作りだけのワーク

ショップと見なり、「染まるj という現象の深田

{illで起こっている化常的な変化や、繊維の柿造に

よる染まり)jの迎い、など、染物の|僚に"決まり"

として行っている作業や常識を科学的な聞から説

l列する機会となり、地元の植物と染め物の|共l係、

繊維と染料の関係など体系立てて話しが出来たの

で計帥liとしても有意:出なワークショップであった。

また、作業rl'に生じる何気ない 「何故j といった

疑II~I にU'Hll liOl'lがHIJ座に対応していく事で、自分の

疑問に答えが山たという気持ちを参加者に強く持っ

てもらえたと考える。また、初回の参加者の多く

が全三 I~I を通して受訓を希望したため、 二回目以

降、ほぽ定数の状態での開催となるなど、参加者

の向い|品|心がいlえた。

まとめ

通常本施rl貨で行なうワークショップは子ども向

けーのものがほとんどで、幼児や低学年の集中力を

考!抵してプログラムの梢成はおおむね一回55分以

下で一同完結型が多く (吉田ら、 2011)、ワーク

ショップの'1'では尖際の作業を体験してもらうこ

とのみにほとんどのH寺1:1]が貨やされていた。

今回のプログラムでは対象を一般に広げた事も

あり、被数阿にわたり、ほぽ 1EIを通しての実施

となった。そのため、これまでのワークショップ

では省かざるを何:なかった染料植物や繊鮒につい

ての知識、下tl叫liiや後片付け、 !荒波処理、 斑tJ~負

制といった先限(1りな11日分についても学習させるIjJ

が可能となり、計I~ r:，lifli.ll としてもメリットの大きい

フ。ロク。ラムとなった。

また、参加者の多くが 31豆|日以降も引き続いて

の問Hi(を希制するなど、組数回のシリーズ的なプ

ログラムのプJが参)111将の満足度を高め、テーマを

深く傑求山来る可能性があることが明らかになっ
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疏球大学教育学fm紀'~ 郊83~長

た。今回のように、長時間、 被数日にわたるプロ

グラムを企問していく事は諦師、 参加者双方にとっ

て満足度の心iいものであり 、こどもの問のような

社会啓諒施設が今後、生涯学習の窓、11として重要

度を高めるためには、このようなプログラムを順

次準備し、 i泊イ1".で7itに向かが間前されているよう

な状態にするよl~tJ~ill盟になると思われる。今後も

可能な限り紙枕して実施していけるよう予算や講

師の確保、 プログラムの充実を間るよl~が望まれる。

今回の参JJIl.(-'i'の多くは、1ifL木染めの了ー去、美術

的側面に興味を持って参加した力々であったが、

ワークシ ョップの終了時には、 ，..j':Jj白l没でImllliして

いる自然観擦や脱出 ・科学といった足iMの他のワー

クショップへ参加lの意思も示していた。本企画が、

これまで動植物や自然観察などに制紙的に興味を

示さなかったWiにも、新たな興味|見l心を提起する

きっかけになったようである。

このように、内然科学を再t学習する機会を社会

人に促供するきっかけと して、 一凡'jCなる分野か

ら環境や身近な内然に興味を抱かせるアプ口ーチ

添付資料

ワークショップチラシ

第一回 第二回

間 .r.tl4i偶 ・四世 ;bt

は1-1・効であると忠われる。これら異分別:I，il上をつ

ないでM終的に脱出や自然 ・文化を考えていける

ようなプログラムのIJnJtは、参加者の学習機会日I1

111のきっかけ作りとして今後重要となるであろう。
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