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京 まなびミーティング㉑
京都市職員自主研修「文化力講座（浴衣の着付けと所作）」
みやこ

京都市社会教育委員が学校や地域に出向き，特別授業などを行う「 京 まなびミーティング」
。
２１回目となる今回は，柾木 良子 委員に，京都市職員の自主研修において，職員一人ひとりが「きもの文化」
に親しみ，きものを着る機会を増やすことを目指して，浴衣の基礎知識と立居振る舞い，着方などを学ぶ講座を
実施していただきました。
研修には応募者が大挙。抽選で選ばれた職員は浴衣の着付けや所作を身に着けようとし熱心に研修に取り組ん
でいました。

日

時 ：

平成３０年８月１日（水） 午後 6 時 30 分～8 時 30 分

場

所 ：

職員会館かもがわ２階大広間

講

師

：

まさ き

柾木

りょうこ

良子

委員（同志社大学日本語・日本文化教育センター嘱託講師，着物教室主宰）

京都市職員自主研修「文化力講座」
「文化首都・京都」の職員としてふさわしい知識や教養を身に着けることを目的に，京都市職員が勤務時間
外に任意，自主的に参加する研修です。

授業を選択していますので，日本文化というものに対
しての関心が非常に高いです。私の授業には当然なが
ら定員が決められていますが，倍率が凄く高いそうで
定員の５倍程の応募があるそうです。日本文化や着物
というものに留学生や日本の若い人たちの関心がい
かに高いかということだと思います。
日本人学生にしても若いので，和装が目新しく格好
良いと感じているようです。留学生にとってはアニメ
カルチャーの影響で子どもの頃から着物や浴衣に興
○ 世界で高まる日本文化への関心

味があり，留学先に京都を選んだということが多いよ

私は京都生まれの京都育ちで，現在は同志社大学の

うです。留学生の中には，この春に京都に来て，もう

日本語日本文化教育センターというところで講師を

既に着物のレンタルショップでアルバイトをしてい

させていただいています。

る女子学生もいます。全員で２６名の授業ですが男子

大学では，留学生などを対象に日本語や日本文化の

学生も５名います。浴衣実習を６月に実施したのです

講義を行っていまして，私の担当している講義では同

が，留学生も含めた５人のうち４人は実習前に浴衣を

じ割合ぐらいの留学生と日本人学生が一緒に着物の

持っていました。中には京都に来て早速にレンタルシ

講義を受講しています。前期だけでも９０分の授業が

ョップで着物を借りて観光してきたという学生さん

１５コマありますので着物だけにとどまらず，「着物

もいます。

が伝える日本の心と京の暮らし」というテーマで，着

同志社大学の私の授業

物の歴史や京都のまちにとって着物がどういった存

を受講している学生だけ

在であるのかなども講義をしています。

でもそういった状況です

本日のこの職員研修の趣旨が，市職員の皆さんが，

ので，同志社大学内だけ

歴史都市である京都から日本文化を発信していける

でももっと多いでしょう

ようにとのことでしたが，私が大学で行っている講義

し，京都の大学全体や観

の趣旨も全く同じなんです。

光客も含めると着物をは

今，私が指導している学生たちは留学生や日本人学

じめとする日本文化に興

生でも地方から京都に来た学生さんが多いんですね。

味を持った方は本当に多

日本人学生は全国の中から，留学生に至っては全世界

いだろうと思います。授

の中から京都の大学を選び，そのうえで着物に関する
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業の最後に「京都におけるこれからの着物」というテ

男性と女性で仕立て方が大きく違うところがあり

ーマで期末レポートの課題を出したところ，ほとんど

ます。袖の内側のところから脇にかけて女性は空いて

の学生が「文化都市の京都が着物を発信することをリ

いて，この脇のところを「身八つ口」と言います。着

ードしていくべきだ」ということを強く書いています。

物には８ヵ所の口があります。襟と裾と袖口と振りと

また，多くの学生たちが「京都のまちには日本文化が

この身八つ口の８ヵ所ですね。この身八つ口は男性に

集約していて，こんなに環境が整っている良いまちは

はありません。男性の浴衣はこの振りの部分から脇ま

他には無い」とも書いていましたので，私も頑張りま

でが詰まっています。ですので，男の人はこの振りを

すという気持ちさせられています。皆さんにも一役買

ポケット代わりにタバコを入れたりするのですが，そ

っていただきたいなと思います。

れを女性がしますとストンと落としてしまいますの

み

や

ぐち

で，入れたとしてもハンカチや手ぬぐいぐらいにして

○ 着付け時のポイント

おいてください。
この仕立ての違いですが，なぜかと言いますと帯の
幅が大きく違うからです。男性の帯は「角帯」という
幅１０㎝の長さが約４ｍの帯を巻きます。女性は今の
時代，「半幅帯」という帯が一般的です。幅が１５㎝
ほどの帯を体に２回巻いて形を作ります。また男性の
帯は，随分低い位置だなと思われると思いますが，腰
骨の位置で巻くのが正しい位置です。ベルトよりも更
に下ですね。女性は高い位置で帯を巻きますので，身
八つ口が開いていても帯で詰まります。
次に，帯の下に出ている「おはしょり」も女性にし

（※資料：同志社大学 2016 年度プロジェクト科目「着物お洒落

かありません。もともと女性は長い着物をたくし上げ

プロジェクト」受講生作成。
）

て端折って着ていました。ですので，女性は男性に比

本日お配りしているこのプリントは，去年の受講生

べて手順がひと手間多いです。女性の方は腰紐を持っ

たちが作ってくれたリーフレットの一部です。ここに

て来ていただいていると思いますが，「おはしょり」

は無いのですが，まずは，ざっと浴衣の各部位の名称

を作るために，この紐をまずウエストで締めて２本目

や男性と女性で着方・仕立て方の違いついてお話させ

をアンダーバストで締めます。ですので，女性は腰紐

ていただきます。

が２本必要になります。長い着物を一本目の紐で裾の

浴衣にも襟がついています。できれば女性は襟元を

長さを決めてから，おはしょり作ります。男性はこの

首に着けてください。最近，若い方に流行っている着

おはしょりが無く，着物を着たら自分に合った丈にな

おいらん

方に花魁風があります。襟元を大きく開いた着方です。

ついたけ

っています。これを「対丈」と言います。

学生から「先生，花魁風の着方はありですか？」とよ

浴衣の場合はあまり袖の長さや裾の長さをいうよ

く聞かれます。
「何が美しい着方かは考えてください」

うなことは無く気軽に楽しみましょうということで，

と答えるようにしているのですが，夏に着る浴衣でも

少しくらいの長い短いは良いと思いますが，裾の長さ

きちんと着ている方がすっきりと涼しく見えると思

の基準としてはくるぶしに懸かる少し上ぐらいがい

います。

いかなと思います。これが着物の場合はもう少し長め
その代わり，女性に関

で足の甲に当たるぐらいがちょうどよく，浴衣のよう

えもん

しては衣紋を抜きます。

にくるぶしの上ぐらいの長さだと少し不格好な感じ

首の後ろをこぶし１つ分

がします。浴衣は素足で着ますので，着物よりも短め

ぐらい空けて着るのです

で軽やかな感じで着ます。

ね。これを「衣紋を抜く」

男女で共通しているのは「襟合わせ」です。これは

と言います。女性は，前

間違ってはいけません。襟は左が上です。これはもう

は詰めて後ろを抜きます。

奈良時代から決まっています。奈良時代に衣服令とい

男性は後ろを付けて前は

うものが出ましたが「天下百姓右衽」ということが決

多少ゆったりでも構わな

められました。これにより，天皇から庶民に至るまで

いと思います。

必ず右が内側で左が外側ですよということになりま

いふくれい

うじん
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した。これが現在に至るまで健康な老若男女は必ず左

筒状態になっています。このままでは少し歩きにくい

前になるように着る元となっています。

と思いますので，もう少し歩きやすくしたいと思いま
す。

「天下百姓右衽」
719 年に発令された衣服令（いふくれい・
えぶくりょう）から，着物の襟合わせは右前に
統一されます。
続日本書紀に「初令天下百姓
右衽」
（天下百姓をして衽を右
にせしむ) とあり，
「天皇から
百姓まで，襟合わせは右を先に
あわせなさい」ということが決
められました。

着付けが終わりますと「股割り」をします。お相撲
さんが四股を踏むようなポーズをしまして，ひざの間
を手でぐっと押し込みしゃがみこむような動きをし
て股の部分を開いて捌きます。そうしますと歩きやす
くなります。
次に姿勢ですが，帯を締めるだけで姿勢が良くなる
と皆さん言われるのですが，１つ気を付けていただき
たいのは，背筋を伸ばす時に肩甲骨同士を引き寄せる
ように意識してください。そうすると胸が開きますね。

祇園祭では反対に着ている人を必ず見かけるんで

どうしてもお仕事でパソコンなどを触っていると猫

すが，どちらでも良いと思われていたり，そもそもど

背になりがちですが，猫背でいますと着物は直線裁ち

ちらを前に着るかなど気にもしていないということ

ですのでしわが寄ってしまいます。胸を張って首を伸

なんだと思いますが，必ず左が前です。洋服からする

ばしてください。天井から頭の天辺を糸で吊下げられ

と男性は同じですが女性は逆になっています。なんだ

ているようなイメージです。あとお腹も引き締めまし

かいつもと反対だったなと適当に合わせたりと，この

ょう。下腹のおへそあたりに「丹田（たんでん）
」と

ことからも勘違いされていることが良くあります。

呼ばれる所があります。ここに力を入れて，下腹を引
き上げるようなイメージでお腹を引き締めますと姿

○ 浴衣の着付け・立居振る舞い

勢がきれいになります。これで立ち姿がきれいになり

ここからは着付けの実演と浴衣を着た時の立居振

ます。

る舞いをやっていきたいと思います。

それから歩き方ですが，女性からは「内股で歩く方

着付けのポイントの１つで，気を付けていただきた

がいいのですか？どういう歩き方が良いのですか？」

いのは，男性も女性もＡラインのように裾広がりには

と質問があるのですが，花魁ではありませんのであえ

ならないように着てください。男性は着ていると帯が

て内股に歩く必要はありません。イメージとしてはモ

上がってきて裾が開いたりするのですが，これは格好

デルさんのランウェイのように直線上を歩くような

が悪いので注意してください。

イメージで歩いてください。膝の内側が擦れるように

（着付けの実演部分は省略）

歩く，これが外れると大股になるのでいつも擦れてい
る状態で歩いてください。男性はそんなにちょこちょ
こと歩く必要はないので普段通りで大丈夫です。
○ 日常のシーンに合わせた振る舞い
次にいくつかのシーンに合わせた振る舞いをお伝
えします。階段の昇り降りには注意が必要です。降り
る方はそんなに問題は無いと思うのですが，昇る時に
は少し上前を摘み上げてください。そのまま階段を昇
っていると裾を踏んでしまうことがあります。他にも
階段の縁で裾が汚れてしまうことがあります。そうし
たことが無いように１０㎝ぐらいを持ち上げますと
踏まないですし汚れません。男性で踏んだり汚したり

着付けが終わりましたら出かける前にしておくこ

する心配がないときは，あえてする必要はないかと思

とがあります。ちょっと歩いていただけると分かるか

います。階段を上がる際のこうした所作は女々しく映

と思いますが，着物や浴衣は体に巻きつけて着ていて

ることもありますので。

-3-

次に車の乗り降り

の脱いだものを揃える

です。着物ですと今ま

ようにしてください。

で何ともなかった車

下駄は３つのパーツ

の乗り降りが途端に

からできています。
「台」

難しくなります。普段

「鼻緒」
「ツボ」の３つ

であれば頭から片足

です。既製品ですと L

ずつ乗り込めるので

や M，S といったサイ

すが，浴衣や着物を着ていますと足が開きませんので

ズで売っていますが，

これが難しいです。ですので，男性も女性もお尻から

必ず踵が１～２㎝ほど

乗り込むようにしてください。まずシートにお尻を降

はみ出るサイズにしてください。大は小を兼ねると，

ろし，それから足を引き上げて乗り込みます。３人連

大きめのサイズを履きますと歩きにくいです。踵がは

れなどで奥に入る必要がある時には更に難しくなり

み出ていて正しいサイズなんです。草履や下駄はツボ

ます。着物で車に乗った後，席を奥に移るのはかなり

を指でひっかけて履き，蹴り返しながら歩きます。大

やりづらいです。ですので，男性はこういう時にはレ

きめの物を履きますと草履や下駄が引きあがってく

ディーファーストではなく，「僕は洋服なので先に乗

れないんですね。そうするとゾロッゾロッと履物をす

るよ」と言ってあげるとポイントが高いです（笑）。

るような歩き方になっていまいます。

着物を着ている時に限ってレディーファーストとか

また，鼻緒で足ずれをして痛いとよく聞きますが，

はやめてくださいね。

それは既製品なのでツボの部分の深さが足に合って

次に食事に行った時に，

いないんですね。草履や下駄は裸足で履きますので，

男性でもハンカチや手ぬぐ

この部分が合っていないと擦れて痛くなるんですね。

いは持っておかれると良い

足の甲の高さは自分の右足と左足とでも違いますの

です。着物の時でも食べこ

で，自分のサイズに合わせて詰めてもらうのが本当は

ぼしでの汚れを防ぐのに，

いいのですが，既製品を買われた場合は，鼻緒を部分

ハンカチなどを掛けておく

をほぐしておいたり絆創膏を携帯する方がいいです

と良いです。着物を大事に

ね。

するのであればハンカチな

高校生の授業でもこうして授業が終わって「一度座

どを襟元にかけ，お店にあ

ってください」と言うと，みんなきちんと正座をしま

るナプキンを膝にかけておくと良いです。これは何も

す。授業を始める前は女子でも胡坐を組んだり，足を

恥ずかしいことではありませんのでやっておくと良

投げ出して座っていたりするのですが，浴衣を着ます

いです。後，ミートソース系のスパゲティなどは避け

と振る舞いや姿勢が良くなったりする所が素晴らし

ましょうね。何も浴衣や着物を着ている時に食べる必

いですね。

要はないと思いますので。おうどんやお蕎麦は悩まし
いですね。特にお蕎麦なんかは浴衣に似合いますし。
次はハンカチを落とした

○ 浴衣も時代に合わせて変化
浴衣の発祥は平安時代まで遡りますが，貴族がお風
ゆ かたびら

呂に入る時に着ていた麻の着物で，これを湯帷子と言

時の拾い方ですが，洋服で

っていました。お風呂と言っても今のお風呂とは異な

あればサッと取れると思い

り，サウナのようなものです。この湯帷子が浴衣の原

ますが，着物ですとしゃが

型と言われています。江戸時代頃になってようやく日

んでとってくださいね。そ

本で木綿が普及し始めます。麻は肌触りも悪いですし

の時のポイントは少しつま

汗も吸い取ってくれないので，麻に代わって木綿の着

んで裾を上げてしゃがんで

物がお風呂上りのバスローブ・バスタオル替わりに着

ください。こうするとしゃ

られるようになりました。これが着心地が良いので部

がんだ際に裾が地面につく

屋着になり，現在の浴衣に繋がっています。そうした

こと無くハンカチを拾うこ

ことから，私の祖母ぐらいの世代には，浴衣を昼間か

とができます。

ら着て出かけてることをよく思われない方々もおら

脱いだ草履や下駄を揃えるのも同じです。建物に入

れますが，今やそんな時代ではないと思います。

る時に一度反対を向いて同じようしてしゃがみ自分
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京都は７月になると祇園祭が始まりますし，６月の

いった物を着られるとか，素足ではなくて足袋を履い

終わり頃から浴衣を着始めますよね。そして９月の１

たりしてというのも手かなとも思います。

週目ぐらいまで浴衣を着ていても良いかなと思いま

京都ではレンタルで浴衣を着ることがブームにな

す。時代と共に浴衣がお風呂上りに着るものから１つ

っていて，海外からの観光客の方などが浴衣を着て京

のおしゃれアイテムになっています。特に女性の場合

都観光を楽しんでいますが，その国の文化や伝統の１

は柄も色も華やかな浴衣が出来ていますので，お風呂

つとして「郷に入っては郷に従え」というようなルー

上りに着るものなんて言っているのはいつの時代だ

ルのようなことも伝えてあげることが大切ではない

というような感じになっています。ですから夏の１つ

かと思います。観光客の方が喜ばれるからと業者の方

のアイテムとして今の時代では着られていると思い

が安易に着せてあげると，その方たちは知らないまま

ます。

季節に合っていない浴衣を着ることになり「今時分に

今，京都ではレンタル着物がブームになっているの

浴衣着てはるわ」となるわけですね。それは恥をかか

で，着ている方をよく見かけるのですが，今年も浴衣

せていることだと思いますので，相応しい物や季節感

を 4 月頃に着ているのを見かけたんですね。そのこと

を教えてあげることも大事と思います。しかしながら，

について，よく否定的なニュアンスで「あれはどうな

こうした私の考えは既に「古いものに，固いものにな

んですか？」と聞かれるのですが，自由に着ておしゃ

っているのでは」と，自省や葛藤もしているところで

れを楽しみましょうと思う反面，正直「どうなのかな」

す。

と悩ましいところです。季節や着ていく場面など，な

○ 浴衣のたたみ方（実演省略）

んでも良いのかというとそうではなく，難しいなと考
えているところです。こうした由来などを高校生たち
に伝えて自分で考えてもらっています。
とはいえ，この先またガラッと大きく変わっていく
ことも考えられます。浴衣と着物がもっと同一化して
いくことも考えられます。むしろそうでないといけな
いと思っています。浴衣は女子学生や男子学生でも着
る人が多いのですが，着物となると敷居が高くて，浴
衣を着る人が増えても着物を着ることに繋がってい
かないんですね。そこが和装産業の現在の問題ですね。
浴衣を着るからと言って着物を着るかというと別問
題ですね。着物は揃えるものも多いですし，着付けも
浴衣に比べれば大変です。これをもっと近づけていか
ないといけない時代になってきたかなと思いますし，
だからと言って４月から浴衣は，という気もします。
私自身も葛藤中です。
また逆に，１０月は確かにまだまだ暑いのですが，
あわせ

「 袷 」と言って着物でも裏付を着始める時期になり
ます。１０月になっても浴衣で観光されている方に対
して，京都の一部の方からは「いくら気温が３０℃を

最後に浴衣のたたみ方を実演していただき

超えると言っても浴衣はなぁ～」と良く思われないこ

研修は終了しました。参加した職員は，着付

とがあるのは事実です。

けや所作を美しく見せるコツを学ぶととも

おしゃれは先取りと言いますし，一般的にも多少は

に，着物文化についても理解を深めることが

汗をかいてでもブーツを履いたり，ファーを巻いてみ

できました。柾木委員ありがとうございまし

たりするのと同じです。気温だけで着る物を判断して，

た。

１０月になっても浴衣を着ることはどうなんだろう，
と私も思っています。いかにも浴衣というものを着て
いますと後ろ指をさされることもあると思うので，今
は着物風の落ち着いた柄の浴衣もありますのでそう
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