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宮城学院女子大学国際文化学科 

2013 年国内実習（京都） 
 

2013 年 9 月 17 日から同 20 日までの 3泊 4日間、京都で国内実習を行いました。当

初の予定では、16日から行うことになっていたが、台風 20号の影響で仙台航空が閉鎖さ

れ、出発が 1日遅れることになったというハップニングがありました。 

参加者は、2 年生 4名に、リピーターの 4年生 2人でした。実習テーマは、学生が各自

自主的に設定し、1 人で取り組んだ人、および友達と組んで調査し、その結果、同じテー

マについてそれぞれにレポート書いた者がいます。  

この報告書には、参加者のレポートをまとめました。実習の成果を示すものとしてお読

みいただければ幸いに存じます。  
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京町家と喫茶店 
国際文化学科 2 年 下舘麻里奈 

 

1.問題設定と調査方法 

 

以前から喫茶店を訪れることが趣味であり、今回、国内実習で喫茶店について

調べようと決めていた。京都の喫茶店を検索してみると、「町家カフェ」という

言葉を見つけた。初めて聞いた「町家」という言葉に関心を持ち、調べてみたる

と、1 つの疑問が生まれた。「なぜ町家を改装し、喫茶店を経営しようと思った

のか」と。町家を訪れたことも見たこともない私は、実際に町家カフェを訪れ、

自分の目で町家を感じたいと思った。 

調査方法は実際に京都の町家カフェへ訪れ、取材や観察をする。今回京都で 3

件の町家カフェさんに取材にご協力いただいた。 

 

2．京町家 

 

商人、職人など町人が住み業を営むための建物を町家という。京町家とは、主

に京都の職住一体型の住居形式である。京町家の最大の特長は、間口が狭く、奥

の深い構造である「うなぎの寝床」だ。江戸時代に間口の長さによって税金が課

せられたという説があり、その説が「うなぎの寝床」に関係していると言われて

いる。 

京町家に住む所有者の多くは高齢者である。高齢者(６５歳以上)だけの世帯

は３５％を超え、子供たちは別の場所に移り住んでいることが多い。そのため、

相続が発生した際に、次世代に現状のまま引き渡すことができるかが課題とな

っている。所有者の３６％が「できる限り残したい」との思いを持つ一方で、相

続税の負担や維持改修費用などの問題点を懸念する声も多い。京町家は屋内の

保温性に乏しく、防火性や耐震性に劣るため建築基準法の基準を満たしづらい

うえに、同様式での建て替えが困難であることなどから、毎年およそ２％（1000

軒程度）の割合で失われている。 
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3．町家カフェでの調査 

 

ＥＮＧＡＷＡｃａｆｅさん 

 

 

和風になりすぎないようにモダンなインテリアを取り入れており、喫茶店という空間にしてい

る。 
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Ｑ．なぜ町家を改装し、喫茶店を経営しようと思ったのですか 

Ａ．京都らしい雰囲気を出したかったから 

 

Ｑ．町家の管理で気を付けていることはありますか 

Ａ．町家は夏は暑く、冬は寒いため、夏は庭から風を通すようにしている 

町家を大改造したが、基礎(柱など)残した。町家は傾くが、床下が隣と繋が

っているため、直すと隣が傾いてしまう。 

 

Ｑ．町家の魅力は何ですか 

Ａ．昔っぽい構造 

昔の人のいろいろな知識が詰まっている。 

 

Ｑ．オーナーさんにとって町家とはどのようなものですか 

Ａ．住居であり、職場である 

生活の一部 

ことばのはおとさん 
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内装も畳を使用し、より町家らしさを演出している。喫茶店というよりは家のような雰囲気。 

 

Ｑ．なぜ町家を改装し、喫茶店を経営しようと思ったのですか 

Ａ．カフェ巡りが好きで、カフェ独特の空間が心地よいと感じていた。京都生ま

れ京都育ちで古いものも好きで、町家カフェに行ったとき魅力を感じた。町

家カフェに出会い、通い、心地が良くていい空間だと思い、自分もやりたい

と思った。その時ここ(町家)を見つけてカフェをやろうと思った。 

 

Ｑ．町家の管理で気を付けていることはありますか 

Ａ．築１５０年(カフェは１０年くらい) 

カフェとしてオープンする際、お店っぽくしたくないと思った。畳や障子な

ど修理を必要最低限に抑えて、町家を生かした。 

 

Ｑ．町家の魅力は何ですか 

Ａ．独特の空気感 

自然(土、紙、木など)の空間にいると自分自身が落ち着く。 

夏は暑く冬は寒いというところも魅力。２階に住んでいると四季を感じる。 

 

Ｑ．オーナーさんにとって町家とはどのようなものですか 

Ａ．町家との出会いで人生が変わった。 
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重要な存在。京都で町家が減っていることに対し、食い止めたい、末永く使

いたいと思っている。 

 

ダバダバさん 

 

 
和と洋が融合した内装。こちらも家のような懐かしい雰囲気。 

 

Ｑ．なぜ町家を改装し、喫茶店を経営しようと思ったのですか 

Ａ．良いものを生かしたいと思ったから 
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Ｑ．町家の管理で気を付けていることはありますか 

Ａ．元から綺麗な状態だったため、出来るだけ元の状態を生かす。 

修理は水周りや台所の床をはがしただけ。 

 

 

Ｑ．町家の魅力は何ですか 

Ａ．落ち着く。家のようにのんびり出来る 

 

 

Ｑ．オーナーさんにとって町家とはどのようなものですか 

Ａ．心を緩めてゆったり出来る空間 

日常の延長だけどゆったり出来る。非日常と日常の間 

 

お忙しいようでお話は聞けなかったものの、他に３件の町家カフェさんを訪れ、

雰囲気や空間を楽しんできました。 

 

ｃａｆｅ１００１さん 

 

外装は町家だが、内装が現代的な要素が入っている。 
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樹々丸さん 

 
内装にフローリングを使用しており、喫茶店らしい内装。 

 

ｏｍｏｃａｆｅさん 

 

町家をおしゃれな内装に改装。モダンな雰囲気。 

 

４．まとめ 

 

今回京都で実際に町家カフェを訪れ、同じ「町家」でも一軒一軒雰囲気や見た

目が異なるということに気付いた。写真を見てわかりますように、元々の町家を

生かし、内装にちゃぶ台や障子などの昔ながらの家具を揃えたカフェや和風だ

がモダンになるよう家具を揃えたカフェなど、一軒一軒こだわりを持っていた。

また、今回訪れた６軒の町家カフェ中５軒のカフェの構造に「うなぎの寝床」「坪

庭」が共通していることが分かった。坪庭とは、塀や垣根で囲まれたあまり大き

くない中庭的なもので、建物の内部に光や風を採り入れるために作られるもの
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だ。取材にご協力いただいた３名のオーナー様全員が「町家は夏は暑く、冬は寒

い」とおっしゃっていた。坪庭があることによって、夏の暑さが軽減されるとい

う昔の人が考えた知恵を今も使用しているのだ。 

さて、最初に述べた「なぜ町家を改装し、喫茶店を経営しようと思ったのか」

を改めて考えてみよう。夏は暑く冬は寒い町家を改装して、喫茶店を経営しよう

と思った理由は何か。実際に京都の町家カフェを訪れる前は、町家が年々減少し

ているため、少しでも多くの人に町家を知ってもらうために喫茶店を経営した

のだと思っていた。しかし、実際に町家独特の雰囲気を感じ、オーナーさんに話

を聞いていくうちに、こう思うようになった。お客様に、喫茶店としてではなく、

まるで自分の家にいるかのような独特の懐かしさや親しみやすい空間を寛ぎ、

楽しんでいただきたいのだと。私も今回６軒の町家カフェを訪れたが、それぞれ

すべてのカフェでおばあちゃん家にいるような懐かしい雰囲気を感じ、取材の

最中もあまり緊張することなくリラックスしてお話を聞くことが出来た。初め

て「町家」という言葉を聞いたときは、お堅くカチッとした雰囲気の建物なのだ

と思っていたが、心が安らぐ温かみのある建物だと知った。町家にいると自然と

心が落ち着くためか、オーナーさんも優しく暖かい方々ばかりだった。町家の減

少を少しでも防ぐために、多くの方に町家を知っていただきたいと強く思った。

喫茶店という親しみやすい空間と町家という懐かしい空間が融合した町家カフ

ェに触れることによって町家の魅力をより多くの人に広めたい。 

今回、京都実習事前準備調査という形で仙台にある２件の喫茶店にご協力い

ただいた。、喫茶店経営のお話や喫茶店の魅力など大変ためになるお話を聞くこ

とが出来た。ご協力いただいた、「太郎茶屋鎌倉さん」「ａｎｎｅｙｕａｎｄｌｉ

ｌｙさん」お忙しい中本当にありがとうございました。 

そして、京都実習で取材にご協力いただいた「ＥＮＧＡＷＡｃａｆｅさん」「こ

とばのはおとさん」「ダバダバさん」お忙しい中本当にありがとうございました。 

 

 

 

参考文献のＵＲＬ 

・http://www.engawa-cafe.com/ 

・http://www.kotobanohaoto.net/contents/ 

・http://dabadaba.jp/cafe/ 

・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E7%94%BA%E5%AE%B6 

・http://www.kyomachiya.net/ 
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「京都におけるパワースポットの位置づけについて」 

国際文化学科 2 年 川名理玖 

 

１．問題設定と調査方法 

近年、どこの旅行雑誌や旅行プランでも注目されている、パワースポット。全国各地

の様々な寺社などにあり、観光客の魅力的な人気観光スポットとされる。そのパワース

ポットは、一体どのようなものがパワースポットとされ、どのような人々に需要がある

のか。京都へ観光に訪れる際、主な観光名所として挙がるのは、金閣寺や清水寺といっ

た寺社巡りや、季節の祭り行事、京料理、町家を利用した飲食店、アミューズメントパ

ーク、などといった数多くの観光スポットである。このように、京都には豊富な観光資

源がある中で、パワースポットは京都の観光資源の一つとして捉えられているのか、と

いうことを調べていきたいと思う。私が考える、京都におけるパワースポットというの

は、京都市の観光ホームページを見ても、アクセスランキングが１位であり、非常に注

目されていることが見受けられ、多くの観光客を集客するための重要な観光資源であ

るとわかる。また、今やパワースポットは多くの観光客に注目されているので、無くて

はならないものであり、これからの京都を PR するための大事な観光資源の一つである

と考える。しかし、実際の京都全体におけるパワースポットの位置づけとはどのような

ものなのか。様々な方向からパワースポットのあり方とはどういうものなのかという

ことを調べていきたいと思う。 

 調査方法は、京都の観光戦略について、パワースポットとの関連を文献で調査を行っ

た。現地調査では、実際にパワースポットは京都の観光戦略の一つになるのか、という

点を京都市役所の観光産業課の方に直接、インタビューをさせて頂き、また、観光客が

どのような目的でパワースポットに訪れるのかという点を、街頭で観光客の方々に聞

き取り調査を行わせて頂いた。 

 

２．文献調査と現地調査 

 

２－１．パワースポットとはなにか。 

 パワースポットは古くから信仰のある神社など歴史が多く存在している場所にある。

生命や活動の源になるパワーが集中している場所のことであり、運気が上昇し、精神・

身体に力を与えてくれる場所である。パワースポットは、全国各地の様々な場所にあり、

様々なご利益があるとされている。近年では商売繁盛や、恋愛成就、縁結びなど、自分

がご利益を受けたいと思うパワースポットへいき、おみくじや参拝などを行い、運を上

昇させるパワースポット巡りの観光がブームとなっている。 
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２－２．文献調査 

 近年、ブームとなっているパワースポットの存在は、京都の観光資源の中で、どのよ

うな役割を担っているのか。文献調査では、パワースポットが京都の観光戦略の中に含

まれているのかを調べた。しかし、社寺を巡る観光や、世界遺産等のテーマ型観光は記

載されているが、肝心のパワースポットについては、「パワースポット」という言葉が

出てこない。この時点では、パワースポットというものを個別に挙げるのではなく、寺

社観光の中に含まれているのではないかと考えた。文献調査では、パワースポットが観

光資源の一つとして重要視されていないように見受けられた。 

文献調査で得たことは、京都の観光戦略では、「見るだけ」の観光から、「体験・参加・

交流型」による観光客の充足が重要だとされるようになってきており、参加型観光を重

視しているということだ。また、観光客が観光資源に触れるハンズ・オン効果によって、

感覚で体験でき、満足度をより高めさせることができるとされる。パワースポットでは、

ご利益を受けるための参拝などの動作が必要となり、パワースポットも参加型観光の

一つであると考える。京都の観光戦略は、他の観光地では絶対に体験できない五感の質

的な差別化対策を観光戦略の重要な柱として据えており、観光客は安心で、違和感の無

い非日常的な体験を堪能・満喫できることを期待して入洛してくるという。このことか

らも、パワースポットでは心身共に運気を高められる場所とされているので非日常体

験の一つとして、観光客はパワースポットに行きたいという理由に繋がると考える。 

 

２－３．現地調査・聞き取り調査 

 現地調査では、文献で調査出来なかった、京都にとってのパワースポットはどのよう

な役割を果たしているのか、また、観光資源になるのか、という疑問を京都市役所で観

光産業担当の方にお話を伺うことが出来た。そもそもパワースポットはブームを起こ

しやすいとされ、どの時代でも可能性のある観光資源の一つとして捉えることが出来

るとされ、観光戦略に繋がるとされる。しかし、京都全体には、観光資源は豊富にあり、

パワースポットはその中の一つとされ、パワースポットが観光資源の一つとして、個別

に取り挙げられるということは無いとのことであった。他にも、パワースポットに訪れ

る観光客の特徴として特に多いのは、修学旅行生や女性観光客である。実際に私自身、

地主神社や八坂神社へ訪れた際、修学旅行生や女性観光客の姿が多く目についた。地主

神社や八坂神社には、えんむすびの神や美人の神がお祀りされているとされ、そのご利

益を求め訪れていると考える。パワースポットは体験する観光とされるため、一度訪れ

るだけではなく、二度、三度訪れたくなるような、リピーターの観光客を増やすことが

出来る。 

 パワースポットは誰が決めるのか、という問いには、誰でもパワースポットを決める

ことが出来るという。雑誌やメデイア等でのパワースポット情報や、SNS 情報等によ
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り、誰かが訪れた地で、何かご利益があった時には、その情報が様々な経由で多くの人

に広まり、その地がパワースポットとなることがある。 

 聞き取り調査では、パワースポットに訪れた観光客の方々に、パワースポットに来た

目的とパワースポットについてどう思うか、という二つの聞き取り調査を行った。パワ

ースポットに訪れる目的は、やはりパワースポットでのご利益を受けたいということ

や、心を清らかにしたい、願い事を叶えてほしいという意見が挙がった。中には、パワ

ースポットに行く前に、そのパワースポットのことを詳しく調べ、慣れた様子で参拝し

ている方も見受けられた。事前にそのパワースポットの情報を調べるということは、パ

ワースポットを目的に来られた観光客であることがわかる。寺社巡りの観光客の目的

の中に、パワースポットがその一つになるということがある。また、パワースポットに

ついてどう思うかという質問に対しては、パワースポットに行っただけでなにか効き

目がありそう、ついお賽銭を入れたくなってしまう、元気になる、観光の時にしかこう

いう場所に行かないので、新鮮な気持ちになる、という意見が挙がった。観光客にとっ

てパワースポットというものは普段なかなか訪れない場所だからこそ新鮮味があり、

心を清めることが出来る、特別な場所であるように思われる。そのような気持ちに伴っ

て、パワースポットに訪れる人々が多いのだと考えられる。 

  

３.結論 

今回、京都におけるパワースポットの位置づけとはどういうものか、というテーマで、

文献調査、聞き取り調査を行ってきた。私が考える、京都におけるパワースポットという

のは、これからの京都を PR するための重要な観光資源の一つであり、京都の観光戦略の

中では非常に重要な存在であると考えていた。しかし京都で実際に現地調査、聞き取り調

査を行い、京都市産業観光局の方にお話を伺うと、パワースポットは近年注目視され、観

光客にも人気の観光スポットではあるが、京都の観光資源として具体的に個別てきに取

挙げられるということは無いということであった。しかし、聞き取り調査ではパワースポ

ット巡りをしたいという観光客や、事前にパワースポットのご利益などを調べてくる観

光客もいるということから、観光客の方々が向ける、パワースポットに対しての眼差しは

非常に強いものであるとわかる。現在、パワースポットは数多くある観光資源の一つとし

て捉えられているが、どの時代でもブームを起こしやすく、どの世代の方も参加型観光と

して楽しめるという利点がある。よって、パワースポットはこれからの京都の観光産業を

担う重要な観光資源という位置づけであると考える。 

 

４.参考文献、調査協力 

 

  ・参考文献 

「おこしやすの観光戦略」編著：山上徹 2001 年 7 月 株式会社 法律文化社 
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「観光の京都論」    編著：山上徹 2002 年 3 月 株式会社 学文社 

「旅人の本音」     著者：旅の販売研究所（安田亘宏、川口賢次、相田正己） 

            2009 年 1 月 株式会社 彩流社 

 ・WEB ページ 

 「京都観光 Navi」URL:http://kanko.city/kyoto.lg.jp/feature/kyo_powerspot_11.php 

 

・調査協力 

京都市産業観光局 MICE 推進室 担当者様 

ご多忙の中、取材に快く応じてくださりありがとうございました。この場を借りて、心

より御礼申し上げます。 

 

 

 

  

http://kanko.city/kyoto.lg.jp/feature/kyo_powerspot_11.php
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 「舞子の化粧にみる伝統の中の個性」 

国際文化学科 2年 芳賀さなえ 

 

 

・はじめに 

  私たちは普段自分の好きなように「化粧」をして生活をしている。その「化粧の仕方」というものは

時代とともに変容してきた。現代、「化粧」は自己を表現するための大きな手段の一つとなっている。

アイラインの書き方や眉のアーチ、また、二重瞼にしたり、つけまつげをつけたりと人々は様々な方法

で自由に自分自身の「美」を追求し、自分にしかない「個性」を表現している。それほど今の世の中が

自由に自己表現をし、個性を出すことができる社会になっている。また、人々は個性を出すことで自

分自身を保ち、自分の存在を確かめているのかもしれない。そのような中、今日、私たちと同じくらい

または、年下の少女たちが「花街」という優美で魅惑的ではあるが、それと同時に、厳しいしきたりや伝

統がある世界の中で「舞子」として生きている。この世界で生きるということは、自由や自分自身の個

性の出し方が制限されるということだ。果たして、彼女たちは皆が同じような格好、そして「化粧」をす

る中で、自分らしさというものを表現できるのだろうか。彼女たちは伝統ある形式を長く受け継いできた

世界の中で、一体どのようにして自分にしかない個性を表現しているのだろうか。そこで私は、舞子が

決められた伝統ある「化粧」の中でどのように自分を表現しているのかを調べたいと思った。 

 

・調査方法 

 事前の文献調査、現地で祇園甲部歌舞練場及び舞子さんの仕事場であるお茶屋さんを関係者の

方に案内していただいた。また、芸妓・舞子さんの方々にアンケートに答えて頂いた。 

 

第 1章 ～事前学習による文献調査～ 

第 1節 舞子とは何か 

舞子とは、宴席に唄や踊り、三味線などの芸で興を添える仕事をしている女性を舞子または芸妓とい

う。若い女性を舞子といい、一定期間修業を積んだ女性を芸妓と呼び分ける。一定の年数修業を積

んだまた、お酒のお酌をしたり、お座敷遊びや話の相手もしたりする。あでやかな衣装の舞子は花街

の象徴であり、観光客の目も楽しませている。また今日、彼女たちの仕事には、日本の伝統文化を広

く伝えるという側面もあるため、日本の著名人はもちろん、世界各国の VIP を相手にすることもある。

彼女たちは今から約 300 年前、北野天満宮や八坂神社の門前町にあった水茶屋で参拝客にお茶

や団子をふるまった女性が始まりだといわれている。はじめは「茶屋」の名のとおりお茶や団子を出す

だけだったが、次第に茶屋の女性たちが舞や歌を披露するようになり、人が集まるようになった。 

舞子になるには、半年から 1 年の「仕込み」期間で着物の着付けをはじめ、茶道、華道、日本舞

踊、作法などのお稽古事を習うほか、京都弁や京都ならではのしきたりや習慣、伝統ある格式などを

女将さんや姐さん方の手伝いをしながら、日常生活の中で実践的に身に着けていく。その仕込み期
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間経た後、1 か月間の「見習い」としてだらりの帯の半分の長さの「半だらり」の帯を締め、姐さん方と

共に茶屋で修業を積み、置屋の女将、茶屋組合より許しがでれば晴れて、舞子として「お店出し」が

できるのだ。大体の舞子は中学校卒業と同時に置屋にはいる。また、彼女たちにも私たち一般人と同

じように学校があり、そこで彼女たちは舞、鳴物、茶道、三味線などを学び日々、芸を磨いているのだ。 

 

第 2節 舞子の規則 

舞子には厳しいしきたりや規則がある世界の中で自分にしかない「個性」を表現している。ここでは、

その厳しいしきたりや規則にはどのようなものがあるのかを挙げていく。 

最初に、甘味所に行くことはできるが、ファストフード店や流行のカフェなどに行くことはできない。た

だし、甘味所に行くのにも舞子だけでは行ってはならず、芸妓のお姐さんと行くことが条件となっている。

舞子同士でどこかに行くということもできない。また、バスに乗ってはいけなかったり、携帯電話は 1 年

程たたないと持たせてもらえない舞子もいたりと、多くの規則がある。そして、舞子は着物の姿では四

条に行く橋を渡ってはならない。渡れるのは、月に 2 回ある公休日のみだ。しかし、それも仕事でなく

なることもある。忙しい舞子に至っては何ヶ月も休める「休み」はない。部屋も一人部屋がもらえない。

つまり、相当に束縛された生活を 5・6年過ごすという厳しい規則が舞子には多くあるのだ。 

 

第 3節 舞子の化粧で見る色の役割 

「舞子」の大きな特徴である「化粧」。それは、赤、白、黒からなっており、舞子はそれらの色を調節

して化粧をしている。舞子には第 2 節でも述べたように様々な厳しいしきたりや規則がある。このよう

な世界の中、決められた 3色だけであの美しさを表現しているのだ。ここでは、なぜこれらの 3色なの

か、これら 3色にはどのような意味が秘められているのかを紐解いていく。 

a)白粉の「白」 

  「色の白いは七難隠す」というように、色白なら、容貌にたとえ七つの欠点があっても綺麗に見える

と昔から言われている。漆黒の髪と、多彩な着物との中間にある顔の化粧として白が調和しやすく、

着物の色の映りを良くし、生き生きと舞妓の姿を綺麗に浮き立たせて見せている。また、ろうそくの

明かりを灯してお座敷遊びをしていた時代、「かすかな光のもとでも白がパッと映え美しく見えるよう

に」とされたのがはじまりだそうで、その名残が今日まで受け継がれてきたという一説がある。 

 

b)紅、目元、眉の「赤」 

  日本で“赤”という色は昔から、血の色であり、火の色でもあったため恐怖を伴った神秘的な色、つ

まり畏敬の色、魔除けの色であった。また、真っ白な顔に「赤」はとてもよく映える。そしてとても美し

い。「赤」は、宴席に興をそえる舞子とおなじように、真っ白い肌に咲く華のようにアクセントとして役

割を果たしていたのかも知れない。 

 

c)目元の「黒」 

  全ての色を吸収する「黒」は神秘的な雰囲気を感じさせる色だ。舞子歴は目元でもよくわかる。１
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年目の舞子のアイラインは薄くぼかしこんだり、書かなかったりと薄めである。そしてだんだんと年数

が経つにつれて、黒のラインを引くことができる。これは花街のしきたりによって若干異なるが、「お

ぼこさ」をだすためといわれている。 

 

第 2章 ～現地での調査～ 

第 1節 アンケート調査結果 

今回、京都祇園甲部の芸妓さん９名、舞子さん 21 名の方々に「舞子さんの美容法について」のアン

ケートに答えて頂いた。 

a)伝統的な化粧の中での自分の個性の出し方 

 まず、伝統的な化粧はあるかという質問で、ほとんどの芸妓・舞子があると答えた。それを踏まえて、

この、どのような個性の出し方をするのかという質問で多かった答えが、目元の「赤」の入れ方だ。

この「赤」のぼかし方によってその人その人の個性を出しているのだ。ある舞子は、もともとたれ目の

ため赤でもアイライナーでもつり目に書くようにしているが、それだけでは目がキツく見えてしまうため、

チップに赤いパウダーをつけて目じりに足しているのだそうだ。また、目だけではなく、眉毛の赤の濃

さなどでも個性を表現しているという回答もあった。次に多かったのが、「白粉」の塗り方だ。白粉は

舞子の化粧の基盤ともいえる部分だ。これは、ただ塗っているだけではなかったのだ。塗り方によっ

て自分の個性を出していたのだ。白粉の溶き方で「白」の濃さの違いをだしていたり、鼻筋を「白」で

たてていたりと「白粉の濃淡」で個性を出しているということが分かった。最後に多かったのが、眉毛

の書き方と紅の引き方だ。眉毛のちょっとした角度やアーチなどによって個性を出しているという回

答や、口を小さく見えるように書くという回答もいくつかあった。 

 

b)髪を結った休日と結っていない休日で化粧の仕方は変わりますか 

 この質問でも殆どの芸妓・舞子が変わると答えた。髪を結い着物を着た周りの人たちに「舞子」とし

てみられる休日の化粧では、多くの方が紅を濃い「赤」にすると回答した。これは、着物には赤が映え

るからなのだろう。次に、髪も結わず、着物も着ない私たちと同じ普通の少女になった時の休日では、

多くの方が、アイシャドウが派手な色に変わったり、ラメが入っているものを使ったりすると回答した。次

に多かったのが、アイラインの書き方だ。アイラインの書き方が舞子の時よりも細くなるという回答がい

くつかあった。実際に私も舞子体験で舞子の化粧をしたが、アイラインが太く濃かったのは印象的だっ

た。最後に多かったのが、眉の書き方だ。舞子の時はあまりアーチがあってはならない、休日はより現

代的な形になるという回答があった。 

 

第２節 舞子の伝統的な化粧法 

はじめに、鬢付け油を手の温度で適当な柔らかさに溶かしながら、顔、首、胸元、背中と白塗りする

部分の素肌に直接塗っていく。この鬢付け油を均一に塗ることで、おしろいのノリ方が決まってくるそう

だが、これが相当難しいのだそうだ。この鬢付け油で下地を作ったら、ペースト状になっている白粉を

水で適度に溶かしてかから刷毛で塗り重ねる。順番として、まず、首筋から胸にかけて塗り、衿足も合
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わせ鏡で見ながら自分で二本足に塗る。同様に、顔も刷毛で塗り、全体に白粉を塗ったらパフで抑え

て白粉を肌になじませる。衿足は着物姿のチャームポイントになり、衿足が長くすっきりしているのが

美人だとされている。また、白粉のおしろいを施す前に、ピンクのお粉をさっと付けて、奥からほんのり

漂わせている舞子もいる。次に、目元、眉に濃い 「赤」を引く。眉の色と混ざることで、柔らかい雰囲

気を作る。そしてアイラインには、シャープな黒を引き、唇の紅は、ひとまわり小さくかわいく塗る。しか

し、舞子の一年目は下唇しか紅をさすことが許されない。この時期の舞子はアイラインを入れることも

できず、はっきりとした色味を入れる事はできない。これによって舞子は“おぼこさ”というものを出して

いるのだ。それから経験を積み、姐さん舞子になっていくにつれ、眉やアイラインの「赤」を減らし、「黒」

を増やしていくのだ。 

 

・結論 

舞子は趣ある京都の町を美しく彩っている。いままで私は「舞子」は皆が同じ決められた化粧をしな

ければならない職業だと思っていた。私たちは、舞子は白塗りをしていて、目尻が赤く、真っ赤な紅に

小さな唇、というような誰にでもわかる大雑把な情報だけで舞子を理解していると思い込んでいた。し

かし、本当の舞子の化粧にはひとりひとり「個性」というものが存在する。自分自身の顔にあった化粧

があるのだ。「伝統の中にある個性」、それは「決められた伝統的な色の中にある個性」とも言うことが

できよう。色の濃淡、つけ方などで自分にしかない個性を表現することができる。例えば「赤」は、ぼか

してやさしく見せるように使ったり、はっきりするようにキュッと濃い線を引いたりする役割を持っている。

また、「赤」というものは少女の中にあるほんのりとした色気を引き出すことができる。このように、「赤」

一色で様々な表情を見せることができるのだ。そして、「赤」だけではない、「白」にも個性があるのだ。

「赤」の濃淡は私たちにとって想像のしやすいものだが、舞子の顔一面を覆う「白」にも濃淡があること

を知る人は少ないだろう。このように彼女たちは伝統に守られた世界に生きつつも自分の「個性」を表

現していたのだ。さらに、休日になると、あどけない少女の姿に戻る。その時は、私たちと同じように現

代的な化粧を施し、好きな格好をして自由にお洒落を楽しんでいる。彼女たちは現代の世界と、昔か

らの伝統に守られた世界とを行き来しているのだ。このような自由と伝統が混在する日常の中で自分

らしさを大切にして生きている。そのような彼女たちにとって、伝統や厳しいしきたりは「縛り」ではなく、

伝統を引き継ぎ、京に生きる華となるための「夢」への一歩なのである。 

「花街」に生きる「舞子」。私たち一般人にとって非日常的な存在だ。しかし、彼女たちの生活にも

私たちと同じく普通の「少女」としての人間らしさがある。今回その舞妓の片鱗である「化粧」に触れる

ことで彼女たちの美しさの所以を知ることができた。彼女たちの血潮に脈々と息づいている少女性が

溢れ出し、鮮やかに彩られ具現化し、“個性”という形で表れる。その個性が伝統と結びつき、彼女た

ちは独特の優雅さやたおやかさを奏でだすのだ。 

 最後に、この研究のために協力してくださった舞子さん・芸妓さん、O 様、歌舞練場の方々、そして、

その他大勢の方々に心から御礼申し上げます。 
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舞子の化粧 
国際文化学科 2 年  佐々木明莉 

 

現代を生きる私たち。歴史や文化よりも、誰よりも最先端をと考えている若者のほうが多

い時代であろう。女性の社会進出も進んできており、多くの女性たちが社会という戦場で戦

っている。二十歳そこそこで社会に出るわけだが日本では約十五歳の、まだ幼さが残るころ

から戦場に繰り出すひとたちもいる。それが‘舞子’だ。舞子といえば伝統や格式の中で生

き、自由など無いに等しいという印象。中学を卒業したばかりのやんちゃ盛りの女の子たち

は何にひかれて舞子という職業を選ぶのか。仕事内容と私生活ともに謎が多いこの職業の

魅力とはなんなのかを問題としてみた。 

私はこの問題を得るためにいくつかの方法を要した。まず、ライザ・ダルビーの 

｢芸者～ライザと先斗町の女たち～｣を読んでみた。この著書には普段知ることのできない

芸者・舞子の仕事や私生活、しきたりを著者が実際に舞子になって学んだ体験談が記されて

いる。他にもネット収集や関係のある映画で調べたが、この実習での一番の収穫は現地で歌

練場及び舞妓の仕事場である置屋・茶屋を関係者に案内してもらい、実際に舞子になる前の

‘仕込みさん’にも話を聞く機会を頂いたことである。そしてその関係者を通して現役の芸

者・舞子に、女性には欠かせない化粧についてのアンケートに協力してもらった。これらは

今回の実習にあたり、大きな手がかりとなった。 

今回のテーマである芸者・舞子とはどういう職業であるのか。まず、芸者・舞子の修行を

はじめる年齢は１５、１６歳から始める人が多い。舞子になり芸者になるという流れだが、

舞子になる前に‘仕込み’という期間がある。この期間は姉舞子につき、芸の練習や作法など

を学ぶ。休みもほとんど無く自由がきかない。今回、話を聞いた仕込みさんは月に二回ほど

しか休みがなく、休みの日も京都や祇園のことを学ぶようにしているそうだ。このことには

現在の舞子たちが京都出身ではなく他県の出身が多いことが背景にある。 

仕込みの期間が終わると姉舞子から名前の一文字をもらい、いよいよ舞子となる。先輩舞

子から名前の一部をもらっているのでそれぞれの置屋の芸者や舞子たちはみんな共通の文

字が入っているのだ。舞妓はほとんどが二十歳くらいで卒業し芸者となる。これを衿変えと

いう。芸者と舞子の大きな違いはやはり見た目である。舞子時代は‘われしのぶ’という髪

型で赤の丸い、小さいクッションのようなものを前後から見えるようにくいこませる。化粧

は新人舞子のうちは口紅を下唇だけにつけ、決まった期間がすぎると上唇にもつける。着物

は帯をだらりとさげ、幼さを出している。芸者になると舞子のように髪飾りをたくさんつけ

ず、シンプルに大人の女性感を出す。舞子時代は自毛で髪を結うのだが芸者はかつらをつけ

る。この違いの意味は現役の芸者たちもはっきり分かっていないのだが、現在から７０年前

の人までは芸者も自毛で結っていた。 
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日本全体で日本髪の時代が終わったこともありかつらの普及もしてきたことが原因とし

てあげられる。着物は‘おたいこ’という短めの帯に変わり、袖も短くなる。舞子時代に履

いていた‘おこぼ’という履物もぞうりにかわる。 

このように伝統と格式のなかで生きる彼女たちに、果たして自由や個性はあるのか。私た

ちにはほど遠い世界のように感じるが、唯一共通する点がある。それは化粧だ。 

同じ女性として社会に出るときに化粧をすることは当たり前のルールというように考え

るのは芸者・舞子も私たちも同じであろう。厳しい世界で生きる芸者・舞子が個性を出せる

のは化粧方法だと考え、約三十名の芸者・舞子にアンケートを取った。質問内容としては次

のものだ。 

１、伝統的な化粧のなかで自分の個性をどのようにだすか。 

２、仕事の時と休日の化粧の違いについて。 

３、伝統的、または自己流で使っている美容品・美容法は何か。 

 

～芸者～９人の答え 

まずは芸者の解答から。１についてだが９人中５人が同じ答えで、白・黒・赤・ピンクし

か使えないため量を自分の顔に合うようにぼかして使うという答えだった。 

次に２について。９人中７人は目元のアイラインやアイシャドウを少し派手目に使ってい

るようだ。 

最後に３について。これは人それぞれだった。乾燥しないよう、私たちも普段使うような

薬局で売っている美容品を使う人が多々いた。おもしろい美容法として、日本酒を飲むとい

う解答もでた。 

～舞妓～２０人の答え 

次に舞子の解答だ。１についてだが２０人中４人は舞子の特徴である、白塗りについて個

性を出しているようだ。白塗りはその人の顔立ちがはっきりわかるらしく、自分のコンプレ

ックスを隠す為に鼻筋を白で立てたり白粉の水の溶き方で調節しているという。他の舞子

たちは紅やアイラインの入れ方、目元にやわらかさを出すために赤を入れるという回答が

多かった。 

次に２について。全員の回答で共通していたのが、薄めに化粧をするということだ。まだ

１０代ということもあり、隠す部分がないからだと言える。最後に３について。２０人中９

人は特にケアをしていないとのことだ。２０人中５人はアロエや米ぬかなど昔から女性た

ちが使用してきたものを使っているそうだ。他の舞子たちは流行りのボデイショップや薬

局などで売っているものを使うという。 

以上、このアンケートから分かったこととして芸者・舞子は化粧・美容品ともに特別なこ

とをしている人はすくないようだ。 
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全く違う世界と思っていた芸者・舞子だが、実際にアンケートやインタビューをもとに感

じたのは私たちと何も変わりないということだ。もちろん、伝統を大切にする職業なため現

代に生きる私たちのように SNS や友達とショッピングなどの流行りに乗ることは難しいで

あろう。しかし、なぜこのように自由がない職を選んだのかをインタビューをした仕込みさ

んに聞いてみた。彼女は「ただ単に日本文化が好きだから」と答えた。この問題のテーマで

ある芸者・舞子の魅力。私はこの研究をとおしてもわからないままだ。今の自分にとって入

口は見つかったが出口が見つからない程の奥が深い職業といえるであろう。 

最後に、この度の実習でご協力頂いた方々に厚く御礼申しあげます。 

 

 

 


