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1 .はじめに

看護衣の被服構成学的研究をしながら数年続けて発

表1ー唱しているので，病院に出入りする毎に病人食

を扱う方々の頭の先から足の部分に至る被服について

気になっていた。丁度その頃，あるグループ研究で病

院などで働く人の作業衣を研究してはどうかというこ

とになった。研究に先立ち職場を見学して給食の作業

現場も写真に撮ったりした。後日の会合で看護衣につ

いては私が今まで，いろいろな角度からみて研究して

いるのでそれは立ち消えとなった。

調理実習時における学生の三角巾の被り方に眼を向

け，三角巾では頭髪を包むことも無理な上，頭髪の落

下を防ぐことができない。

本研究は，髪 1本も出さないような被りものを創作

する目的で，短大生が使用している三角巾の是非につ

いて調査検討した。

11. 最初の試みとして

被服構成を担当している立場としてすぐにデザイン

に取り組んだ‘。髪 l本も見せない衛生的な調理作業用

帽子として即，製作してみてわかった。それは個々

別々 10人10色というか髪の長さ，量，はえぎわ，方向

と全く同じことはなく非常に困難という限りであっ

た。 服飾デザインセミナーでは，市販されている作

業用のl帽子を十分に見て今までにない被りもの「髪 l

本も出さない」ことを条件に各々がl個ずつ考え製作

した。デザインの基本的条件である材質・形・色を衛

生学的立場から検討し，構成学的立場からも十分検討
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して発表とした。一応今までにない研究として限をみ

はるものがあった。

人間工学の人体計測でも頭部を除いては，細部に亘

り研究されていたが，頭部に至っては細部に亘り計測

する研究は，されていなかった。頭部の試みとして私

の実験研究したものを学生に教え，それによって発表

したことをつけ加えておく。

今固まとめるために経過を順追って行くが，本研究

は意識調査結果を考察したものである。

III. 意識調査

幾度かアンケート調査もしてみたり，デザインの研

究もしてみた。最終的調査は次の通りである。

調査対象 被服学科服飾コース……36名

食物栄養学科食物コース…37名

調査年月日 昭和60年9月10日・ 11日

回収率 100% 

調査項目は次の通りである。

調査実習時における作業衣についての調査。

(はい，いいえのどちらかに丸印をつけて下さい。)

1) 調理実習において，三角巾を頭に使用するのは

何故ですか。

2) 三角巾をつけた姿が気になりますか。

はい。いいえ。

はいと答えた人は理由を書いて下さい。

3) 調理実習中に三角巾を結びなおすことがありま

すか。

はい( 回)。いいえ。

4) 三角巾をつけることにより衛生的であると思い

ますか。

はい。いいえ(理由
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5) では，もっと衛生的な調理実習時に頭をおおう

ものが必要と思われますか。(具体的に書いて下さ

い。)

6) 調理実習時における作業衣といえば実験着を使

用しているようですが，実験をした時のそのまま

を使用していますか。

はい。いいえ。

2)三角巾をつけた姿が気になりますかに対しては，

回答

はい

服飾

9 (25.0) 

食 物

6 (16.2) 

いいえ 27 (75.0) 30 (81. 1) 

無回答 o ( 0.0) 1 ( 2.7) 

7) 調理実習時前・後に洗濯をすべきだと思いませ 3)調理実習中に三角巾を結びなおすことがありま

んか。 すかについては次の通りである。

はい。いいえ。

8) 実験着以外だったらどんな作業衣が機能的にも

衛生的にも良いと思いますか。

(自由に絵で説明して下さい。)

9) 髪 1本が衛生的に云々されるならば，おしゃべ

りの唾がちることも不衛生のように思いますが，

みなさんは，どう思いますか。

10) それでは，調理実習時の作業衣として(靴は実

習室用のものをはく。)他に衛生的と云うならばマ

スクをするのが望ましいと思われますが，あなた

はどう思いますか。

以上の項目の他に回答者の髪型を次のように表現し書

き添えて貰った。

ショート，セミロング，ロング， (ポニーテールを含

む。)

IV.調査結果

今まで調査した同じコースよりも被服学科と食物栄

養学科とでは，調理実習に対しでも考え方に差異があ

るのではないかと思いそれぞれの科から 1クラスづっ

調査した。

1)衛生的に調理するためには髪の毛やフケが落ち

回答

はい

いいえ

服飾

14 (38.9) 

22 (61. 1) 

食物

7 (18.9) 

30 (81. 1) 

4)三角巾をつけることにより衛生的であると思い

ますかに対しては，

回答 服飾 食 物

はい 33 (91. 7) 35 (94.6) 

いいえ 3 ( 8.3) 2 ( 5.4) 

5) もっと衛生的な頭をおおうものが必要と思われ

ますかに対しては，頭を全部おおう帽子がよいが大多

数であるのに無回答は，全く思い浮かばないのが理解

しにくい。

回 答

帽子類

服飾

15 (41. 7) 

食物

17 (45.9) 

三角巾でよい 12 (33. 3) 9 (24. 3) 

無回答 9 (25.0) 11 (29.8) 

てはいけないからという回答が圧倒的で，次の表の通 6)調理実習時における作業衣は実験着を使用して

りである。他には切る作業に邪魔にならないようにが いるが，実験した時のそのままを使用しているかに対

あった。 し次のような結果がでている。

以下，数字は人数を， ( )内は%を示す。

回答 服飾 食物

髪の毛・フケの
28 (77.8) 33 (89.1) 

落下を防ぐため

衛生的・清潔に
6 (16.7) 3 ( 8. 1) 

するため

作業の邪魔にな
ー o( O. 0) 1 ( 2. 8) 

らないように

無回答 2 ( 5.5) o ( 0.0) 

回 答

はし、

いいえ

服飾

10 (38.5) 

26 (61. 5) 

食物

1 ( 2.7) 

36 (97.3) 

7)調理実習時前・後に洗濯を必要と思うかに対し

ては，はっきりとしている。

回答 服飾 食物

はい 35 (97.2) 37 (100.0) 

いいえ 1 ( 2.8) 0 ( 0.0) 
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8)実験着以外だったらどんな作業衣が機能的にも

衛生的にも良いと思いますかに対しては，服飾コース

に割烹着と書いているのが多くみられる。

回答

割烹着

エプロン

実験着

無回答その他

服飾

21 (58.3) 

3 ( 8.3) 

2 ( 5.6) 

10 (27.8) 

食物

13 (35.1) 

2 ( 5.4) 

3 ( 8.1) 

19 (51. 4) 

9)調理実習時におけるおしゃべりの唾がちること

についての聞に対しては，大多数が不衛生と思うのに

対し，楽しく作るという点から気にならないがある。

回答 服飾

不衛生だと思う 29 (80.6) 

髪ほど不衛生で
1 ( 2.8) 

はない

不衛生だとは恩
4 (11. 1) 

わない

食物

33 (89.2) 

2 ( 5.4) 

o ( 0.0) 

無回答・その他 2 ( 5. 5) 2 ( 5. 4) 

10)調理実習時にマスクをすることは望ましい。しか

し，あなたはどう思いますかの質問に対しては 9) の

答と関連して，望ましいと恩うが大多数である。

回答

望ましい

しなくてよい

服飾

25 (69.4) 

9 (25.0) 

食物

31 (83.8) 

6 (16.2) 

無回答・その他 2 ( 5.6) 0 ( 0.0) 

以上で解答の他に髪型を書いて貰ったが，セミロン

グが半数を占め続いてショート，ロングの順となって

いる。

回答

ショート

セミロング

ロング

服飾

9 (25.0) 

19 (52.8) 

8 (22.2) 

V. 考 察

食物

12 (32.5) 

17 (45.9) 

8 (21. 6) 

調査結果から次のように考えられる。 1) に対して

は，調理実習時において作業衣の一つに三角巾ときめ

られているため三角巾を清潔とか衛生的であると思い

込んでいる。

三角巾をつけた姿は気にならないということは，皆

んな同じユニフォームを身につけることに安心感と調

理実習に熱中しているためと考える。

実習時に三角巾を結びなおす学生が少ないことから，

三角巾のつけ方にも工夫をこらしているとみられる。

もっと衛生的な被りものに対しては，帽子類が大変

多いことは望ましいと思う。無回答は，三角巾でよい

のか考えが浮ばないのか，別に頭髪を包む必要性を認

めないのか理解できない点である。

次に清潔とか衛生的という見地から今使用している

作業衣が調理実習だけではないので尋ねたわけである。

1回毎に洗濯するものと思っていたが，答には二つの

コースに有意差はあるにしても 7)の答をみると，調

理実習時には一応衛生的であるべきだという意識が伺

える。

現在使用している作業衣が実験着なので，それ以外

の作業衣を尋ねているのである。そのためか調理実習

時における作業衣は前身頃から脇あるいは体の周囲を

おおうものが考えられている。

衣服の形態とか生活に対する衣服の種類とかについ

て学んでいる服飾コースでは，割烹着と書いているも

のが多くみられた。また食物コースでは実際に使用す

る立場として夏は半袖がよいとか，長袖の袖口は楽に

しぼるとか細部に亘り考えを述べている。

次に唾がちるとかマスクの問題であるが，不衛生と

知りながらも気にならないとか，髪よりも気にならな

いという無神経さに驚かされる。何が衛生的不衛生で

あるのか，はっきりしないのではなかろうか。

そのような考え方であるからマスクも望ましいと知

りながらも，着用するのは厭ということであろう。

髪 l本も出さないような被りものを創作するために

は，近頃の学生の髪型を知ることも条件の一つに入る

ので大切なことである。

そこでショート，セミロング，ロング(ポニーテー

ルを含む)いずれかを書いて貰い更に絵を書き添えて

貰った。全体的にみてショート30%セミロング50%ロ

ング20%となっているo ロングは少ないにしてもセミ

ロングの他にロングの髪が包み込めるような帽子を考

えなければならない。

VI. まとめ

本研究は，調理実習時における被りもの，つまり三
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角巾の代わりになる髪 l本も外に出さないことを条件

に創作する帽子に対して，前もって周知しておかなけ

ればならないことで最終的に調査した結呆を発表とし

た。被りものの形・色・材質とデザインの条件に合わ

せて研究し，試着調査もした上で，より被りやすい耐

洗濯性の材質を選択して，それにともなう縫製方法も

検討しなければならない。

調理実習を清潔に衛生的で被り心地のよい作業用帽

子で髪 1本も出さないで，楽しく作業ができるような

ものに研究をすすめてゆきたいと思っている。
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Summary 

The p町poseofぬispaper is to understand what凶ndof consciousness women's junior college students show 

toward wearing capping. 

Seventy three members of the students are employed in出isinvestigation. This report is about the way of 

we釘泊g“trianglecloth" in cooking practice. 

The results are as follows: 

1) It is加possibleto wrap也前 hairup perfectIy with出 ngleclothes and to keep白eirhair仕omfalling down 

with the clothes. 

2) It is necessary to study from the viewpoint of hygiene about “capping" which can keep even one hair from 

falling down泊 cookingpractice. 




