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八王子市の小中学生と、本学のオープンキャンパスに来場した高校生を対象に、美容と清潔についてのアンケ

ート調査を実施した。その結果、小中学生において、シャンプーや洗顔などの洗浄に関するものは「おしゃれ」

よりも「清潔」と捉えられている一方で、髪や顔以外の部分に使用するものに比べると、比較的おしゃれに近い

ものとして考えていることがわかった。この結果から、八王子市の小中学生に身だしなみを身に付けるための教

育支援について考察した。
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Ⅰ 緒言

１．美容行為

一般的に美容という言葉は、幅広く使用されている。

例えば、美容整形、レーザー美顔などの公的医療保険

適用外の医療行為から、美容室、エステティックサロ

ン、ネイルサロンで行なう行為、さらには、日常的に

行なうメイクアップや洗顔、洗髪のように、自分自身

で簡単に行なうことができる行為まで様々なものが

ある。日本語における美容とは、「人を美しくするこ

と」全般を示し、そのための手法は問われない。この

ような広義に人を美しくする言葉は、英語をはじめと

する他の言語では、ほとんどみることができない。

しかし、美容師法による「美容」とは一般的な「美

容」という言葉よりその定義される範囲は狭い。また、

美容師は医療行為を伴わない美容行為の大部分をそ

の職域とすることができ、その中でも美容室は代表的

な職場である。

時代と共に変化する「装飾的な美しさ」は本来の健

全な美しさの上で成り立つものであると考える。そし

て、美容師とはこの様な「装飾的な美しさ」を生業と

し、接客業であり、技術を提供する仕事である。

接客と技術を必要とする職業は数多くあるが、美容

師や理容師のように、人の体に直接接し、お客様と一

対一で対応する職業は限定される。さらに、心を通わ

せてお客様の求める「美しさ」というものを理解しな

ければ成立しない仕事である。美容師は心身ともに密

接に関わる珍しい職業であり、専門的な技術を除き、

すべての職業に必要なものを包括しているように思

う。このように、職業としての美容を学ぶことは、職

業意識形成ならびに、人と人のつながりを深めていく

ための訓練としてとても良いものであると考えてい

る。美容師は、子供たちにとって全く関心のない職業

ではなく、比較的関心の高い職業であると思われた。

職業としての美容は、法律的に区分され、実施でき

る行為がある程度限定されているが、自らの手で毎日

のように行っている美容行為もある。その一つに化粧

が挙げられる。

身体を清潔にするための石けん、シャンプー、ハン

ドソープ、ボディソープ、また地球環境の変化に伴い

その必要性が急速に高まりつつある紫外線防御のた

めのサンスクリーン剤（日焼け止め）の使用も、化粧

という行為のひとつである。これは、老若男女問わず、

日常生活において欠かせない行為であり、生まれてか

ら死ぬまで化粧を行っているということになる。

２．子供に求められる美容

ところで、「おしゃれ」と「清潔・衛生」の違いは

どこにあるのであろうか。
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広辞苑には、おしゃれとは「見せかけを良くするた

めに服装や化粧に気を配って実を飾ること」とある。

一方、清潔とは、「汚れがなくきれいで衛生的である

こと」、衛生とは、「人の健康を保持し、増進すること」

とある。基本的に「おしゃれ」は、外見を美しくする

ためだけにヘアースタイルやメイクアップを施すこ

とであるが、そもそもの皮膚や毛髪が汚れている場合

や、ダメージを受けた状態では、十分に外見の美しさ

を演出することができない。一方、「清潔・衛生」は、

健康の保持、疾患の予防・治療などを通じて体の内面

を美しくすることであるが、寝癖があったり、髪がボ

サボサだったり、衣類が乱れていたりすると、外見的

に衛生的には見えない。すなわち、「おしゃれ」と「清

潔・衛生」は切っても切れない密接な関係にある。

筆者らは、八王子市やその外郭団体が主催する児童

館・子供シティーや学園天国において、児童や生徒の

美容やおしゃれへの関心が強いと感じた。その一方で、

ネイルのカラーリングやネイルアートというような

美容を楽しむ前に、清潔・衛生というものが必要であ

ると感じた。

現在小学校や中学校、高等学校で、このＴＰＯに基

づく「おしゃれ」のあり方についての様々な教育は家

庭科などの教科において行なわれているようである。

しかしながら、これは服装やマナーに関することが中

心であり、ヘアースタイルや美容のための「清潔・衛

生」ではない。ヘアースタイルのあり方や美容のため

の「清潔・衛生」を小学校、中学校や高等学校におい

ても、教育すべきであると考えている。

３．本提案の目的

本研究提案では、まずは美容の面からこの「質」を

体感し、将来の八王子を支える人々に、「清潔が美容

の基本であること」と「仕事感」を知ってもらう機会

を提案したい。美容での「質」を考えると、「本当の

美しさ」がまず始めに問われるところである。本当の

美しさは飾りたてることから始まるのではない。もち

ろん時代を生きる上での装飾性も大切であるが、これ

は健全な美しさの上に付加されるものであるべきだ

と考える。子供たちには、美しさの基本となる清潔と

衛生、すなわち「身だしなみ」を身に付けることの支

援を行ないたいと考えている。

Ⅱ 研究方法

１．アンケート項目と実施方法

（１）高校生への調査

本学のオープンキャンパスに来場した高校生（1 年

生、2 年生、3 年生）を対象に、アンケート用紙を配

布し、記入後に回収した。調査対象者は、127 名（男

性 11名、女性 116 名）で、調査は 2007 年 9 月に実施

した。調査項目は「美容師はどのような職業人に見え

るか」「美容師という仕事をしてみたいか」等、美容

と職業意識に関する項目が 8 項目。「『清潔』『おしゃ

れ』『健康』の為に使用すると思われるものはそれぞ

れ何か（選択式）」やドライヤーの使用について等、

美容に関する項目が 19項目（参考資料参照）。毛髪色

やファッションに関する項目（本課題とは別途実施し

たアンケート項目）が 13 項目。計 40 項目とした。

（２）中学生への調査

本学近隣の中学校 1校の 2年生および 3年生を対象

に、アンケート用紙の配布と回収を中学校教員に依頼

し、記入後に回収した。調査対象者は、155 名（男性

86 名、女性 69 名）で、調査は 2007 年 10 月に実施し

た。調査項目は「美容師はどのような職業人に見える

か」「美容師という仕事をしてみたいか」等、美容と

職業意識に関する項目が 8 項目。「『清潔』『おしゃれ』

『健康』の為に使用すると思われるものはそれぞれ何

か（選択式）」やドライヤーの使用について等、美容

に関する項目が 19 項目。毛髪色やファッションに関

する項目（本課題とは別途実施したアンケート項目）

が 11 項目。計 38 項目とした。

（３）小学生への調査

本学近隣の小学校 1校の 5年生および 6年生を対象

に、アンケート用紙の配布を小学校教員に依頼し、記

入後に回収した。調査対象者は、172 名（男性 107 名、

女性 65 名）で、調査は 2007 年 10 月に実施した。調

査項目は「美容師の仕事をみてどのように感じるか

（選択式）」「美容師という仕事をやってみたいか（選

択式）」等、美容と職業意識に関する項目が 4項目。「シ

ャンプーの回数や、シャンプーの目的は何か（選択式）

等、美容に関する項目が 3 項目。毛髪色、髪型に関す

る項目（本課題とは別途実施したアンケート項目）が



山野研究紀要 第 18 号 2010 44

2 項目。計 9 項目とした。

Ⅲ 研究結果

１．美容用品の使用目的

シャンプー・ヘアリンス・ヘアコンディショナー・

整髪剤・顔を洗う石鹸・洗顔フォーム・ボディーシャ

ンプー・身体を洗う石鹸・ドライヤーの 9項目につい

て、どの様な目的で使われていると思うか質問した。

その結果は、図-1 から図-4 に示した。

清潔のために使用するものとして、シャンプーは中

高生共に 95％以上、洗顔フォームは 80％以上と、基

本的に「洗浄」に使用するものが多かった(図-1)。一

方、中学生では、コンディショナーやリンスも半数以

上が清潔のために使用すると回答し、コンディショナ

ーやリンスはシャンプーの延長で使用するものであ

り洗浄の一連の作業として捉えられている傾向が強

いようである。

おしゃれのために使用するものは、高校生、中学生

共に、整髪料とドライヤーが 60％以上を占めた(図-2)。

清潔が「洗浄」のイメージが強いものであるのに対し、

こちらは形をつくるものが中心であった。

健康のために使用するものとしては、シャンプー、

ボディーシャンプー、洗顔フォームを選択する人が多

く、清潔にすることが健康に繋がるという意識を、多

くの高校生、中学生が共通して持っていることがわか

った(図-3)。

気分転換のために使用するものは、整髪料が多数を

占め、生徒にとって、整髪料を使用していつもと違う

髪形にすることが気分転換になると考えられる(図

-4)。

２．美容用品の購入と使用頻度

各種美容用品の購入と使用頻度についての調査結

果は、図-5 から図-8 にまとめて示した。

中学生は自分の意思で決めるのは 39.6％であり、残

りの 60.3％は家にあるものを使うと答えているのに

対して、高校生の 73.4％が自分の意思で使用するシャ

ンプー剤を決めている（図-5）。これは、年齢が上が

り、美容に対する関心が大きくなることや、高校生に

なるとアルバイトをして、自分でシャンプーを買うこ

とも出来ることも一因と考えられる。また、周りにそ

のような友達が増えることで、「このシャンプーが良

い」などという情報が増えることも推察される。ヘア

リンスの選び方についても、シャンプーと同様の理由

で、高校生の 73.6％が自分の意思で決め、中学生は

52.3％が家にあるものという結果になったと思われ

る（図-6）。

洗髪の頻度に関しては、小学生、中学生、高校生の

いずれも1日に1回以上が70％以上を占めた。しかし、

中学生おいては週に 1 回という回答もあった。適切な

洗髪の頻度は、体質や生活環境によって様々だが、「顔

面や頭皮では皮脂腺が他の身体の部位と比べると5倍

～10倍多い。頭皮は毛が生えている分だけ顔面より汚

れの量も多い。顔を毎日洗うように、少なくとも 1 日

1 回は必ず洗う必要がある。」
1)
という意見もある。シ

ャンプーのしすぎは、かえって毛髪を傷めてしまうの

ではないかという疑問を抱くかもしれないが、ポピュ

ラーサイエンス ヘアケアの科学
2)
によれば、「髪の

毛の損傷は、髪の長さ、パーマ、カラーの影響が大き

く、シャンプーの影響は非常に小さい。洗髪頻度が高

くなっても髪の毛が細くなることはなく、かえって洗

髪頻度の低い人の方が傷んでいた。」とある。特に、

新陳代謝の活発な児童に関しては、1 日 1 回は必ず洗

髪をすることが必要であると考えられるが、年齢の低

下とともに、洗髪回数の少ない人の割合が増える傾向

が見られた。

なお、全国の保育園、幼稚園、小学校などで、アタ

マジラミの感染者が増えているという報告もある
３ )

。

このような害虫の駆除を行うことは美容の範囲では

ない。また、通常のシャンプーにより駆除できるもの

でもない。しかしながら、日常的にシャンプーやスタ

イリング剤などにより髪の手入れを行うことで、アタ

マジラミに限らず、自分自身の毛髪や頭皮の異常にも

気づきやすくなると思われる。

これらのことを総合して考えると、1 日に 1 回はシ

ャンプーを用いて洗髪するという習慣を身に付けて

いくことは必要なことであると考えられる。しかしな

がら、風邪やインフルエンザなどの感染症予防のため

に指導される手洗いの方法のように、学校でシャンプ

ーのやり方を指導されることは、ほとんどないと思わ

れる。上述のように、毎日の洗髪で毛髪を傷めること
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は基本的にはほとんどないと思われるが、洗髪の方法

を間違えると、著しいダメージを毛髪と頭皮に与える

ことになる。正しいシャンプーの方法についての指導

は必要であろう。

スタイリング剤の使用については、高校生の 85.6％、

中学生の 43.5％が自分の意思で決めている(図-7)。ま

た、中学生では、スタイリング剤を使わないが 37.7％

であった。高校生になると使用率が上がることがわか

る。また、ドライヤーに関しては、共に家にあるもの

を使うが多数を占めており、シャンプー、リンス、ス

タイリング剤を自分の意思で決めている多くの高校

生も、ドライヤーに関しては、自分の意志で決めてい

る人は少ない(図-8)。また、23.4％の中学生は使用し

ないと回答した。

先に示した結果に見られるように、スタイリング剤

やドライヤーの主な使用目的は「おしゃれ」のためで

ある。そして、特に自分自身の体に直接的に散布また

は塗布するスタイリング剤については好みがあるた

めに、自分で選ぶ高校生が多いものと思われる。一方

で、中学生での使用率が少ない理由としては、男子生

徒の髪型（短髪で不要）や校則による部分が大きいも

のと思われるが、シャンプーなどと同じく、金銭的な

部分も関与している可能性もある。

スタイリング剤やドライヤーは、寝癖などの基本的

な身だしなみ（清潔感）の上でも必要なものであり、

必ずしも「おしゃれ」のためだけにあるものではない。

また、どのようなヘアースタイルまでが「おしゃれ」

であり、どのようなスタイルまでが清潔感を演出する

ものであるかの明確な区別は難しい。教育の一部とし

てのスタイリング剤やドライヤーの使い方を指導す

る場合には、「身だしなみを整える」ということを意

図-1 清潔のために使用するもの（％）
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図-2 オシャレのために使用するもの（％）
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図-3 健康のために使用するもの（％）
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図-4 気分転換のために使用するもの（％）
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識して行なう必要があると思った。

ドライヤーの使用については、高校生は朝と夜に使

用する人が半数以上であり、中学生は夜のみが 48.3％

となった。これは、高校生になると朝のヘアスタイリ

ングもしくは朝にシャンプーする人が多いのに対し

て、中学生では、主に髪の毛を乾かすためにドライヤ

ーが使用されていることがわかる。高校生はおしゃれ

への意識向上とともに、通学距離が中学生時代よりも

長くなり、電車通学等で他人の目が気になるというこ

とも要因のひとつであると考えている。

そのことを示すようにドライヤーの使用時間につ

いては、おしゃれを重視すると思われる高校生は 5～

15 分が 59.3％で、乾燥を重視している中学生は 5 分

以内が 55.6％であった。髪の長さや量なども関係して

くるが、高校生の方がドライヤーに時間をかけている

ことがわかる。また、朝、ヘアースタイルにかける時

間については、高校生は 5～15 分が 40.8％で、30 分

以上が 4.8％であったのに対して、中学生は、5 分以

内が 55.6％。30 分以上は 0.8％であった。なお、自分

一人でヘアスタイリングをする人が、共に 85％以上。

家族に手伝ってもらうという人は少なかった。

また、ヘアースタイルに不満を抱いている人は、中

学生では 10.0％、高校生では 27.2％であった。一方、

満足しているは、中学生 18.6％、高校生は 16.0％。

これらの結果を見る限り、自分自身の髪・髪型に、何

かしら不満や悩みを抱えている人が多いと感じた。こ

のような不満が自らのヘアースタイル作りに対する

ものなのか、美容師の作りあげるヘアースタイルに不

満があるのか明らかではないが、美容師とのコミュニ

ケーション不足か、ヘアースタイルの作り方を知らな

いことに起因するものであり、美容というものをしっ

かりと考える場を作ることが大切であると感じた。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

シャンぷー 自分の意志で選ぶ シャンぷー 家にあるものを使う

シャンぷー 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

３．ヘア以外に使用する化粧品について

(１)スキンケアとメイクアップ

スキンケアに関する基礎化粧品をはじめとする

様々な化粧品の使用については、高校生は洗顔フォー

ムについては自分で選ぶが、ボディーシャンプーは家

にあるものを使うようである(図-9、10)。同じ洗浄に

使用する化粧品であるが、顔に使用するものと身体に

使用するものということで、意識の違いがあるようで

ある。中学生は、洗顔フォーム、ボディーシャンプー

共に家のあるものを使うが多数であった。

化粧水の使用については、中学生は 50％が使わない、

毎日使用するが 25.6％であり、高校生は 77.8％が毎

日使用するという結果が得られた。年齢の違いもある

ことが一因であると思われるが、これは、メイクアッ

プをする割合も関係していると考えられる。メイク落

としをすれば、通常の洗顔より乾燥などを引き起こし

やすい。メイクアップを毎日行っていると答えたのは

図-5 シャンプーの購入について

図-6 リンスの購入について

図-7 スタイリング剤の購入について

図-8 ドライヤーの購入について
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中学生の 4.5％、高校生の 33.9％であった。学校にも

メイクアップをして行っているようである。また、中

学生の 15.5％、高校生の 75.6％が買い物などの外出

時には使用していると回答している。学校に行く日と

比較すると、使用率が大幅に増えている。パーティー

などの祝宴などに中学生の 16.8％が使用し、高校生の

77.9％が使用すると回答している。この値は、買い物

に行く際と大きな違いは見られない。高校生になると、

休日にメイクアップする率が大幅にアップしており、

本学のオープンキャンパスでも、メイクアップをした

高校生を多く見かけた。対象の高校生は女性が多かっ

たことも影響すると考えられるが、中学生や高校生向

けの雑誌などにも、メイクアップの仕方やコスメ情報

が沢山載っていることから、メイクアップする率が高

くなっているものと思われる。

(２）紫外線防御

近年、紫外線の悪影響がいろいろと知られるように

なってきた。サンスクリーン剤は、スキンケアとして、

子供のうちから使用することが求められている化粧

品である。そこで、サンスクリーン剤の使用状況に関

する調査を行なった。

散歩などで屋外に出る際に使用する中学生は

14.8％で、高校生は 59.2％であった(図-11)。屋外で

スポーツする際に使用する際に、中学生の 55.6％が使

用しないが、高校生は 72.0％が使用していた(図-12)。

海・プールに行く際にも、中学生は 65.8％が使用する

に留まったが、高校生は 77.8％が使用していた(図

-13)。これらの結果から、中学生の紫外線の影響に対

する意識が低いと感じた。さらに小学生になると、さ

らに使用率は低くなり、日差しの強い日に使用するの

という児童は 19.4％で、海や山で使用する児童も 50%

以下であった。紫外線の人体に与える影響が明らかに

なってきているにも関わらず、おしゃれのために使用

する化粧品類と同様な使用傾向があった。本アンケー

トでは、サンスクリーン剤の使用目的や意義を知るこ

とができなかったが、メイクアップ化粧品などと同じ

位置づけに考えられている可能性がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

Ⅳ 考察

アンケートの結果をみると、シャンプーや洗顔など

の洗浄に関するものは、おしゃれよりも「清潔」のた

めに行なっているものであることが明らかになった。

図-9 洗顔フォームの使用について

図-10 ボディーシャンプーの使用について

図-11 散歩や買い物時に日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない

図-12 屋外でのスポーツに日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない

図-13 海やプールで日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない
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時間経過 実施事項 教員 生徒・児童 注意点

0 分 美容－衛生とお

しゃれの関係

・「美容」につ

いて質問する。

・毎日している

化粧は何か質

問。

・洗顔も化粧と

いうことを知ら

せる。

・おしゃれと清

潔は、とても近

い関係である。

質問を選択方式

にすることによ

り、できるだけ

多くの生徒に発

言の機会を与え

る。

5 分 シャンプー方法 別紙１に沿って

進める。

③〜⑧手を動か

す。

⑪やってみせ

る。

黒板に、手順を

大きく貼る。

③〜⑧手を動か

す。

全員がわかって

いるか、１つ１

つ確認しながら

進める。随時質

問を受け付け

る。洗髪＝頭皮

を洗う

18 分 洗顔方法 別紙２に沿って

進める。

⑤〜⑨手を動か

す

⑤〜⑨手を動か

す。

奇麗な手で、泡

で洗う。

30 分 質問／まとめ いつもと比べて

どうだったか質

問。

シャンプー、洗

顔以外の質問も

受け付ける。

日常生活を見直

してみる。

外見のおしゃれ

の前に、清潔に

することの大切

さに触れてもら

う。

40 分 終了

図－14 小学生に実施する授業の指導案
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その一方で、ボディーシャンプーなど顔や髪以外の部

分に使用するものに比較すると、シャンプーや洗顔フ

ォームなどは、自分で好みのものを選択する割合が多

いことが明らかになった。これらのことから、シャン

プーや洗顔は、清潔に関わるものであるが、比較的お

しゃれというものに近い位置にあるものと考えてい

る児童や生徒が多いものと推察された。

一般的にシャンプーや洗顔の方法については、小学

校や中学校で教わることがない。「美容の底辺を支え

るのは、身だしなみ、すなわち清潔であり、衛生的で

あることである。この身だしなみは、清潔感、そして

美しい立ち振る舞い、明るい笑顔である」。そこで、

清潔のなかでも比較的おしゃれに近く興味を持ちや

すいと思われる、洗顔やシャンプー方法の指導を通し

て、子供たちに、美しさの基本となる「身だしなみ」

を身に付けることの指導が出来ないか考え、小学校、

中学校、高校の授業時間内に、洗顔やシャンプー方法

を指導するための指導計画を作成した。本論文では、

小学生を対象とした洗顔方法の指導案の一部を図－

14 に示した。

小学生には洗顔やシャンプーの必要性から、基本的

な洗顔方法、シャンプー方法を指導したい。中学生、

高校生においては、洗顔やシャンプーの必要性はもち

ろんのこと、整髪料やメイク用品の使用率の上昇に従

い、基本の洗顔、シャンプー方法に加えて、洗顔後シ

ャンプー後のケアやドライヤー等の使用方法の指導

も必要となると考えられる。しかし、これらの指導は

清潔とおしゃれの境界線が明確ではなく、集団生活を

過ごす学校で指導するには、さらに詳細な調査・検討

や打合せが必要であると考えている。

また、清潔について伝えるために、数人の生徒の手

の菌、頭の菌を採取し、培養しておいて見せたり、頭

皮のスコープによる画像を見せるのも良いと考える。

頭皮の汚れを知ってもらった上で、ブラッシングとシ

ャンプーを組み合わせ、的確なシャンプーの仕方を知

ることも効果的であると思われるが、事前準備などが

必要になることと、多少の機材などが必要になること

から、今回の指導案には掲載を省略した。

また、日焼け止めの使用に関する指導は、その塗り

方などは全身を対象とするものであり、全身にきれい

に塗る方法をどのようにして良いのか、筆者らもわか

らない点があることから、その指導案などの掲載は省

略した。これらの点については、その重要性から、今

後も継続的に検討を続けていきたい。
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