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観光者を育てる“旅育”への社会科・観光学習の貢献

Contribution to Tourism study in Social study for developing ‘Tabi-iku’

寺　本　　潔* 
Kiyoshi TERAMOTO

1. 筆者が考える「旅育」の定義

　「旅育」という言葉が登場しつつある。その多くは家族で体験旅行を通して親子共、何らかの心身の成

長を期待できるというフレーズで旅行商品に付随して用いられている。筆者は、この言葉を教育用語とし

ても定着させたいと考えている。筆者は旅育を「旅行に関連する様々な学びや空間的な移動を伴う具体的

な旅体験によって自己の価値観や視野が拡がることをねらいとした教育的な行いを指し、旅行そのものが、

心身の成長・発達にとってプラスの作用を及ぼすことを自己や保護者が自覚していることが重要な要件」

と定義したい。

2. 家族旅行の意味

　子ども時代に家族と共に旅行をする行為は、旅行先の体験という共同主観を共有させ、家族の絆を深め

るだけでなく、新鮮な感性を伴いつつ自然や文化、他者と関わる積極性を涵養する。家族旅行は、大半は

家族であるということから、極めてリラックスした雰囲気の中で実施されがちであるが、時として家族間

のトラブルも生じさせる機会にもなりがちである。

　綺麗な風景を家族一緒に眺めた、珍しい体験（例：タイで象に乗った等）が家族のおかげでできた、お

いしい料理を家族で一緒に食べたことなどが印象に残る光景として語られる。このことの意味は、心の中

で感じる質感（クオリア：脳科学者茂木健一郎氏が提唱）につながり、洞察力や情緒の育成、生きる知恵

に結びつくとされる。

3. 社会科教育からの旅育推進の視点

　東洋大学の観光学科で、3年生の学生が東京都文京区の子どもたち（カブスカウト）に行ったハワイ授

業が一昨年あった。振り返ってみると、授業内容にハワイの小学生の生活の様子の紹介（独自の取材を元

にした内容）を取り入れたことで「今度ハワイに行ってみたい」「他の国のことも知りたい」と子どもた

ちの海外への興味を引き出す一歩となったと報告されている。このことは、旅先に関する事前の社会科学

習が知的好奇心を引き出し、旅への興味関心を育てたと言える。

　社会科（地理）教育は幼い頃から、そういった未知の場所への誘いを担当する教育であり、暮らしや自

然、風俗、歴史、料理などの観光資源に関する理解と自己の世界像形成に寄与することができる。しかし、

日本における社会科（地理）教育は先進国のそれに比べると旅育に関係する学習単元もなく、観光さえも

地理の主要なテーマから外れている。小中学校の社会科内容を調べてみても、児童生徒自身の地理的好奇

心を刺激し、視野を世界に拡大させる手法が不十分である。高等学校においては、日本史指導に偏り、世

界史未履修問題も相俟って地理A、地理Bの履修割合が低く、大学生の内向き傾向の一因になっているの

ではないかと推察される。
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　海外の景観写真の読取り、地図を使用した海外までの移動ルート確認、日本との気候や文化の比較、地

図学習を伴った現地理解学習などが社会科（地理）教育の視点から旅育を進めていく上で不可欠である。

 

4. 玉川大学教育学部生８名の家族旅行体験（旅の光景）で記述された

　「海外旅行」の印象と現在まで記憶に残っている理由（2011年10月調査分）

　本学２，３年生84名に対して実施したアンケート調査の中から印象的な事例を８名分抽出した（下線部

は旅行体験談で注目すべき記述）。

・家族でタイに旅行に行って初めて象の背中に父親と一緒に乗った時にあまりの大きさにびっくりして地

面の人たちがとても小さく見えたのが感動した（男子)。

・家族でニューヨークに言って自由の女神を見に行った事が印象に残っています。お兄ちゃんとお姉ちゃ

んと船であそんだり、テロの影響で自由の女神に入れなかったのが残念だったからです（女子)。

・バリ島のリゾートホテルの部屋の印象（天蓋のあるベッド）がとてもよく残っています。日本にはない

光景と海や部屋の美しさが忘れられません（女子)。

・中3の春休みに当時、父が単身赴任していたベトナムのハノイへ家族で行った。道路がバイクに乗車す

る人たちでいっぱいで4人乗りとかを普通にしている現場を生で見たとき（女子)。

・短期でオーストラリアにホームステイをしていた時に、ホストファミリーに「あなたはもう家族の一員

だよ」とドライブ先の海岸で言ってくれてとても嬉しくて泣いたから（男子)。

・初めての海外旅行でゴールドコーストに行った。カートの大きさなど日本のスーパーマーケットと違

いがたくさんありびっくりした。特にケロッグが大きくてびっくりした。朝食用で買ったのですが、3

日、3人で食べても残ってしまって結局父のお土産になってしまいました。オーストラリアに行き異文

化について興味を持ち始めるようになり、よい旅行でした（女子)。

・ケニアの草原でキャンプ。もちろん、ライオン、ハイエナ、シマウマなどがいた。生の体験、異国で

あったため（男子)。

・小学校5年生のときに行ったカナダで見たナイアガラの滝がとても印象的だった。音、景色、水しぶき

がすごく怖かった覚えがある。滝の奥はアメリカ国土だったので日本ではなかなか感じることのできな

い国境を意識することができた（男子)。

　

　海外旅行ならではの感動体験が綴られている。旅行はこのような刺激的で長期記憶に残る体験知を提供

できる機会である。

　ところで、「可愛い子には旅をさせよ」という人生訓は、今日的に新しい意味を付与すべきである。旅

を通してどのような能力や人格、感性の形成につながるのか、が未だ十分には明確ではない。

　また、旅育の課題として担い手の不明確さもあげられる。保護者なのか、学校の教師なのか、旅行会社

なのか、ほかの第三者なのか。大学や高校の観光学科の学生指導を通して是非、旅育の成果を世の中に訴

えていく必要がある。また初等中等教育分野において旅育で育つ子どもの姿を明確化し、何らかの旅育授

業を構築していく必要もある。これについては筆者も尽力していきたい。

5. 筆者が考える観光学習の領域

　現時点で筆者は、下記のような領域を構想している。

A領域：アウトバウンド観光学習（外に旅する場合）

①図上旅行学習
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・地図上における観光ルートの設定学習（距離測定、標高や土地利用の読み取り）

・地図上で滞在希望地を選択する学び（温泉地であるか、旅館やホテルのグレード選び）

・児童生徒による旅行商品の模擬開発学習（パック旅行企画の立案）

・過去の旅行家の流行ルートを追体験する学び（有名な紀行文や探検記の読解）

・スポーツや食、自然、歴史、医療、祭りなど各テーマに応じた旅行地選択学習（スモールツーリズム）

・安全な旅を確保するための注意事項に関する学習（保険や旅行費用の勘案、危険回避力）

②旅先の地理紹介学習

・ある地域の既成の観光ガイドブックを読み解く学び（地理書の通読）

・旅行記・地誌を書く学び（その土地の個性を描写、地理統計の利用）

・外国語を学んで外国の文化や土地を理解する学び（外国事情）

③現地フィールド観光学習

・実際に旅行先に出かけ、距離や移動手段などを工夫し予定した訪問先を見学。また予定していなかった

景観や場所、人との出会いを通して観光地と親和。

・現地において写真撮影や地元の方との会話を楽しむ、産業観光なら工場における資料収集行為。

・現地で地図と景観を照合。地図上でルートを確認。

・予算の範囲内で個性的なお土産を購入。

Ｂ領域：インバウンド観光学習（外から日本にやってくる場合）

①観光ホスピタリティ学習（接遇の学習）

・来日外国人と交流する際の心配りや態度（澤の屋旅館の外国人向けの対処、市民としての外国人にむけ

ての接遇）

・外国人が求める日本文化（お土産）への理解学習（中国人が炊飯器を買い求める姿）

・旅行者をもてなしの心で案内。

②観光業の学習

・旅館、ホテルや旅行代理店、交通機関の従事者、土産物店などの仕事に関する学習。

・各種の観光業が地域の経済成長に貢献している事実を知る。

③観光まちづくり学習

・来訪者によって自分の住む地域の活性化が起きる動き（土産物店や遊戯施設が立地し始め、観光地が有

名になっていく現象）について検証。

・観光まちづくりへの参画（児童生徒ができる範囲内で広報・啓発事業への関与）を通して社会参画。

6. 育成される技能及び関心・態度

　Ａ，Ｂの領域で進められる観光学習を通してどのような学力が育つのであろうか。端的にキーワードで

まとめてみると下記のような要素が考えられる。

・情報収集力　調査、地図・時刻表読解、疑問、識別、設定、聞き取り

・情報の活用　分類、表作成、判別、評価、関係づけ、要約

・対人関係力　指示や手順、共有、自己確認、フェアプレイの精神、役割認識、協力
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・批判的思考　アイデアの創造、結論の導き、データの解釈、批判的分析、予測、推論

・問題解決　価値づけ、代替の選択、吟味された決定、議論の評価

・報告　報告書の作成、口頭での報告、結果の記録、記事や旅行日記の執筆、データの整理、メディアへ

の発表

・関心　未知なる土地への関心、旅行行動への興味

・起業　新しいアイデアや思考の奨励、独立心の涵養、観光業の起業への大望

7. 社会科が軸となり、総合的な学習の時間も合わせて指導できる具体的な単元の構想

　学校教育においては、観光をテーマに扱える教科は社会科である。筆者が考える社会科（一部、総合的

な学習の時間も活用）の単元名及び主な学習内容を列記したい。

単元１　観光の意味と観光客の人とは？

・誰でもが観光客となりうる。

・遠方に旅行することだけが観光客でない。

・観光客にはいかなる国籍、人種、年齢の制限はない。

・観光客には国内観光客、地域観光客、国際観光客の３種がある。

・観光客という用語の意味が分るようになる。

・児童自身を含めて人はどのような場合にどのように観光客になるのかを理解する。

・教室内に地図や旅行パンフ、写真、お土産品、乗り物のおもちゃなどを展示した観光コーナーを作る。

・年齢や人種、国籍の異なる観光客の写真。

・それらの観光客の国の地図。

・児童に「OOを旅する観光客のわたし」と題する作文と絵を書かせる。

・観光とはある目的地から別の目的地に向かう旅行を含む。

・観光とは観光客と地元住民を互いに関連づける活動である。

・観光とは観光客が旅行を計画し始めた時点から、帰宅する時点までのすべてのサービスと活動が含まれる。

・観光関連サービスとは、宿泊施設、交通機関、飲食施設、娯楽施設、通信手段、アトラクションや博物

館にかかわる仕事。

・これらのサービスの内、一つをグループごとに選ばせて選んだサービスごとにそこへの観光活動を三つ

あげさせる。

・教室内の観光コーナーに掲示されているいろいろなサービス産業の写真やサービスを受けている観光客

の写真を基に児童に観光業の仕事の中身を説明させる。

単元２　旅のはじまり

・人類はその歴史の始まりから旅行している。

・人は余暇、仕事、健康、教育のために旅行する。

・旅行会社は旅行を実行する上で重要な役割を果たす。

・有名な旅行家による旅の記録（紀行文）。

・観光のきっかけ、動機（友人を訪問、他の土地の現状を知る、宗教行事、スポーツ、余暇、冒険、仕

事、買い物、医療、避暑・避寒）への理解。

単元３　旅行会社の仕事調べ

・児童に今まで旅行した経験を紹介させる。３つか４つの旅行先を挙げさせて旅の理由を書かせる。その
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旅行で旅行代理店に頼んだことはないか。

・今までに旅行した印象の強い場所の絵を描かせる。

・旅行会社をクラスで訪問し、実際の旅行手配の様子を見学させる。学校に戻り、児童が旅行会社で集め

たものや、観光コーナーにあるものを利用して、旅行者に成りきった級友が訪ねてきてカウンターで問

い合わせや予約を行うような模擬的演習を行わせる。

・旅行代理店の仕事としてお客さんの要望に合った宿の紹介、ルートの設定、費用の説明、キャンセル代

金の発生などを説明できるようにする。

単元４　人はどのような交通を利用して旅行するのか

・児童に異なった交通手段の写真を集めさせる。観光コーナーに集めた写真を展示する。

・空、海、陸に区別していろいろな交通機関を分類させる。

・例えば北海道への旅行を可能とするいろいろな交通手段を理解する。自動車、バス、鉄道、自転車、航

空機、船、ヨット、フェリー。

・時刻表の読み方を習得。

・地図で移動距離を割り出し、持っていく服装を天気を予想して選択。

単元５　観光という仕事の世界

・観光はいろいろな経済効果をもたらすことを理解する。

・観光から発生する税金もあることを知る（空港税、ホテル税、乗船税、カジノ入場税、消費税）。

・雇用の発生を予想する（航空会社、ホテル、レストラン、娯楽施設、間接的には銀行や小売店、ライフ

ライン関連) 。

・観光の振興によって雇用が創出されている地域の事例を知る。

・観光が経済的だけでなく社会的文化的にも市民の生活に影響を与えている事実を知る。

・観光が雇用や経済的、社会的文化的に貢献している事例を写真で集めさせて対話。

・リゾート地で買い物をする観光客になったつもりで３つの買い物をさせる。リストを作成させて消費税

の額を計算させる。政府がどのように税金を徴収するのかを知る。

単元６　環境の保全と観光振興

・日本の天然資源が観光に役立っている事実を知る（温泉、富士山、箱根、日光、沖縄、大雪山）。

・綺麗な環境がいかにリゾート観光に役立つかを知る。

・観光開発によって環境が破壊されていく事実も知る。

・ごみの投棄、魚の乱獲、サンゴの損傷、森林伐採。

・日本の天然資源が写っている写真を集めさせる。自然保護に関係するビデオを見て話し合う。

・東京周辺の観光地の自然を調べさせ、保全に向けての活動を知る。

単元７　東京の魅力（例）

・観光客はいろいろな理由で東京を訪れる。仕事、余暇、医療、買い物、留学など。

・観光客は東京の都市美（渋谷のスクランブル、電飾）や文化（江戸のデザイン)、施設（スカイツ

リー）などに魅せられている。

・観光客はメディアの宣伝や口ｺﾐ、旅行会社の勧めなどに影響を受けて東京に来ている。

・東京を紹介したパンフレットを集めさせ、さらに雑誌や新聞にも載っている東京の広告を収集させ、広

告がどのように観光客に東京行きを決定させたかを調べさせる。
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・東京らしさや日本らしさが味わえる場所や体験の選定。

・東京に旅したくなるようなポスターもしくはコマーシャル（60秒CM）を作らせる。

単元８　ホテルマンになってみよう

・学校にホテルマンOBを呼ぼう！

・ドアマンの姿勢、言葉づかいの観察と模倣。

・ホテルマンの1日の勤務表の理解。

・トラブル時のホテルマンの対応行動。

・旅館の仲居さんの仕事。

単元9　自分も行きたい新しい旅行企画商品をつくる

・国内国外からそれぞれ自分が行きたい１か所を選んでその理由を提示する。

・その理由に基づいて3泊〜６泊程度の旅行商品を開発。

・旅行ルート、行き先の情報、宿の選定、予算の立案。

・企画商品にタイトルを付ける（例：恐竜王国を訪ねる福井の旅) 。

・実際に級友にプレゼンし、魅力をアピール。

・地図や時刻表、写真や土地の情報などを盛り込んだ数枚の旅行パンフレットの作成。

単元10　観光地はどのように形成されるか

・箱根、軽井沢や清里、秋葉原、浅草などの観光地の特性を調べる。

・観光地の魅力の核心を見出す（温泉、風景、メルヘン、アニメ、下町情緒) 。

・リピーターが多い理由をブログや宿くちこみ記事から探す。

・雑誌やチラシ、旅行番組からメディアによるイメージ操作を知る。

・白地図に主な名所と観光施設、店舗を書き込み、観光施設分布図をつくる。観光地化される以前の地図

と比べる。

単元11　観光まちづくりの事例を調べる

・自然環境を生かした県内のまちづくり（地形の魅力、河川や湖、湾の風景、食べ物) 。

・伝統や文化を生かした県内のまちづくり（焼き物、工芸、酒、郷土食、祭り) 。

・歴史を生かした県内のまちづくり（文化財、町並み、史跡) 。

・観光まちづくりに努力している人の働き、工夫、他地域との交流。

・県内の新しい観光地（特産品や観光ルート）を構想するプラン。

8. おわりに

　観光は子どもの視野を拡げ、様々な課題解決力を楽しく育成できるテーマである。英仏の地理教科書に

は多くの観光内容が掲載されている。地図や旅行書の活用事例も載っている。エコツーリズムの教育に至っ

ては、環境保全という持続可能な観光を主体者として実行できる意識と態度が育成できる。

　しかし、日本においては観光は未だ娯楽の領域と思われており、公教育のテーマとしてはふさわしくな

いとの認識にとどまっている。この認識を変革するためには、観光の学習を通して子どもが大きく変容す

る姿を見せて行かなければならない。観光学習はそうして意味で広く観光学の裾野を確かなものにする下

支えとなる。本稿がそのささやかな一歩となれば幸いである。
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