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第1章

本研究の概要

１．研究の背景
観光に対する一般的関心は、旅行者の観光地への移動と滞在・諸活動で生じる経済効果である。国や地
域が観光立国に注力する大きな理由は、外貨獲得で経済発展を目指し、地域振興を促すことである。これ
ら観光への注目により、観光産業への専門人材の育成として「観光教育」の議論は活発化し、観光教育の
充実につながっている。
1

一方、観光には、地域に目を向け、理解し、その持続的発展に寄与する心を涵養する教育効果もある1。
それは、国際交流の推進や文化・平和効果や自己実現も含めた幅広い人間教育効果である。非日常環境で
さまざまな経験をともなう観光は、教育効果があり、観光を教育に活用すること（以下、教育観光）は、
2

修学旅行などがその代表例であり、古くから行われてきた2。観光立国推進の広がりにより、地域の経済
振興や観光ビジネス分野の観光客誘致の手法として、
「教育効果のある観光プログラム
（以下、
学習型観光）
」
の商品化も拡充してきた。これに伴い修学旅行に加え、総合学習を含む学校活動や生涯学習、観光ビジネ
3

スにおける学習型観光商品の増加が目につくが（宍戸 2009）、
3 「教育観光」としての全体像や教育効果の
検討はほとんどされていない。
修学旅行において、学校側が教育プログラムを作成することは困難であるために、観光地・旅行業など
産業界に依存する傾向がある。そこで、教育効果をあげるためには、教育観光プログラムとしての作成指
針やフレームが重要であり、その検討が必要である。

２．研究の目的
海外では、1981 年に観光主要雑誌『Annals of tourism research』が、観光教育を特集し、Jafari・
4

5

Ritche（1981）4が観光教育モデルを示し、Cooper 他（1996）5に見るように、観光教育研究は革新的に進
んでいる。一方、日本の観光研究は、経済効果に注目したマネジメントや行動科学、地理・都市計画が主
6

流であり、観光教育および教育観光6については、地域住民や子供たちへの教育論が安易に語られるレベ

1

宍戸（2008）は、地域を素材に学ぶ観光教育のさまざまな実践事例を紹介している。

2

観光と教育の関係については、観光のために教育する「観光教育」、観光を教育のために利用する「教育観光」の２つのア
プローチがある。詳しくは、第 2 章参照。

3

詳細は、宍戸（2009）「高等学校の総合的な学習の時間における観光教育のカリキュラム研究」を参照。

4

Jafari,J． and R．B．Ritche（1981）が示した観光教育の体系は、現在も有益なモデルである。

5

Cooper,C．,R．Shepherd and J．Westlake（1996）は、観光教育に関する専門研究書として、多くの優れた示唆を示している。

6

観光と教育の関係については、観光のために教育する「観光教育」、観光を教育のために利用する「教育観光」の２つのア
プローチがある。詳しくは、第 2 章参照。
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7

ル7にある。
近年になって観光関連大学が急増し、観光行政や産業界を巻き込み、観光人材育成の視点から観光教育
研究は緒に就いたが、その教育効果から幅広く導入される教育観光研究は未着手のままである。観光と教
育の関係性に注目が集まるが、専門人材育成の議論のみに傾倒することは、観光の発展上からも好ましく
ない。地域や教育側面での観光の発展
を促すためには、教育観光のフレーム
ワーク構築が不可欠である。
研究者は、平成 18 年度～ 20 年度科
研費助成で「総合的な学習の時間（以下、
総合学習）における高等学校の観光教
育のカリキュラム開発研究」を行い、
そこで各自治体や教育行政、観光教育
校への調査の結果、観光人材育成のた

表1-1
カリキュ
ラム編成
のタイプ

学校
委員会
学校
コース
委員会
学校
科 目
委員会
学校
総合学習
委員会
学校
修学旅行
委員会
学

科

めの「観光教育」だけでなく、修学旅

観光教育を行う必要性
必要・やや どちらとも 不要・やや不
要
必要
いえない
31.8%
9.4%
38.6%
15.6%
52.3%
18.8%
40.9%
34.4%
43.2%
62.5%

31.3%
47.7%
34.4%
43.2%
40.6%
40.9%
43.8%
50.0%
34.4%
47.7%
宍戸(2009）

20.5%
59.4%
18.2%
50.0%
6.8%
40.6%
9.1%
21.9%
9.1%
6.3%

行や地域資源を活用し教育効果をあげる「教育観光」への期待が大きいことを明らかにした。（表 1-1、
宍戸 2009）。
産業界や各地域も地域の経済発展や活力喚起のために学習型観光による集客に取り組み、魅力的な観光
体験プログラムを開発し、プロモーションを行っている。一方で、学校側は、観光等に関する専門知識と
カリキュラム開発が不十分なために、プログラム作りや事前事後の学習活動において、旅行業や観光地域
の提案プログラムに依存し、教育にうまく取り込んでいない傾向がある（図 1-1、宍戸 2009）
。
このように産業界や各地域は、教育観光に関連したさまざまな学習型観光の提供を行っているものの、
教育観光の目的やその効果は明示され
ず、教育観光の理念や構築され出来上
取り組んで
いる
26%

がっているフレームについては、研究視
点からのアプローチはない。
学習型観光の活動プログラムが多様化
し、訪問先での多様な体験や交流の深
化、各生徒の自主的な課題設定なども含

取り組んで
いない
58%

どちらとも
いえない
16%

め、これら幅広い教育観光を日常の学習
や体験に取り組むことは、時代のニーズ
にあったものだろう。しかし、各地域や

図1-1 修学旅行の学習取り組み

宍戸(2009)

産業界が開発した魅力的な体験・学習プ
ログラムを構成する教育観光としての基本的なフレームワークや理念は何か、さらに言えば、そこで生じ
る教育上の課題や今後の改善点について、個別に議論されることはあっても、共通の教育観光フレームの
7

次の事例などもそのひとつである。
「児童・生徒によるボランティアガイド活動の先進事例調査、国土交通省、51p、
2008」
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構築について検証する研究はなかったのである。
教育観光のフレームワークは、先に述べた科研費研究成果（宍戸 2009）における総合的学習やその他
科目も含む学習活動における教育モデルにより理論的に抽出されるが、それと実際に地域や企業が提供し
ている学習型観光プログラムには乖離があると考えられる。その問題を考察し、指摘することで、産業界
や各地域に対して、有用な教育観光のフレームワークを提示出来る。これらの研究活動を通じて、観光産
業界や各地域は、学習型観光プログラムを構築するにあたり、単に売れる商品作りではなく、観光の持つ
社会的影響と教育効果を考え、その社会的使命と教育的視点に立つべきこを理解できるだろう。
観光立国推進により、観光人材育成に関わる観光教育への意識は高まったが、広く旅行者に求められる
教育観光の健全な発展こそ、観光の社会的発展に重要な視点である。数多く見られる学習型観光において、
この教育観光のフレームに基づき、検討を加えて商品造成が行われることが、観光の健全な発展と教育的
意義を高めるために有益かつ不可欠である。
以上から、本研究では、企業や観光地が取り組む教育旅行のプログラムや学習型観光商品としての教育
観光のフレームを明らかにし、その教育的価値や特色を考察し、今後の課題を検討する。

３．研究の方法と実施概要
本研究は、①基礎研究、②学習型観光プログラム研究、③教育観光フレームワーク検討、の３段階に分
かれ、3 年間の研究期間の研究経過は、以下の図 1-2 のとおりである。

平成 23 年度：基礎研究
１．聞き取り調査

１．学習型観光に関する基礎研究

（教育機関、教育行政、産業界等）

２．学習型観光プログラムの変遷

２．結果分析と実態把握

（文献調査や関係者聞き取り）

３．学会発表等による議論の深化

３．修学旅行や学習型観光の概況把握

（結果反映）

平成 24 年度：学習型観光の事例研究
１．観光地・産業界の学習型観光プログ
ラム調査

１．各学習型観光事例調査

（考察）

２．各分野での学習型観光商品抽出と利用
者ニーズの検討、評価

２．学習型観光への取り組み調査

３．学会発表等による議論の深化

平成 25 年度：教育観光フレームワーク研究
検討

研究成果還元

１．企業の学習型観光の

まとめ

１．学会発表等による議論深化

プログラム調査

・学習型観光の分類

２．報告書の作成

２．学習型観光に地域の

・教育観光フレーム検討

３．地域・学校等関係者へ提示

取り組み調査

図 1-2

本研究の 3 年間の研究経過
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①の基礎研究では、修学旅行含む観光体験をともなう学習型観光プログラムに関する現状把握のため、
既存文献・資料調査、関係機関への聞き取り調査・資料収集を行った。②の学習型観光の教育プログラム
研究では、教育観光に取り組む行政・観光企業、学校へ調査票調査や聞き取り調査、資料収集を行った。
さらに、特徴的または先進的な学習型観光の取り組みを行う事例を対象に詳細な調査を実施した。そして、
①②の成果とこれまでの観光教育の成果を援用し、③において教育観光のフレームワークを明らかにし、
現在の問題点と展望を検討した。
また 3 年間の研究経過を整理すると以下の通りである。

＜平成 23 年度：基礎研究＞
初年度は、修学旅行を含む学習型観光プログラムの基礎研究である。学校教育における修学旅行など学
習型観光の定義や特別活動・教科学習における取り扱い、学校現場での実施状況について整理した。同時
に、観光地や産業界で提供されている学習型観光商品の把握を行い、今後の研究活動の基礎となる資料を
整理した。

①修学旅行など学習型観光プログラムに関する基礎研究
「修学旅行」など教育において旅行を伴う学習活動
（学習型観光）
について基礎研究を行った。
既存の文献・
資料、既存研究を整理した。

②観光関係機関・教育関係機関へのインタビュー調査（事前調査）
①と平行し、地域における学習型観光の概況を把握し、情報収集のために、関連機関（修学旅行協会、
観光地、学校現場等）に対し、聞き取り調査を行った。特に、高校教員が参加する「全国高等学校観光教
育研究大会（毎年７月実施）」で聞き取り調査をした。

③観光地の学習型観光プログラム調査（聞き取り調査・資料収集）その１
これまでの研究成果を生かし、適切な調査対象観光地域をサンプルとして選び、学習型観光プログラム
の実施状況や課題、今後の取り組みと学校との連携状況などを聞き取り調査し、あわせて関係資料を収集
した。そこから、現状を把握することが出来た。

＜平成 24 年度：学習型観光プログラム研究＞
①観光地の学習型観光プログラム調査（聞き取り調査・資料収集）その２
平成 23 年度の調査結果を生かし、適切な調査対象観光地域を選び、学習型観光プログラムの実施状況
や課題、今後の取り組みと学校との連携状況などを聞き取り調査し、あわせて関係資料を収集し、問題点
と今後の展望を探った。

②企業の学習型観光プログラム調査（実態調査）その１
企業における学習型観光の取り組みをレビューし、その中からいくつかの事例を参照し、学びの枠組み
や教育効果、課題などを検討した。

③その他学習型観光プログラムの分析
観光地や企業が提供する多くの学習型観光プログラムを把握し、整理した。特に、プログラムの魅力と
教育効果をどのように把握し、伝えようとしているのか、各地域の取り組みに注目した。この段階では、
対象とする事例を絞り込み、詳細な内容を分析した。
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＜平成 25 年度：教育観光フレームワーク研究＞
①企業の学習型観光プログラム調査（実態調査）その２
前年度の②の事例などをもとに、企業における学習型観光の取り組みを詳細にレビューし、その中から
優れた事例を抽出し、学習型観光プログラムにおける学びの枠組みや教育効果、課題などを検討し、その
結果から問題点と今後の展望を探った。

②学習型観光に関する地域への実態調査（調査票調査）
計画段階では、最初に行う予定であったが、研究の経過により、各都道府県の観光主管課（観光行政を
管轄する部署）に対しては、研究的視点をはっきりとさせることで、学習型観光の実態について、より効
果的な調査票調査が実施できると考え、最終年度に実施した。
各地域で行われている観光体験を素材とした学習型観光プログラムを、学校側だけでなく、観光推進に
力を注ぐ観光行政や関連企業側の視点から実態把握することが出来た。
回収できた調査票やこれまでの研究結果をもとに、整理・分析を行った。

（３）まとめ
3 年間の研究成果を踏まえて、まとめを行い、報告書の作成を行った。具体的には、平成 23-25 年度
に実施した調査結果及び、既存研究である宍戸（2009）における総合学習カリキュラム事例をもとに、
教育観光のフレームワークを構築し、その問題点と改善点を提示した。

なおこれらの一連の研究結果に

ついては、適時、研究論文や各研究会などをもとに、教育現場や関係機関へのフィードバックを行った。

４．研究組織

：研究代表者 宍戸 学（横浜商科大学商学部貿易・観光学科教授）

５．科学研究費配分額（直接経費）
平成 23 年度：

120 万円

平成 24 年度：

70 万円

平成 25 年度：
合計：

60 万円
250 万円

６．調査研究活動報告（調査活動日順） ＊調査研究・協力者（所属等は調査訪問時）
（１）第 16 回全国高等学校観光教育研究大会（2011/7/27 ～ 29, 高知県高知市）
（２）（株）仕事旅行社

内田靖之氏（2011/9/20, 東京都品川区）

（３）北海道体験観光推進協議会

会長

坂本昌彦氏（2011/9/25, 北海道札幌市）

（４）北海道北広島高校・札幌琴似工業・津別高校の３教諭（2011/9/25, 北海道札幌市）
（５）札幌商工会議所専門学校北海道観光科講師
（６）北海道大学観光学研究センター
（７）札幌国際大学観光学部
（８）キッザニア甲子園事業部

教授

助教

福森星嗣氏（2011/9/26, 北海道札幌市）

池ノ上真一氏（2011/9/26, 北海道札幌市）

市岡浩子氏（2011/9/27、2013/2/26, 北海道札幌市）

小西ゆかり氏（2012/2/7, 兵庫県西宮市）

（９）株式会社オータパブリケイションズ

久保亮吾氏（2012/2/17, 東京都港区）
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（10）京都府南京都高等学校

教諭

瀧野博史

氏（2012/2/20, 京都府相楽郡）

（11）函館コンベンション協会

事業課長

三浦孝史氏（2012/2/23, 北海道函館市）

（12）北海道函館商業高等学校

校長

難波繁之氏（2012/2/24, 北海道函館市）

（13）北海道運輸局企画観光部

部長

井上健二氏・観光地域振興

課長

池田雅志氏

（2012/2/29, 北海道札幌市）
（14）北海道観光機構

事業部事業計画課

佐藤尚弘氏・地域連携グループ

千葉稔氏

（2012/2/29, 北海道札幌市）
（15）しかりべつ湖ホテル福原

坂本昌彦氏 （2012/2/29-3/2、北海道河東群鹿追町）

（16）九州観光機構

国内誘致推進部

（17）中村学園大学

教授

次長

梶屋博之氏（2012/3/22, 福岡県福岡市）

浅岡柚美・短大部

教授

清水誠氏（2012/3/23, 福岡県福岡市）

（18）沖縄コンベンションビューロー観光コンベンション

事業部長

屋良朝治氏

・島袋弥生氏（2012/3/26, 沖縄県那覇市）
（19）沖縄体験ニライカナイ
（20）KCJ GROUP 株式会社

代表 加蘭 明宏

氏 2012/3/27, 沖縄県那覇市）

マーケティング本部長

関口陽介氏（2012/4/17, 東京都中央区）

（21）第 17 回全国高等学校観光教育研究大会（2012/7/23 ～ 25, 北海道ニセコ町）
（22）日本学生観光連盟・全旅連青年部「若旦那若女将密着体験プロジェクト報告会」
（2012/8/24, 群馬県利根郡みなかみ町）
（23）旅行ジャーナリスト

村田和子氏（2012/10/25, 東京都渋谷区）

（24）（株）クリップ代表
（25）神戸夙川学院大学

島田昭彦氏（2012/11/2, 京都府京都市）

（26）平安女学院大学

教授

小野田金司氏・福本賢太氏（2012/11/3, 兵庫県神戸市）

准教授毛利憲一氏・講師永田美江子氏（2012/11/12, 京都府京都市）

（27）大阪市立住吉商業高等学校

校長

（28）株式会社

大友理氏・柏谷泰隆氏（2013/1/25, 東京都千代田区）

三菱総合研究所

（29）長野県学習旅行誘致推進協議会

吉田常行氏（2012/11/13, 大阪府大阪市）

常務理事

恵崎良太郎氏（2013/1/28, 長野県長野市）

（30）松本大学観光ホスピタリティ学科

教授

（31）（株）プランドゥ・ジャパン MICE

営業部課長

（32）（公）全国修学旅行研究協会本部
（33）長崎外語大学外国語学部
（34）（社）長崎県観光連盟

講師

事務局長

岡田俊二氏（2013/2/1 東京都千代田区）

法人旅行部教育旅行課

教授

小山重幸氏（2013/2/1, 東京都港区）

安江枝里子氏（2013/2/7, 長崎県長崎市）

（35）観光庁観光地域振興部観光資源課
（36）九州国際大学

益山代利子氏（2013/1/29, 長野県松本市）

久柴公利氏（2013/2/8, 長崎県長崎市）

田嶋ひとみ氏（2013/2/18, 東京都中央区）

（37）札幌大谷大学社会学部

福島規子氏（2013/2/21、福岡県北九州市）
教授

森雅人氏（2013/2/27, 北海道札幌市）

（38）札幌コンベンションセンターマイス人材育成セミナー（2013/2/26, 北海道札幌市）
（39）北海商科大学

教授

中鉢玲兒氏（2013/2/27, 北海道札幌市）

（40）沖縄県立浦添商業高等学校

国際観光科

（41）沖縄体験ニライカナイ代表

加蘭 明宏

教諭

瀬底真徳氏（2013/3/20, 沖縄県那覇市）

氏（2013/3/21, 沖縄県那覇市）
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（42）（株）プロセス観光事業部
（43）ホテルみゆきビーチ

営業本部長

宿泊販売部

次長

加島彰氏（2013/3/21, 沖縄県恩納村）

（44）NPO 法人ふれあいネット ONNA

課長

上原尚彦氏（2013/3/21, 沖縄県恩納村）

（45）（株）読谷ククルリゾート沖縄体験王国

宇室亜津美氏（2013/3/21, 沖縄県恩納村）

営業部二課

課長

むら咲むら

里平秀彰氏（2013/3/21, 沖縄県中頭郡読谷村）

（46）沖縄県体験型観光推進協議会

事務局

中村圭一郎氏（2013/3/22, 沖縄県那覇市）

（47）専修学校インターナショナルリゾートカッレッジ
部長

成底真氏（2013/3/22, 沖縄県那覇市）

（48）第 18 回全国高等学校観光教育研究大会（2013/7/30-31, 島根県松江市）
（49）株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
地域交流推進局旅いく推進室
（50）（株）日本旅行

広報室長

営業推進本部ソーシャルソリューション

大竹 千広氏（2013/10/7, 東京都新宿区）

矢嶋敏朗氏（2013/10/7, 東京都港区）

（51）グランドプリンスホテル高輪

高輪・品川マーケティング戦略マネージャー

林佳代氏

（2013/10/15, 東京都港区）
（52）株式会社西武ホールディングス

西武塾

・社長室プロジェクトリーダー
（53）全国高等学校観光教育協議会
（54）（株）トップツアー

事務局長

斉藤修氏

一谷紀行氏（2013/10/22, 埼玉県所沢市）

西ブロック研究会（2013/12/12-14, 沖縄県名護市）

東北海外旅行センター長

真久英明氏（2014/3/3, 宮城県仙台市）

７．研究成果発表
（１）研究論文・学会発表等
①宍戸学（2011）：学習型観光の意義と教育観光としての現状と課題、第 26 回日本観光研究学会全国大
会学術論文集、26 号、393-396.
②宍戸学（2012）：学びを目的とする観光プログラムの商品化とその教育的枠組み、日本観光ホスピタリ
ティ教育学会全国大会研究発表論文集、11 号、3-6.
③宍戸学（2012）：学習型観光における体験プログラムの評価に関する考察～職業体験「仕事旅行」を事
例に～、日本国際観光学会第 16 回全国大会発表レジュメ集、60-61.
④宍戸学（2012）：教育旅行における体験プログラムの学習効果と情報提供に関する考察、第 27 回日本
観光研究学会全国大会学術論文集、27 号、425-428.
⑤宍戸学（2013）
：学習型観光の分類と体験プログラムの特性－企業が造成する体験プログラムを例に－、
第 28 回日本観光研究学会全国大会学術論文集、第 28 号、81-84．
⑥宍戸学（2014）：地域における教育旅行および学習型観光の取り組み、日本観光ホスピタリティ教育学
会全国大会研究発表論文集、13 号、23-34.
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（２）その他本研究と関連する研究成果等
①宍戸学（2012）
：観光教育における携帯情報端末を活用した学修．日本観光ホスピタリティ教育学会「観
光ホスピタリティ教育第 6 号」、2-14.
②宍戸学（2013）：ホスピタリティの視点からこれからの観光を考える．日本観光振興協会「観光とまち
づくり」2013-2014 vol2 号（No.512）、23-25．

【参考文献・資料】
1）宍戸学（2008）：地域を素材に学ぶ観光教育の実践、宍戸学、日本観光ホスピタリティ教育学会全国
大会研究発表論文集、NO. ７、59-68、2008．
2）宍戸学（2009）：高等学校の総合的な学習の時間における観光教育のカリキュラム研究、科学研究費
補助金基盤研究（C）、1-124．
3）Jafari,J． and R．B．Ritche（1981）： Toward A Framewok   For Tourism Education、Annals Of
Tourism Research 、Vol8,No1、13-34.
4）Cooper,C．,R．Shepherd and J．Westlake（1996）： EDUCATING THE EDUCATORS IN TOURISM、、
World Tourism Organization and University of Surrey、1-221.
5）国土交通省（2008）：児童・生徒によるボランティアガイド活動の先進事例調査、国土交通省、
1-51、2008
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１． 研究の背景と目的
近年、観光教育（tourism education）については、大学など教育機関の観光人材育成に限らず、初等・
1

2

中等教育や地域人材の育成や旅育1など、「学び」に関するさまざまな議論が行われている2。
地域振興のための観光客誘致において、観光資源をただ見せるだけでなく、体験観光やニューツーリズ
ムに着目し、新たな観光資源の発掘やその活用プログラムを開発し、
「学びの要素を魅力とする観光行動
（以
下、学習型観光）」を商品化する動きが多く見られる。
観光には、さまざまな教育効果があるため、観光を教育に活用する教育観光（educational tourism）は、
修学旅行などを代表例に古くから行われてきた。
観光地側も修学旅行生の受け入れを増やすことで地域活性化につなげようと、近年の教育テーマにあっ
た魅力的な観光プログラムを開発し、観光産業界と共に修学旅行より広い概念である「教育旅行（study
tour）
」誘致に熱心に取り組んでいる。教育旅行とは、教育機関が実施する修学旅行を含む学びの要素を
持つ旅行全般を意味し、近年では、（財）日本修学旅行協会もこの言葉を使用している。
このように学校側、旅行業、教育プログラムを提供する観光地や観光企業にとって、学びを目的とした
観光に大きな注目が集まっている。
また近年の観光スタイルは、物見遊山でなくより深い楽しみや学びを志向するもの（以下、体験観光）
へとシフトする傾向が見られ、体験観光における教育効果を考える議論がより活発に行われる必要がある。
鈴木（1983）の指摘を見る限り、修学旅行は集団活動における規律や協調性を主たる目的とし、その
3

上で教科の学びを総合化する機会であると長く見なされてきた3。
箱石（1996）は修学旅行を分類し、そのいくつかのタイプは教科内容と関連させて教室では得られな
4

い知識を多面的かつ総合的に習得できると指摘している4。体験観光への注目や「学び」を魅力とした観
光商品作りに連動する形で、修学旅行もさまざまな要素を取り入れてきた。
しかし、観光プログラムを作る側においては、観光の教育効果を考える議論は十分ではなく、単なる集
客効果の高い「観光商品作り」に主眼が置かれてしまうと、教育の価値が欠落してしまう危険もある。修

1

旅育について明確な定義はないが、
「旅の経験を生かして教育を行う」という意味であろう。日本観光振興協会は、子ども
達に旅の魅力を伝える旅育という出前講座を行い、
（株）JTB 法人東京は子ども達が農業体験などを通して学ぶ「旅いく」

2

宍戸学（2009）は、高等学校の総合的な学習の時間における観光教育のカリキュラム研究を行い、さまざまな観点から教
育方法を検討した。

3

修学旅行に関する理論に関する詳細は、鈴木健一（1983）を参照。

4

箱石匡行（1996）は、修学旅行と人間形成について、- 社会科（公民科）教育の視点から述べている。

を行っている。
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学旅行などの教育旅行にとっては、そのような観光商品は教育効果をを放棄したものと見なされ、やがて
は排除されていく。
そこで、企業や観光地が修学旅行で活用出来る学習型観光プログラムの作成するには、その教育的利用
価値を検討することが必要であり、結果として、そのプログラムはどのような教育観光のフレームを構築
しているかを考えるべきである。
つまり、楽しみを目的とした観光行動ではあっても、学習素材が資源となる場合は、内在する教育的意
味や可能性を明示できなければ、教育観光としては、その価値を十分に見いだすことは出来ないのである。
以上から、修学旅行や学びの要素を持った観光体験など幅広い意味で活用される学習型観光の教育フ
レームを考察するには、教育観光の視点での議論が重要となる。
本章では、学習型観光の教育効果を検討するにあたり、はじめに学習型観光の定義と教育観光との関係
性を考察し、その現状と課題について基礎的考察を行うものである。そして、観光が持つ教育的効果を活
用し、健全な余暇活動として学習型観光の可能性を提起したい。

２．学習型観光と教育観光の関係
（1）学習型観光の定義と教育的意味
学習型観光と教育観光の関係を考えるにあたり、まずはそれらの概念について整理する。
Ritchie（2003）は、“Educational Tourism” という概念を示し、フンク（2008）は、これを「体験に
注目が集まる観光として、教育的観光」と訳している。
安村（1995）は、観光と学びの関係性について、①観光の健全な発展を支えるために教育を行う「観
5

光教育」と、②観光体験を利用して教育目的を達成する「教育観光」の２つがあると概説している5。
前者①の観光教育は、観光産業等の人材育成を行う「観光の実務教育」と観光の健全な発展を支える観
光者を育成し、社会教育も含む「観光基礎教育」に分かれる。
後者②の教育観光は、学校・地域などにおける様々な教育活動において教育目的ために行われる観光活
動である。前者①の一分類である観光基礎教育と後者②の教育観光は、活動だけを見ると一件類似したも
のと見なされるが、本質的にその目的は別である。目的が「観光に役立つ基礎教育」であるか、「教育の
価値を育む観光活動」であるかの違いである。むろん、
これらは相互にもたらされることも多い。しかし、
まずはこの目的の違いに注視する必要がある。
そこで、観光と教育の関係に関連すると思われるいくつかの概念について、国立情報学研究所 NII 論文
6

情報ナビゲータ－ Cinii による研究レビューを行った6。観光人材育成の取り組みである「観光教育（121
件）」に関する研究成果は多いとは言えないが、「教育観光（9 件）」はさらに少なく、その研究は今後の
課題である。
「修学旅行（691 件）」の研究は、その歴史と変遷を整理したもの、修学旅行の事例紹介と教育効果を
5

安村克己（1995）は、観光と教育（学び）について、観光教育と教育観光に分けて理論的に説明した。

6

検索して収集されたデータは、2011 年 10 月 9 日現在のものである。
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検討するものが多い。一方「教育旅行（32 件）」は、近年になって頻繁に使用される概念であるためか、
まだ数はまだ少ないものの、アプローチは修学旅行研究に近い。
観光の魅力を体験する学びの要素を持つ「体験観光（15 件）
」や「体験型観光（32 件）
」は、グリーン
ツーリズムやエコツーリズムと関連させた事例が多い。
「環境教育（7691 件）」については、環境問題を考えるために自然地域での学びが有効であり、その行
動形態である「エコツーリズム」と関係が強く、
学習観点からのアプローチも多い。
「産業観光（319 件）
」
は、学習としての意識が一部に見られるものの、多くは地域振興の視点から研究されている。観光の教育
効果を考える観点から、これらの概念は、「教育観光」と深く関係する可能性はあるものの、まだその意
識から説明されることは少ない。
産業観光は、学習型の観光形態であることから、スタディ・ツーリズム（study tourism）の一つとし
て表記されるケースもある。スタディ・ツーリズムは、本来、先進国の人間が、発展途上国の歴史や現状
を学ぶことを意味するが、スタディツアー研究会（1997）は「国際協力・交流市民団体（NGO）などが
相互理解や体験学習を目的として行うツアー」とするものの、先進国を視察する国際理解教育や教育機関
7

等他の団体が行うものも含まれると定義している7。近年では、学ぶ要素を持った旅行という幅広い意味
で使われることが多く、この場合は、「教育旅行」や「学習型観光」とほぼ同意であろう。
「学習型観光（0 件）」については、主たる研究成果はない。定義するとすれば、「学びの要素を魅力と
する観光行動」とでも言えるだろう。ここで注目すべきは、主たる目的は観光行動であり、あくまでも観
光素材として学習が利用されるために、ともすればその学習効果を考えることは二次的問題となる。それ
ゆえ本質的には教育観光とは似て非なるものだと考えられる。

（2）修学旅行の目的
8

修学旅行8は、文部科学省の「学習指導要領」において、
教科科目などの「教科課程」に対して、教科外活動であ
る「特別活動」における「学校行事」に位置づけられている。
さらに「旅行・集団宿泊的行事」として、
「平素と異なる
生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親し
むとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについて
の望ましい体験を積むことができるような活動を行うこ
と」と定義されている。そして、具体的な事例として、
遠足・
修学旅行・移動教室・集団宿泊・野外活動があげられて
いる。
また、昭和 43 年に初等中等教育局長は、遠足・修学旅行について、図 2-1 のような通達を行った。
7

詳しくは、「田中博（2001）：スタディツアーの現状と課題、開発教育、No.44、pp．4-9．」を参照。

8

修学旅行の歴史起源は、新谷（2001）によれば、1886 年森有礼文相の師範教育改革で、軍隊的要素が導入されることに
反対した東京師範学校長の高嶺秀夫が、行軍行事に学術研究の要素を取り入れ実施したことに始まるといわれる。）新谷
恭明（2001）
：日本最初の修学旅行の記録について－平澤金之助「六遊州記」、九州大学大学院教育学研究紀要、第 4 号、
37 － 61．
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以上から、修学旅行は、その形態はさまざまであっても、学校の教育目的を実現するための教育活動の
一環として実施されなければならないのである。

（3）修学旅行における教育プログラムの変化
様々な教育目的に合致する形で修学旅行の教育プログラムが作られるが、近年は、見学型でなく、体験
型の学習が増えている。教育旅行年報（2010）によると、実施内容の構成は、1 位「神社・史跡・文化
財等の見学（19.1％）」、2 位「街並み見学（12.2%）
」
、3 位「博物館等の見学（11.7%）
」と続いている。
4 位「伝統工芸やものづくり体験（9.4％）」や 9 位「自然や野外活動体験（3.8％）
」
、
11 位「マリンスポー
ツ体験（2.7％）」などの体験プログラムや 14 位「職場訪問・職業体験（2.3％）
」などは増加傾向にある。
実施内容により 33 のメニューに細分化されているが、そのうち 22 件は体験学習的要素がある。また、
体験学習の実施率は、1998 年（28.1％）、2000 年（37.8％）であったが、2002 年（50.8％）に半数を
超え、2008 年（63.7％）と近年はおよそ 6 割を占めている。中でも「農山漁村体験」は 2006 年（5.5％）
から 2008 年（11.4％）と増加し、「焼き物体験等」が 2006 年（11.7％）から 2008 年（5.6％）と低下
9

し、体験メニューの変化もうかがえる9。以上から、修学旅行における体験学習の重要性が窺える。

（4）修学旅行におけるプログラム作成のイニシアチブ
修学旅行では、実際の旅行前後でさまざまな学習活動を行っている。宍戸（2009）によると各自治体
や教育行政側は、修学旅行や地域資源を活用し教育効果のある「教育観光」に大きな期待を寄せているこ
とが明らかとなったが、観光教育を導入する学校においてさえも、十分に授業での活用は出来ていなかっ
た。学校側には、旅行手配などの実務面だけでなく、観光地の教育メニューやそれに関する知識・情報の
提供についても、十分なノウハウがなく、旅行業に依存する傾向がある。結果として、事前事後を含む学
習活動においても、旅行業や観光地域の提案プログラムに学校側が依存する傾向がある。

３．学習型観光への地域・企業の対応と課題
（1）教育旅行を充実させる体験観光の取り組み
教育旅行誘致のための方策として観光地側もさまざまな取り組みを行っている。一般的に、学校に対し
て旅行業者がさまざまな体験プログラムを提案しているが、実際は、地域の観光推進機関がメニュー提供
を行っている場合が多い。修学旅行誘致のために組織を作り、活動する地域も増えてきた。北海道はその
先進地域である。
1990 年に日本ではじめて設立された私設の「然別湖ネイチャーセンター」は、2003 年に「北海道ネ
イチャーセンター」に商号変更をし、様々な体験学習メニューを提供している。2005 年に「北海道体験
観光推進協議会」が設立され、「北海道教育旅行ガイドブック」やウェブサイト上で様々な体験メニュー
を公開している。また、スタッフの資格の有無や保険対応などの基準を設定した「教育旅行受け入れ事業
所のガイドライン」をクリアした事業所だけを掲載するなどその品質保証につとめている。
9

詳細は、「財団法人日本修学旅行協会（2010）：データブック教育旅行年報．」参照。
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当協議会は、学校の要望に応じてさまざまなプログラムを提供する時に、詳細なシラバスも作成してい
る。また旅行業の要請に応じて、さまざまな体験メニューと教育プログラムの開発を請け負っている。し
かし、専門家はまだ少なく、今後地域でプログラム提供を行うランドオペレーターを増やし、専門人材を
10

育成していく必要があるという1。
他に、
「長野県学習旅行誘致推進協議会（2000 年設立）
」
、
「
（株）南信州観光公社（2001 年設立）
」
、
「沖
縄体験ニライカナイ（2001 年設立）」、「沖縄県体験型観光推進協議会（2007 年設立）」など先駆的な取
り組みを行っている組織や人材も増えてきたが、全国的にはまだ少ないのが現状である。
また観光地側もさまざまな形で観光客を対象に学びの要素を持った観光プログラムを提供する傾向が強
まっている。例えば、１つの街をさまざまな視点でガイドが案内し、歩いて楽しむ「長崎さるく」やその
地域の本物の資源を対象に体験する「和歌山県ほんまもん体験」などは、
学習型観光と考えて良いだろう。

（2）企業が提供する体験観光プログラム
観光関連企業も観光体験に学びの要素を加えたプログラムを用意している。東京ディズニーリゾートを
運営する（株）オリエンタルランドは、企業向け人材育成プログラム「ディズニーアカデミー」に加え、
学校向けにディズニーの哲学を楽しみながら学べる各種プログラム「東京ディズニーリゾート・キャンパ
ス」を提供している。また、（株）キッズシテイジャパンが運営するキッザニア東京・甲子園は、子ども
達が仕事を体験するテーマパークとして集客に成功している。他にも、ホテルが提供するホテルマン体験
プログラムなど、観光関連企業はキャリア教育視点の商品を多数提供している。
また、合同会社仕事旅行社は、大人が自分探しをし、転職を考えるきっかけとなる仕事体験型の商品を
販売している。プログラムは旅行を伴うものではないが、日常の中で経験したことがない仕事を体験する
仕組みは、非日常の環境下で学ぶ意味で、学習型観光と言えるのではないだろうか。これらはほんの一例
11

であり、多様な体験を素材とした観光商品や余暇商品は多くなっている1。

４．学習型観光の教育的課題
学習型観光のプログラムが多様化し、訪問先での多様な体験や交流が深化することは、それらを素材と
する教育旅行にとっては、学習課題の設定の多様化なども含め、より高い教育効果が期待できる。日常的
な楽しみにある学びの要素を観光体験に取り組むことは、時代のニーズを先取りするものでもある。しか
し、各地域や産業界が開発した多くの学習型観光が、どのような体験・学習プログラムを構成しており、
教育観光としてどのような教育効果を生み出せるのか、その理念やフレームワーク構築を検討することが
今後の課題である。学習型観光の教育上の効果や課題の検討、そして改善は、個別の事例で議論されるこ
とはあっても、共通の教育観光フレーム構築に向けて検証されることはまだ少ないと思われる。
宍戸（2009）は、総合的学習やその他科目で学習可能な観光教育モデルを提示しているが、同様に産

10 （社）北海道体験観光推進協議会発行各種資料収集及び理事坂本昌彦様へのインタビューは、2011 年 9 月 25 日（日）に
実施した。
11

合同会社仕事旅行社代表取締役内田靖之氏へのインタビューを 2011 年 9 月 20 日（日）に実施した。
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業界や各地域が提供する学習型観光の教育フレームワークを提示することが必要であろう。観光産業界や
各地域は、学習型観光プログラムを構築するにあたり、単に売れる商品作りではなく、観光の持つ社会的
影響と教育効果を考え、その社会的使命と教育的視点に立つことも必要である。それが、結果として持続
可能な学習型観光の商品づくりになるのである。
観光人材育成に関わる観光教育への意識は高まったが、広く旅行者を巻き込む教育観光の健全な発展こ
そ、観光の社会的発展に重要な視点である。数多く見られるようになった学習型観光の関連商品が、この
教育観光のフレームに基づき、さらなる検討を加え、より教育効果の高い教育プログラムとして活用され
ることは、観光の健全な発展と教育的意義からも有益かつ不可欠なことである。

＊本章は、「宍戸学（2011）：学習型観光の意義と教育観光としての現状と課題、第 26 回日本観光研究学会全国大
会学術論文集、26 号、393-396.」をもとに加筆修正したものである。

【参考文献・資料】
1）宍戸学（2009）：高等学校の総合的な学習の時間における観光教育のカリキュラム研究、平成 18 ～
20 年度科学研究費補助金基盤（C）研究成果報告書、くんぷる、1-124.
2）鈴木健一（1983）：修学旅行の理論と実際、ぎょうせい、1-186．
3）箱石匡行（1996）：修学旅行と人間形成 - 社会科（公民科）教育の視点から -、岩手大学教育学部付属
教育実践研究指導センター研究紀要第 6 号、19-30.
4）Ritchie.B.W（2003）：Managing Educational Tourism、Channel

View Publication、Clevedon．

5）フンク・カロリン（2008）：「学ぶ観光」と知識における知識創造、地理科学 VOL63、160 － 173．
6）安村克己（1995）：観光と教育・福祉．現代観光総論（前田勇編著）
、学文社、141-150．
7）田中博（2001）：スタディツアーの現状と課題、開発教育、No.44、4-9．
8）財団法人日本修学旅行協会（2010）：データブック教育旅行年報．
9）新谷恭明（2001）：日本最初の修学旅行の記録について－平澤金之助「六遊州記」、九州大学大学院
教育学研究紀要、第 4 号、37 － 61．
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第3章

学びを目的とする観光プログラムの商品化とその
教育的枠組み

１．研究の背景と目的
近年、エコツーリズムや産業観光などのニューツーリズムという多様な観光形態が注目され、そのひと
つとして学びを目的とする「学習型観光」がある。
「修学旅行（＝教育旅行）
」や「体験観光」などと類似
したものとして扱われるが、その定義は明確ではない。
そこで、宍戸（2011）は「学習型観光とは、学びの要素を魅力とする観光行動」と定義し、楽しむた
めの観光行動のひとつとして位置づけるとともに、効果的に学べるための魅力づくりについて、「学習」
及び「教育」などの視点から検討する必要があると述べている。
「観光は、楽しみを目的とする旅行」であると定義すれば、学習型観光における「楽しみ」は、
「学ぶと
いう行為」にある。しかし、この「学ぶ」という概念は、一般的には十分理解されているものではない。
単に「観光資源を見る観光」に対して、「観光資源を知る観光」を学びと位置づけ、学習型観光と安易に
呼ぶ場合も多い。もちろん、どのような観光形態であれ、観光者が「楽しみ」を見いだせれば、それは観
光として成り立つ。しかし、学習型観光が本来持つべき「学び」の意義を考えると、
その教育的価値をしっ
かりと検討することが重要である。
学習型観光のプログラムの中心的な形態と考えられる修学旅行（＝教育旅行）は、教育機関が行う学習
活動であり、そこではさまざまな学習目的やプログラムの検討が行われている。
（財）
日本修学旅行協会は、
毎年「データブック教育旅行年報」を発行し、教育旅行の統計データについて分析するとともに、その動
1

向や課題を検討している1。またフンク（2008）も「地域で提供する「学ぶ観光」も、教育の枠、つまり
教育目標、教育現場の事情に合わせることが要求される」ことを指摘している。
しかし、一般観光客向けに広く提供されている学習型観光の商品については、その学習面が強調される
反面、その教育目的や価値については、曖昧に扱われる場合も多く、学習の効果や教育の枠組みが明示さ
2

れるケースは多いとはいえない2。
そこで、本章では、学びのプログラムを提供する学習型観光（＝観光プログラム）として提供されてい
る観光商品における学びの枠組みを検討する。はじめに、曖昧な概念である「学習」または「学び」を理
解するためにその概念を整理する。その上で、学習型観光商品の位置づけを考え、実際の観光商品の事例
を取り上げ、そのプログラム内容と学びの手続きから学習型観光の枠組みを考察する。
1

2011 年版では、
「東日本震災と教育旅行」
（pp.2-7）において、未曾有の東日本大震災という災害により教育旅行がどのよ
うな影響を受け、今後どのような対応が求められるかを検討している。また毎月「教育旅行」を発刊し、さまざまな取
り組みの事例を紹介している。

2

学びを目的とする観光商品は、講義形式で何らかの知識を提供するもの、職業や仕事の内容に関わるもの、何らかの体験
を伴うものなど事例は多いが、集客目的に考える場合は、他の事例の模倣や安易なプログラム作りなど、学びや教育と
いう面での検討が不十分な場合も多い。
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２．観光行動における学びの枠組み
（1）学習と学びに関する議論
新村出編（2008）広辞苑第六版では、「学習」および「学び」は以下の通り定義されている。

・学習とは、「①まなびならうこと。②経験によって新しい知識・技能・態度・行動傾向・
認知様式などを習得すること、およびそのための活動。
」
・学びとは、「まなぶこと。学問。
」

いずれも抽象的な説明であり、両者に大きな相違はないように考えられる。違いに着目するなら、
「学習」
は経験によって知識などを習得することやその活動を意味し、何らかの行為や経験により人間の内面に変
化が生じることやそのための活動を含む。一方で、
「学び」
は、
学ぶ行為そのものや対象の学問を指しており、
ある対象に対する行為を意味しているように理解出来る。そこで、教育学や認知科学の研究分野における
知見を参照したい。
佐伯編（2010）では、認知科学を専門とする研究者が「学び」を巡り、さまざまな議論を行い、多く
の研究者が、両者には明らかな違いがあることを指摘している。
例えば、松下（2010）は、「学習において決定的な役割を担っているのが、目的達成を合理的に実現す
るための手段・方法である。」とし、これらを身体活動・学習形態などから系統化して配列して提供する
ことが教育であると説明する。一方で、「学び」は目標を必要としない。仕事や体験などに価値が埋め込
まれており、活動をともにし、用いられる「道具」や「型」になじみ、習熟することを通して、形作られ
るものであると説明し、「学習」よりもはるかに一般性が高いにもかかわらず学校教育ではほとんど考慮
されてこなかったと批判している。つまり、状況や文脈の中で、何らかの意味を獲得し、そこからある価
値を見いだすことができれば、学ぶ人それぞれにとって、「学び」は様々な意味や方法によって成り立つ
ものとなり、非常に幅広い意味を持つ概念である。しかし、現在の社会及び学校教育においては、合理的
な価値や結果に基づく「学習」が重視され、実践したことで導かれた結果により理解にいたる「学び」が
軽視されるという状況に陥っていると指摘している。
これを、観光と教育の関係に当てはめて説明すれば、「観光教育」はまさに観光が持つべき価値観や現
象のための有意性を抽出し、観光の学習を通して、これらを獲得することを目標とし行われるものである。
一方で「教育観光」は観光に埋め込まれている教育的要素を、観光体験を通じて各自が体得するものであ
ると考えられる。観光場面においてさまざまな教育効果が内包されるので、教育機関は、それを抽出し、
体系化して、学習させることを試みるのである。
また、旅や観光が、人生において、また人間としてさまざまなことを考える契機となる、いわば幅広い
教育効果を持つという意味に照らして考えると、まさに結果から何かを感じていくための「旅の力」が確
かに存在し、体験から感じたことにより、結果として何かを学ぶことが出来た、と考えられる。
以上から、学習型観光の意味や教育効果に着目し、そのフレームを検討するにあたっては、この「学習」
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及び「学び」という 2 つの視点から整理することが有効であると考える。
具体的に説明すれば、修学旅行（＝教育旅行）は、教育機関にとっては学ぶ目的を明確にする必要があ
り、これは観光の「学習」同様に教育フレームが必要であり、その点において、観光教育ではないが、教
育観光として、観光の意義を活用した明確な目標を達成する学習活動になるのである。
他方、企業等が提供する学習プログラムは、プログラム提供側がその目標や枠組みを提示するケースも
あるが、明確にしていない場合も多い。むしろ観光としての魅力の一部として、様々な価値を知ることや
体験できることを商品価値として伝えている。同時に、参加する観光者側もその教育意味を明確にするこ
とを常に望むわけではない。つまり、この段階で整理するならば、両者は一見同じような形態に見えるも
のの、学習や学びという観点から見ると、明らかに別のものとして認識されるべきものである。
以上から、学習型観光が持つ価値については、
「学習」概念だけでなく、
「学び」または「学ぶ」行為か
ら生じる価値に注目する必要がある。

（2）学ぶ側から見た観光学習の枠組み
観光関連の教育機関では体系だったカリキュラムに基づいた観光学習が行われるが、観光への関心が多
様化すると、観光に関連して様々な教育が行われ、学校設定科目のひとつとして、または「総合的な学習
の時間」において、観光を学ぶことも増えている（宍戸 2009）
。
藤岡（2008）は、地域資源を活用する総合学習の重要性を指摘し、
「自然景観」や「歴史景観」として
の地域の「環境教育資源」を観光資源とみなし、そこから文化や歴史を学ぶことができると指摘し、社会
人向けの総合学習の可能性を示唆している。生涯学習として地域で学ぶことは、地域における観光体験そ
のものにさまざまな学習要素があることを意味している。
さまざまな観光科目で体系的に構成される観光教育と異なり、総合的な学習の時間における観光の学習
は、限られた時間や経験の中で、それぞれの立場から観光現象を理解すること、またはそれを活用して教
育効果を上げることが目的となる。その観点から考えるとある観光体験から何かを学んでいく「学習型観
光」と類似した学びのモデルと考えることも出来る。そこで、学ぶという概念からみた観光学習の枠組み
を考えるにあたり、宍戸（2009）が示した総合的な学習の時間における４つの観光教育の枠組み（＝フレー
ム）をここで検討したい。
①地域学習から活動発展型カリキュラム
②修学旅行活用型カリキュラム（国際交流等）
③キャリアとホスピタリティ育成型カリキュラム
④課題研究（＝調べ学習）型カリキュラム
これらの観光教育フレームは、学校における既存の学習題材や学習方法に基づいた場合に、どのように
観光にアプローチするかを示したものである。
例えば、「①地域学習から活動発展型カリキュラム」は、地域学習で扱える素材は非常に多く、地域に
おけるさまざまな観光資源が活用されることを意味するが、その素材について分類し、学ぶ対象の枠組み
を整理したものではない。重要なポイントは、
生徒達の活動に発展させて取り組むという教育方法である。
そこでは、「生徒達の学びを実践する」ことがポイントであった。また「④課題研究（＝調べ学習）
」にお
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いても、多くの地域素材やテーマが設定出来るが、学習者の視点から各自の関心による課題解決や研究を
深めていくという、学習者の姿勢を育てることに意味がある。
「②修学旅行活用型カリキュラム（国際交流等）
」については、修学旅行という学校における特別活動を
活用することを提起しており、多様なプログラム事例を類型化して説明した。「③キャリアとホスピタリ
ティ育成型」は、教育的価値の高い、人間形成や進路指導への取り組みの啓蒙として「キャリア学習」や「ホ
スピタリティ」を軸に学びを構成したものである。つまり、ここで重要視したのは、総合的な学習におけ
る学ぶための枠組みとしての学びの方法論である。
その点からこのフレームをもとに、先に述べたように「学び」としての学習型観光への適合を考えると、
以下のような仮説的な「学習型観光のフレームモデル」も構想できる。
①地域社会への参加及び参加者同志のネットワーク形成の学び
②学校及び企業等における既存の旅（＝観光）の力を活用した学び
③自己の生き方及びキャリア形成を考えるきっかけとしての学び
④自己の興味・関心に基づく学習テーマに関する知識獲得・体験のための学び
このモデルを検討するために、以下の節では、実際に商品として提供されている学習型プログラム事例
について、「学びの方法」がどのように設定されているかを考察する。

３．学びを資源とする観光プログラム
（1）観光地が提供する観光プログラム
１）体験観光プログラム
体験型の観光は、さまざまな場面において観光資源との関係を「体験」の魅力と位置づけているもので
あり、非常に多様である。そこで、体験観光をプログラム化し、さまざまな商品化に積極的に取り組む先
進事例である和歌山県の「ほんまもん体験」を考える。
宍戸ゼミナール（2011）によると、「ほんまもん体験」は、田舎暮らしで和歌山を売り出すことを目的
に着地型観光商品プログラムとして開発され、６分野 343 の体験プログラムが提供されていた。少人数
で参加できる個人向けのものから、修学旅行や総合学習などの教育旅行、企業などの社員研修に活用でき
る体験プログラムまで幅広く提供している。
６つの体験分野は①農林漁業体験、②生活文化体験、③歴史文化体験、④自然観察体験、⑤スポーツ体験、
⑥地域産業体験である。宍戸ゼミナール調査では、みなべ町「梅ジャム作り」を事例とした。
「南部梅林」
付近に位置し、代々受け継がれてきた技術と製法を守りながら、新たな商品を開発している「ぷらむ工房
岩本食品会社」での体験調査の結果を事例に考察する。
はじめに、梅ジャムづくりの行程を工場の見学と案内という形で体験する。ここで、素材についての基
礎学習が行われ、梅干しの製造過程が学習出来る（図 3-1）
。
ついで、3 つのグループに分かれ梅ジャムづくりを行った。3 人の講師が各テーブルに付き、質問しや
すい雰囲気の中、調理方法を学ぶことが出来た。ここでは、実際の食づくりを体験しながら、講師及び参
加者相互でのふれあいを通じて学ぶことができる。作る行為により、身体を使い、またその匂いや感触、
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温度などを感じながら学びが深化する。そして、梅ジャム
を冷やす時間を取るために、「梅の種飛ばし」というエン
ターテイメントを導入することで、競い合いながらも遊び
の要素で楽しさが増幅していく。さらに待っている時間に
梅ジュースを味わう。最後に、自分たちで作った梅ジャム
を瓶詰めし、体験した思い出を持ち帰ることができる。
つまり体験を挟んで事前導入として見る・学ぶがあり、
体験後には成果物を入手する仕組みが成り立っている。そ

図 3-1 梅干し製造見学（2010.9.14 筆者撮影）

してその過程で、「楽しむための仕掛け」が用意される。
学生達の間では、ガイドが高く評価され、学びへ誘うインタープリターの存在が鍵でもあった。
1

この仕組みは多くの体験メニューに共通する。ほんまもん体験の公式サイト1では、修学旅行・学習体
験レポートとして「VOL.1 世界遺産に学ぶ」
「VOL.2 黒潮文化に学ぶ」
「VOL.3 ふるさとホームステイ」
「Vol.4
受け継いだ感動」という分類で、各学校の取り組みがレポートされている。概ねこの仕組みを踏襲するが、
「シュノーケリング」や「カヌー」などスポーツや自然散策などは、体験そのものは、形ある製造品を生
み出さない。しかし、体験で得たものは、例えば「チームワーク」
「自然への理解」
「文化への理解」など
は、それぞれ知識や価値観による自己の内部における変化である。結果として、それらを振り返りながら、
学習のまとめが行われる。つまり、これらの体験学習は、概ね「事前の学習」
「現場での体験」
「事後の振
り返り」が重要な仕組みとして成り立っている。
以上から、これら体験メニューを学びの枠組みで分解すると以下の５点である。
①素材に関する事前学習による興味の喚起と知識獲得
②体験を通して、素材に触れる・作る・消費する満足とそこで得られる知識と技能
③体験そのものの「おもしろさ」「楽しさ」の体感とその仕掛け作り
④体験を介在して、ガイド・現地関係者・参加者相互の交流による人的満足
⑤体験後の成果の獲得（必ずしも形ではないチームワークや達成感も含む）

２）
「まちあるき」で観光地を学ぶ
都市観光地では、近年「まちあるき」に注目が集まり、単に観光資源を見る周遊でなく、ガイドととも
に歩きながら、その街の歴史や文化を学ぶ体験プログラムが増えている。中でも「長崎さるく」は、その
先進的事例である。「さるく」とは、ぶらぶら歩くという長崎弁である。
茶谷（2008）によると、慢性的な観光客減少に悩む長崎は、知らなかった長崎での体験と発見をメイ
ンテーマに 2004 年よりまち全体をフィールドとし、歩くことで新たな発見や交流を深める取り組みをは
じめた。コンセプトは、『まち活かし・人活かし』であり、まち歩きが楽しくなる仕組みとして市民が考
えてできたイベントである。2006 年に「長崎さるく博」を開催し、のべ 1023 万３千人が参加し、経済
波及効果は 865 億円にのぼった。この成功から、現在の「長崎さるく」が誕生した。
さるくでは、3 種類の楽しみ方が提示されている。特製マップを片手に観光者が自由に歩く「長崎遊さ
1

和歌山県ほんまもん体験

http://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/ を参照。本データは 2012 年 3 月時点のものである。
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るく（全 45 コース）」、さるくガイドの話を聞きながら歩く「長崎通さるく（全 29 コース、期間限定 10
コース）」、専門家による講座や体験を通じてさらに深く追求する「長崎学さるく」である。他にも、団体
観光客のニーズに対応する「オーダーさるく」や修学旅行向けのモデルコースも用意されるなど観光客の
要望に対応してくれる。
また「長崎子どもさるく」も行われており、小学校 5、6 年生を対象とした「子どもさるくガイド研修」
も行われた。小学生副読本「さるくキッズ」や「子どもさるく DVD」などを活用し、子どものうちから
2

長崎を知って欲しいとの願いから総合的学習に取り組む例もある2。自分の学校の周りを散策し、メモを
とって、手作りのコースマップを作る。意外と知らなかったことに関心が行き、もっとまちが輝く第一歩
に繋がるという。世界遺産暫定リスト「軍艦島コース」では、軍艦島という特別な観光資源をガイドの案
内で詳しく学ぶことができる。
宍戸ゼミナール（2010）では、2009 年 9 月 16 日（水）に２コース（表 3-1）のさるく体験調査を行った。
表 3-1

宍戸ゼミナールで体験した 2 コースの概要

「龍馬が見上げた長崎の空～風頭から亀山社中跡、そして社寺へ～コース」
長崎港を一望できる風 ( かざ ) 頭 ( がしら ) 山には、幕末維新の動乱期に歴史を動かした坂本龍馬の
銅像が立っている。変革の時を駆け抜けた多くの群雄達が闊歩した街並みをめぐる。
「長崎は今日も異国だった～南山手洋館群、港がみえる坂～コース」
南山手周辺には、生活にとけ込んだ昔ながらの居留地の面影が色濃く残っている。貴重な洋館、石畳、
外国人の物語など、居留地の記憶をたどる。

学生達は、体験を通じて、以下のように述べている。
「参加してみて一番に感じたことは、ガイドと共に学びながら歩く 2 時間というのは、あっという間であ
るということだ。亀山社中記念館は、2009 年 8 月 1 日に開館したばかりで、龍馬のことをもっと身近に
感じることが出来た。・・（中略）龍馬がどうしてここまで有名になったのかなど、今まで知らなかった歴
史もガイドの方から詳しく聞くことができた。ぶらぶら散策し、楽しみながらも学べるという点がさるく
の特徴だとこのコースに参加してみて改めて感じた。また、ガイドのＭさんは優しく笑顔の素敵な方で、
私たちの質問に丁寧に答えてくれ、交流が出来た。
」
「長崎さるく」は、たくさんのコースから自分の好みにあわせて自由に選べる仕組みとなっており、メ
ジャーな観光コースを押さえながらも住民だけが知っているエリアを歩き、見て、体験して、楽しみなが
ら新しい発見をすることが出来る。そして、住民ガイドとのふれあいが、長崎という街の魅力をより身近
なものに感じさせ、学びを深めている。体験を通じて学生達が作成した評価シートを整理すると、以下の
４つの魅力があることがわかった。
①特徴や、背景・歴史などを知ることで、街の新たな魅力を発見できる。
②歩くことで面の観光地の魅力を体感し、テーマにあった歴史・文化の追体験が出来る。
③ガイドマップやガイドが介在することで、自ら感じた疑問を解決できる。
④参加者間、ガイドとの交流を通じて、ふれあいの楽しさを知ることが出来る。
2

長崎さるく

http://www.saruku.info/ を参照のこと。なお、本データは 2012 年 3 月時点のものである。
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最近は、多くの観光地でまちあるきプログラムが提
供され、着地型観光商品として注目されている。しか
し、事前のコース設定が不十分であったり、学びの要
素があいまいであったり、ガイドの力量が伴わない
3

場合には不満足になるケースもある3。このことから、
地域の学びの要素を安易にプログラム化するだけで、
商品化出来ると考えるのは問題がある。さるくの成功
は、適切なコース設定、学べる内容の深さ、ガイドの
対応力など、しっかりとしたまちあるきに対する学び
のデザインの結果でもある。その点から、効果を上げ

図 3-2

さるくガイドと歩く（2009.9.18 筆者撮影）

たこの学びの枠組みを考察すると、以下のような特徴が考えられる。
①多くのコースから興味あるコースを自ら選択する（事前にオーダー内容を考える）
。
→参加者が学ぶ目的を意識し、明確にする。
②実際の体験で、問題意識や疑問を明らかにしながら、発見し、新しい知識を獲得する。
→問題意識を解決できる仕組み、体験中の気づきが多い。
③修学旅行など学校教育事例では、さまざまな学びの振り返りを活用する。しかし、観光者参加プログ
ラムには、原則として終了後の振り返りの機会はない。

（2）キャリア教育としての体験
4

総合的学習の柱のひとつである職業体験やキャリア教育4を意識した体験施設やプログラムが増えてい
る。ここでは、以下 2 つの事例について考える。
5

１）子どもが働く体験施設「キッザニア」
5
1999 年メキシコシティに誕生した子ども向け職業・社会体験型施設「キッザニア」は、メキシコ国内
でも人気を博し、フランチャイズという形で、2006 年 10 月キッザニア東京が開業し、次いで 2009 年
にキッザニア甲子園も開業した。
キッザニアは、基本的に親子で来場し、中学生以下の子ども達が、実在企業がスポンサードする各パビ
リオンで、さまざまな職業体験をし、そこで給与として、キッザニア専用通貨「キッゾ」を得て、施設内
でサービスを受け買い物をするという体験を通じて、社会での職業とそれに基づく消費行動を疑似体験す
るものである。
パビリオンは、ハンバーガーやピザ店舗、出版・宅急便など、身近な職業を短い時間で体験し、さまざ
まな職業に触れるとともに、働くことで得られる対価の価値についても考えることができる。パビリオ
3

宍戸ゼミナール（2012）では、高知県内で行った２つの体験観光調査では、まちあるきのコース設定の曖昧さやガイドの
力量不足などから、学ぶ魅力が大きく損なわれている点が指摘されている。

4

キャリア教育とは、
「働くことに関する教育」であり、1999 年の中央教育審議会答申で「望ましい職業観・勤労観及び職
業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる
教育」と説明されている（「教育学用語事典第四版（改訂版）」）。

5

キッザニアの取り組みについて、キッザニア甲子園事業部小西ゆかり氏に 2012 年 2 月 7 日（火）にインタビューを実施した。
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ンでの体験は、30 分程度であり、可能な限りリアルな環境を作っており、体験する子ども達にとっては、
さまざまな職業とその業務に触れることができる。施設側も、一般来場だけでなく、学校の総合学習や遠
6

足などでの利用を視野に、さまざまな学びのプログラムモデルを提示している（図 3-3）6。
学校における事前・事後学習は、キッザニアでの経験を一過性のイベントにしないこと、日常の学
校や家庭での生活場面とキッザニアでの擬似的な社会活動とを接続する意味を持ちます。
■「事前学習」としては、
①日常の働き（お手伝いや係り活動）の振り返り
②知っている仕事の振り返り
③活動目標を事前に立てること
■「事後学習」としては、
①体験の発表と学級内での共有
②キッザニアの体験と学校における学習とのつながりを考える
③キッザニアの体験と日常生活とのつながりを考えるということを学ぶことによって、キッザニアで
の体験はより効果的なものとなります。

図 3-3

学校における事前・事後学習の意味（キッザニア公式サイトより、抜粋）

井田（2008）は、10 歳までに職に触れることが大切であり、キッザニアでの体験を通して、以下の 6
点の学びの意義を例示している。
①きちんとしたあいさつを覚える（デパートパビリオンでの挨拶・マナー体験）
②役割分担で心の折り合いを学ぶ（警察署パビリオンでの警察官・鑑識・連絡係）
③人前で自分の意見が言える子に（証券会社パビリオンでの調査と発表）
④か弱い命への触れ方を知る（病院パビリオンでの育児体験）
⑤食＝清潔の感覚を覚える（ソフトクリームショップでのソフトクリーム作り体験など）
⑥お金のやりくりを考えられる子に（銀行預金、トラベラーズチェック等の利用）
この例示について考えれば、各学習の目的は、本来は学校教育の場において学ぶことが出来るものである。
しかし、実際に子ども達がリアルな空間で、本物の施設・設備を利用し、実体験できることにより、学校
のプログラムでは得られない刺激と気づきをもたらすことが期待できる。また、学校では、それぞれ分割
された学びが、ここでは「キャリア教育」という観点から総合的に体験できることから、その効果が期待
できる。同時に、パビリオンで仕事を教えてくれるスーパーバイザーや一緒に体験した初対面の仲間達と
の交流による効果も大きいと考えられる。
また、実際に学校プログラムとして、取り入れる例もある。
筆者が行った担当者へのヒアリングによると、
小学校や中学校の校外学習としての原則関西圏から遠足や総合的学習での利用がメインであるが、四国・
九州からの修学旅行利用もあるという。学校利用に対しては、「事前・事後学習資料」等を配付し、事前
に学び、現地での体験を経て、再び学校で振り返りを行うことが基本的な枠組みである。出来上がった成
果として新聞やレポートなどを送ってくれるケースもあるという。
それらの成果物を見ると、1,2 回の来場で大きな変化はないかもしれないが、子ども達なりに大きな気
づきがあると考えられ、教育効果は大きいと考えられる。基本的には「知らない職業に出会える」「引き
出しが増える」などの成果を期待しているという。
英語プログラムの導入や、キッザニアでの体験後、スポンサー企業の社員に学校に行ってもらう「キャ
リア教育実践プログラム」、さらには 2012 年 2 月に、中学生向けの貸し切りイベント「ジュニアキャン
パス・ナイト」を実施し、スポンサー企業の社員との交流機会の設定なども試みている。
6

キッザニアグランドサイト

http://www.kidzania.jp/

を参照。
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授業での活用を想定する「学習プラン」を提供しており（表 3-2）
、
具体的な授業計画案も提示している。
実際に、教員達がこのような施設を活用して学習する場合に限らず、修学旅行においても、いかに体験の
事前事後の授業と関連づけて、効果的に学ぶかが問われている。

またキッザニア内での体験が、都市における職業体験であることに対し、地域における第一次産業の体
験を素材とした「Out of KidZania」も実施している。これは観光地域における体験プログラムと類似する
商品で、子ども向けに特別な体験ツアーとして提供しているものであるが、「グループに分かれて、リア
ルな仕事現場を取材し、仕事内容や働く人のことを書いた新聞を作り、発表する」ことを目的にしっかり
とプログラムが組まれ、キャリア教育という視点は明確である。
キッザニアでの体験は、学校プログラムでの利用については、明確な学習プログラムが提示されている。
一方で、一般来場者については、事前・事後の学習はなく、来場時のモチベーションの設定なども多少少
ないかもしれない。それでも、通貨キッゾやキャッシュカード、さらには運転免許証の交付などのシステ
ムは、リピートを継続させるという点で、経営側にとっての利益向上だけでなく、来場者の学びの蓄積に
も効果がある。また、親など同行者のちょっととした声がけや対応で、効果が上がっていくものである。
このように、プログラム外での学びの深化も重要な視点である。
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２）仕事旅行社
仕事旅行とは、2011 年 1 月に設立された合同会社仕事旅行社が提供する「憧れの仕事を短期間体験出
来るサービスを提供する」仕事体験商品である。最近の観光教育機関では、インターンシップやフィール
ドワークなどの形態でさまざまな産業現場を体験することができるが、社会人にとっては、個別のコネク
ションなどがない限り、なかなかそうのような体験はできない。そこで、就職や転職などのきっかけづく
りも含め、興味がある世の中の仕事について、見聞きできる機会を提供するものが「仕事旅行」である。
表 3-3

7

仕事旅行社の仕事体験例（仕事旅行社サイトより抜粋7）

そこでは、以下の 3 つの観点からの仕事旅行が提案されている。
①見る：個人で入ることの出来ない「お店」の裏側や「会社」のオフィスなどの憧れの職場を、転職・起
業前の下見として、今の仕事の参考として、仕事旅行で見に行く。
②聞く：数時間から数日間かけて、たっぷり他の職業につく人と話をして、その仕事の実情や仕事につく
方法を教わったり、ちょっとした異文化交流を楽しむ。
③体験する：客として参加する体験旅行やワークショップと違い、働く人側の視点から可能な限り本当に
近い仕事をご堪能することができる。
具体例としては、
「○○になる旅」として、表 3-3 のようなものがあるが、随時体験職場を募集している。
具体的な流れは図 3-4 の通りだという。
①現地到着

②仕事説明
図 3-4

③質疑応答

④仕事体験

⑤反省会

仕事旅行社のプログラムの流れ

ここでの仕事体験の学びの構成は、大きく
３つの点から説明できる。
①自分の体験したい仕事を選択する
②現地にて学ぶ、体験する、交流する
③反省会で振り返る
また、現在の商品は、20 代後半から 40 代
前半が主な利用客層であるが、今後は大学生
7

見たことない仕事、見に行こう仕事旅行社
である。なお、詳しくは第 4 章を参照。

http://www.shigoto-ryokou.com/ を参照。データは 2012 年 3 月時点のもの
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向けの商品造成も検討して行く予定だという。その場合は、事前・事後の学習プログラムの検討などが必
要と考え、PDCA サイクルを利用し、図 3-5 のような仕組みを検討している。
仕事旅行社としては、専門学校・大学

におけるキャリア教育での活用や興味ある若者の参加を想定し

ているという。

（3）その他の学習型観光プログラム
8

JTB 法人東京（以下、BWT）は、「旅いく」プログラムを多数提供している8。この「旅いく」とは、
BWT がお茶の水女子大学と共同研究で開発した、子どもたちの「生きる力の芽」を育む本物体験プログ
ラムである。「家族で楽しむ休日のお出かけ」から「子どもと共に生きる力の芽を育てる機会」へと発想
転換し、以下の 4 つのテーマにおいて、親子で楽しめるホンモノ体験を提供している。
①モノをつくる

②街ではたらく

③自然に学ぶ

④文化に親しむ

プログラム内では、体験だけでなく、その後の振り返りなども盛り込まれ、学んだことをしっかりと身
につけるプログラムとすることが意識されている。前述の「Out of KidZania」もキッザニアが協力企業と
企画・運営し、BWT が主催する形でプログラムが提供されている。
また、川崎市はニューツーリズムとして「産業観光」に取り組み、その先進事例として知られるが、
「ス
タディ・ツーリズム」という視点から工場見学を柱に旅行会社とともに産業観光ツアーに取り組んでいる。
各企業も企業が製造する商品や技術を広く社会に伝え、理解を深めるために積極的に「来て！見て！知っ
て！」をキーワードに学習型観光に取り組んでいる。同時に検定の合格者による産業観光ガイドを養成し
ている。これらは一例であり、現在は、多くの旅行商品や体験として「学び」の要素を持った観光体験が
9

行われている9。交通運輸や宿泊業の分野でも、子ども向けの体験をはじめ、さまざまな体験提供型商品
が増えている。
このような観光体験メニューにおける学びの枠組みにも今後注目する必要がある。

４．考察
学校教育が取り組む教育旅行等の学習型観光については、すでに述べてきたように授業や特別活動の一
環として、ある教育目的にそってプログラム化され、取り組みが行われるが、一般観光客が利用する体験
や観光商品については、必ずしもその手続きは必要ではない。単なる体験の導入や売れる商品作りが目的
となって、ニューツーリズムという名称のもと、その学習効果や学びの仕組みについて十分検討をしない
まま商品化されている例もある。冒頭に述べたように、「学び」を資源に楽しむことが学習型観光だとす
れば、すでに一定の役割は果たしているといえるだろう。
しかし、ここで取り上げた観光地域や施設等での学習型観光の取り組みでは、
「学習」
「学び」に対する
効果的なプログラム化を目指すために、学びを深化させるために、いくつかの枠組みに基づいて商品が提

8

子どもがキラめくホンモノ体験 旅いく（JTB 法人東京）https://tabi-iku.jtbbwt.com/ 参照。データは 2012 年 3 月時点の
ものである。現在の社名は JTB コーポレートセルス、詳しくは第 6 章を参照。

9

スタディ・ツーリズムの勧め－川崎市の産業観光の魅力
2012 年 3 月時点のものである。

http://k-kankou.jp/study_tourism/index.html を参照。データは
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供されていた。それは、広義の意味で「楽しむ」ために、しっかりと「学ぶ」にはどうするかを考えたも
のでもあった。魅力あるプログラムとする過程で、意図的にまたは暗黙の了解として、教育学や認知科学
における「学習」や「学び」の枠組みが意識され、活用されていた。
本章で検討した学習型観光における学びの枠組みを整理すると、以下の５点である。
①学びのための目的と明確な体験メニューの提示及び学びが進む仕組みの構築
②導入としての事前学習（または学習前の心構え）の設定
③体験時における学びを深化させる仕組みづくり
（体験レベルの設定、インタープリターの配置とスキルアップ、体験の関係同士の交流）
④振り返りとしての事後学習の設定
⑤学びの継続性につながる気づき
（一過性でない楽しみに気づき、体験したことから学びへとつながる仕組み）
以上は、いくつかの学習型観光プログラムの事例から、仮説的にその学びの枠組みを抽出したものであ
る。今後は、この枠組みの妥当性を検討するためにも、多種多様な学習型観光の事例を取り上げ、そのプ
ログラムの詳細を分析するとともに、いくつかの事例においては、学びが進むプロセスや「気づき」の状
況、体験する側（学習者）の評価などにも注目していく必要がある。
学習型観光における「学び」の効果を考え、魅力的なプログラムとするためには、このような学びの意
味に基づいた枠組みを活用して取り組むことが重要であると考えられる。これは、「学び」を目的とする
学校等の教育旅行への対応では、必ず意識され求められているものであるが、広く学習型観光に取り組む
場合にも、観光が持つ教育効果を検討し、観光体験によって、何を学び、どのような気づきがもたらされ
るのかを考えて、プログラム作りや商品作りに着手することが必要であるといえる。

＊本章は、
「宍戸学（2012）
：学びを目的とする観光プログラムの商品化とその教育的枠組み . 日本観光ホスピタリティ
教育学会全国大会研究発表論文集、11 号、3 － 16」をもとに加筆修正したものである。
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第４章

学習型観光における体験プログラムの評価に関す
る考察～職業体験「仕事旅行」を事例に～

１．研究の背景と目的
（1）学習型観光の現状と課題
近年、体験や学びを通して知的好奇心を満たし、自己実現をはかる学習型観光が注目されている。宍戸
1

（2011）は「学習型観光とは、学びの要素を魅力とする観光行動」と定義している1。
学校現場では、明治期より「修学旅行（＝教育旅行）
」が実施され、
近年は観光地側も新しい体験メニュー
の開発に取り組み、観光産業界も学びをテーマに商品開発を進め、学ぶ体験商品は急増している。これら
学習型観光プログラムは、修学旅行だけに限らず、一般的な旅行商品としても多数流通しているが、それ
ら学習型観光が持つ「学び」の意義を考え、その教育的価値を検討する機会はまだ少ない。多様な観光形
態が求められる現代にあって、学習型観光も重要な役割を担っている。そこで学習型観光がもつ観光にお
ける教育としてのフレームワークを明らかにする必要がある。

（２）これまでの研究成果と本研究の目的
そこで、宍戸（2012）は、各地域や企業における学習型観光の先進事例を抽出し、
「学習型観光のフレー
2

ムモデル」として以下 5 つの学びの枠組みを例示した2。

①学ぶ目的と体験メニューの提示、学びが進む仕組み
②事前学習（または学習前の心構え）の設定
③体験時における学びを深化させる仕組み
④振り返りとしての事後学習の設定
⑤学びの継続性につながる気づき

本章では、この枠組みの妥当性を検討するため、商品型インターンシップ「仕事旅行」を事例にプログ
ラムの詳細分析と学びが進むプロセスや「気づき」の状況、体験者（学習者）の評価に注目し、考察行う
ものとする。

宍戸（2011）については、第 2 章を参照のこと。

1
2

宍戸（2012）については、第 3 章を参照のこと。
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２．研究の対象と方法
（１）研究の対象
教育機関においては、これまでも学生の就職活動支援を行ってきたが、近年は学生の気質の変化や就職
が難しい社会情勢、さらには社会の求める人材像などを意識し、在学中に職業観や自らのキャリアプラン
3

を考える機会としてキャリア関連科目が導入されるようになっている3。そして、
就業体験
（インターンシッ
プ）や視察などの形態で、企業現場での体験教育が行われている。しかし、学生達が自由に業界業種や業
務を選ぶこと、さらには社会人となった後に、自分の転職やキャリアを考えることを目的に就業体験する
ことは容易ではない。
就職が困難な時代を迎え、終身雇用制度が崩壊していく中で、転職する機会も増えおり、さらに自分の
生きる道を模索し、自分のキャリアプランや職業への適性などを考えることが求められているともいえる。
このような情勢を背景に、憧れの仕事を短期間で体験出来る職業体験商品「仕事旅行」が生まれたといえ
る。「仕事旅行」は、就職や転職のきっかけづくりも含め、興味がある世の中の仕事について、
「見る・聞く・
体験する」3 つの観点から構成されている。具体例としては、
利用者が 52 の体験メニュー「○○になる旅」
（2012 年 9 月 16 日現在）から、希望するものを購入する仕組みとなっている。
現商品は、20 代後半から 40 代前半の女性が主な利用客層であるが、キャリア教育において、幅広い
職業に触れる機会を提供することが出来ることから、
仕事旅行社は大学生向けの商品開発を模索していた。
そこで、学生向けのキャリア教育商品としてのプログラム評価を行うために仕事旅行社と共同研究を行っ
た。

（２）研究方法
本研究においては、次の２つのプログラム体験を行い、その評価を行う。
①体験型（観光）商品「仕事旅行」の魅力と課題を検討するために、モニター体験する。
②体験購入から実施、事前・事後ワークショップ（以下、WS）を実施し、プログラムとして評価する。
以上のプログラムを学生達に体験してもらい、評価することとした。

３．仕事旅行体験を通じたプログラムの現状と評価
（１）モニター体験調査概要：参加者ゼミ生 22 名
本研究において、横浜商科大学宍戸ゼミナールで観光学を選考する 3・4 年生 22 名の学生達に被験者
となってもらうこととした。具体的には、以下の４段階での体験と評価を行うこととした。

①事前ワークショップ
3

２０１２年５月２３日（水）14：40 ～ 16：10

講師：仕事旅行社社員

就職や職業のための教育に関する概念として、職業指導・キャリア教育・キャリア支援などがあるが、就職準備だけでなく、
大学生活および将来への備えとして学生が主体的にキャリアを考えるキャリア教育・キャリアデザインなどの用語が用
いられることが多い。詳しくは、田澤（2011）を参照。
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第４章 学習型観光における体験プログラムの評価に関する考察～職業体験
「仕事旅行」
を事例に～

テーマ「自分にあった仕事を探す旅」
仕事に対する考え方のミニ講義の後に、小グループに分かれて、以下の３点について、ワークショップ
を行った。
１）小さい頃の夢

２）自己分析

３）職業選択

②仕事旅行体験：各仕事旅行受け入れ先にて、学生自ら体験する。
・体験期間
・体験先

２０１２年６月１日（金）～ 6/30（土） いずれも体験は１日のプログラム

枕職人 4 人 , ドッグトレーナー 3 人 , バッグデザイナー・バリスタ・イルカトレーナー各 2 人 ,

乗馬クラブ・花屋・ジュエリーデザイナー・スタートアップ企業・整体師・眼鏡職人・雑貨屋・フー
ドジャーナリスト

③事後ワークショップ

各1人

２０１２年７月５日（木）16：20 ～ 17：50

講師：仕事旅行社社員

仕事旅行体験後に、小グループに分かれて、各自の体験をふり返り、その体験で得たことについて、シェ
アし、仕事を考える意見交換を行った。
１）確認シート記入

２）体験のシェア

３）意見交換

④質問紙調査回収数
以上の体験を通じて、ゼミ生に評価アンケートを実施した。また、仕事旅行社が実施している体験者へ
のアンケート結果も参照した。
１）仕事旅行社実施 WEB アンケート調査
２）体験ゼミ生調査

113 名

22 名

（２）調査結果分析
前項で述べたように調査を実施したので、それぞれについて以下の通り考察する。

①ワークショップ評価
学びを深化させるために実施し
た、事前・事後 WS において行った
評価は図４- １の通りである。5 段階
評価で、各項目の平均値は 3.81 ～
4.31 と一定の評価を得たといえる。
傾 向 と し て は、 事 前 WS に よ り 仕
事への関心と理解度は確実に高まっ
た。このように体験の前に、自分を
見つめる機会が有効であり、そのこ
とにより実際に体験する仕事への関
心が高まったと考えられる。いきな

図 4-1

WS 比較調査

り体験するよりもキャリア教育としては必要な手法で、効果がある。さらに事後 WS は、自分の考えをま
とめ、自分の取り組みを振り返る過程が楽しく感じられ、評価された。特に他のゼミ生の経験をシェア出
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来ることへの評価が高いと
いえる。

②体験評価
仕事旅行社が実施する参
加者の WEB アンケート結
4

果4は、5 段階で 4.6 点の高
評価である。参加者は 20
代後半から 30 代の女性が
多く、参加動機の多くが「そ
の職業への興味」であり、
社会経験を得てきた中で、
転職や自分を見つめる機会
として「興味ある仕事を自ら

図 4-2

ゼミ生の体験後の評価

選択し、実際に仕事を体験出来たこと、そのプロと交流できたこと」に高い満足があることが判明した。
自由記述からは、十分な体験や指導を受けられないケースも一部見られたが、現場で業務遂行をしながら
指導することの難しさについては、社会人なりに理解を示しており、大きな不満とはなっていない。また、
学生による体験評価は、図 4-2 の通りである。
「楽しさ 4.62」
「教え方 4.62」
「交流満足 4.57」
「わかりや
すさ 4.52」などから、こちらの評価は高いといえるだろう。特に仕事人と人間関係を持てたことに対す
る満足度が高い。

③本プログラム評価
そして、WS も含むキャ
リア体験としての仕事旅行
の総合評価を行った。その
結 果 は、 図 4-3 の 通 り で
ある。「体験満足 4.35」
「交
流満足 4.30」が高い評価
を得た。やはり、自ら仕事
を選び、体験しながらも指
導者との交流で、さまざま
な気づきを得られることへ
の評価が高い。一方で、
「総

図 4-3

ゼミ生のプログラムの評価

合評価は 4.15」となり、仕事旅行社の社会人による WEB 評価より低く出ている。これは事前事後 WS も
含めたキャリア教育の可能性への総合評価であり、観光体験の研究をする学生目線で少々厳しい評価と
なったことが、自由記述からもうかがえる。
4

web サイト上で実施している体験者のアンケート結果を入手し、分析した。データの結果は、2012 年 10 月現在のもので
ある。
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第４章 学習型観光における体験プログラムの評価に関する考察～職業体験
「仕事旅行」
を事例に～

また、学生達の自由記述を分析すると実際には仕事旅行先による評価にばらつきが見られた。一部の体
験先では、「あまり体験出来なかったこと」に対する低い評価があった。やはり、体験を期待して参加す
る学生達にとっては、その体験内容や方法が重要であり、体験先だけでなく、そのプログラムの質保証も
重要だ。
5

最も低い評価は「価格満足 3.0」であり、やはり学生にとっては、高額な商品と評価されている5。体験
時間が短いまたは体験出来る部分が少ないことで価格評価を下げている例もあった。一方で、満足度の高
い体験が出来た場合や、眼鏡や枕など自分で使用する製品を作り、持ち帰れるような体験については、価
格以上に価値を認めた評価もあった。体験によって得られた成果が見える形であることで、満足度が高ま
る傾向があることを示していると考えられる。

（３）学生達のまとめ分析
体験を通じて、学生達によるまとめを行った。その議論によるまとめを分析すると、以下の 4 点が代
表的評価として指摘された。
①プロに触れ、発見し、刺激を得ることが商品魅力となっている。
②実際に体験出来る内容と時間の充実が必要であり、それには体験の満足度が不可欠。
③前事の WS で動機付けされるが、まだ実施に方法には工夫の余地ある。
④漠然としたキャリアでなく、学生向けにはテーマや目的を明確にすべきである。
以上から、学生達は商品価値を認めつつも、仕事体験実施における現場での対応やキャリア教育として
のプログラム実施については、改善の余地があることを示したといえる。

４．考察
学習型観光は、楽しみや知識獲得につながり、有効な観光体験となる。しかし、社会人と学生さらには
学生間で、それぞれの知識・経験度合いにより、体験評価は異なる。このことは宍戸（2004）が指摘し
た観光体験と知識基盤の関係からも窺える。今後は、参加者の状況やニーズを捉えたプログラム作りとそ
れに対応できる学習前の動機付けや学習後の学びの深化へ向かうプログラム作りが重要である。

＊本章は、「宍戸学（2012）：学習型観光における体験プログラムの評価に関する考察～職業体験「仕事旅行」を事
例に～．日本国際観光学会第 16 回全国大会発表レジュメ集、60-61.」を加筆修正したものである。
5

研究時点での仕事旅行の販売価格は、およそ 10,000 円～ 60,000 円であった。学生達が選択した商品は、10,000 円～
18,000 円のものであった。今回は、研究のための、体験価格を少し下げて実施したが、それでも学生には高額に感じら
れるのだろう。
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第５章

教育旅行における体験プログラムの学習効果と情
報提供に関する考察

１． 研究の背景と目的
1

観光振興の手法として、教育旅行1誘致に積極的に取り組む地域が増えている。観光の教育効果を活用
する教育旅行には、大きな経済効果があるからである。
2

2010 年度の高等学校の修学旅行平均費用は、95,737 円2、全国では約 1,000 億円の旅行消費があった。
「平成 22 年度沖縄修学旅行動向調査報告書」によると沖縄への高校修学旅行の平均費用は 97,961 円、1
校平均生徒数 217.1 名、受入実績 1,531 校で試算すると 325 億円程度の旅行消費額が発生したことにな
3

る。観光地収入と考えられる宿泊費割合 30.6％、体験学習費割合 6.4％3を前提に試算すると県内の経済
効果は約 120 億円である。さらに教育旅行は、地域内交流の機会を提供し、魅力ある資源発掘やプログ
ラム開発につながるなど、経済効果以外の波及効果もある。このような理由から、
「教育旅行誘致協議会」
等を設立し、教育旅行に注力する地域は全国に広がっている。
学習素材が対象となる教育旅行には、教育目的や学びの枠組みを示すことが必要であり、各地域は、経
4

済効果だけではなく、教育プログラムの充実を図ることが求められる4。すでに第 3 章で述べたとおり、
和歌山「ほんまもん体験」や長崎「さるく」は、この教育的枠組みを重視し、教育効果を上げていると考
5

えられる5。
一方で、大橋（2009）は、修学旅行の適正実施のため、学校の旅行会社選定に競争入札が導入された
場合に「目的・旅行日程・旅行方面・経費目安・宿泊施設の規模と特徴・契約年数の確認」の 6 項目で
判断したという事例を紹介している。つまり修学旅行の実施には、正しい情報・良いプラン・その他の実
施のための諸条件を検討する必要性があり、さらには学校と旅行会社の信頼関係が重要であると指摘す
6

る6。
観光地にとっては、まず旅行の目的地に選んでもらうことが重要であり、そのためには教育内容と効果
をいかにＰＲ出来るかが鍵となる。そのためには教育旅行誘致活動を通して、旅行会社や学校に当地での
教育旅行の意義や学習効果を明確に示す情報が求められる。
1

修学旅行と教育旅行という用語は一般的に混同して使われるが、本研究では「教育旅行は学びの要素を持つ旅行全般」とし、
「修学旅行は学校行事として実施される教育旅行」と定義している。

2 「データブック教育旅行年報 2011」による。前年度より 2,080 円増加したが、サンプルに私立高校が増えたことが理由
である。公立学校は、国内修学旅行実施基準で上限金額が定められるケースもある。例えば、平成 23 年度東京都は
79,800 円を上限としている。
3 （財）日本修学旅行協会（2011）：データブック教育旅行年報 2011 を参照。
4    詳しくは、宍戸学（2011）を参照。
5

詳しくは、宍戸学（2012）及び第 3 章を参照。

6

修学旅行における競争入札と契約については、大橋虎男（2009）を参照。
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以上から、本章では、教育旅行誘致を行う地域が、体験内容と学習効果をどのように構成し、どのよう
な情報として提供しているか、その現状を整理し、考察する。

２．教育旅行誘致活動の情報概況
（1）専門誌における情報提供の状況
観光業界紙「観光経済新聞」は、中学校・高等学校の「教育旅行」を毎年 1 回ずつ特集し、
業界誌「TRAVEL
JOURNAL」は「教育旅行ガイド」を毎年発刊している。いずれも国内外地域の魅力的な観光資源と体験
プログラムを紹介し、学校を中心とする利用者へ情報を提供している。また、各学校の教育旅行の取り組
み事例も紹介され、国内外観光地や観光業界及び教育機関にとって、教育旅行への取り組みの重要性が示
されている。これらは、学校側がどのように教育旅行を実施するかに焦点があてられており、各地域の立
場で見ると、資源や体験プログラムの紹介にとどまり、各地域の誘致の取り組みなどは明らかでない。
そこで、教育旅行誘致の状況を把握するために、（財）日本修学旅行協会発行の月刊誌「教育旅行」の
2006 年 11 月号～ 2012 年 10 月号の 72 冊を対象に記事分析をした。教育旅行関連の唯一の専門誌であ
る本誌は、教育旅行の動向、素材紹介、各学校の教育実践例、国際交流促進への情報提供、博物館や資料
館などが紹介されている。グリーンツーリズムや産業観光などをテーマとする特集では、地域の取り組み
が紹介されているが、誘致組織としての取り組みを取り上げる事例は少ない。この中で、自治体や教育旅
行誘致協議会等の取り組みをメインに紹介した記事は表 5-1 の７件のみであった。
地域の観光資源や体験プログラムを紹介する点はいずれもほぼ同じで、受入側の取り組みとして、例え
ばパンフレットづくりや受け入れ窓口の一本化、誘致推進協議会の設立と今後の対応などが紹介されてい
る。教育旅行の受入
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での学習効果を高めるために、いかに効果的に体験するか、また事前・事後学習など具体的な学習方法を
示す情報は、ほとんど見ることは出来ない。

（2）都道府県の教育旅行誘致のウェブサイト
そこで、教育旅行情報の発信内容を把握するために各地域の観光情報ウェブサイト調査を実施した。
調査は、2012 年 10 月 3 日～ 10 日に（社）日本観光振興協会のリンクにある 47 都道府県観光協会公
式観光情報サイトを閲覧し、トップページ掲載のバーナーや項目及びサイトマップから、「教育旅行また
は修学旅行」に関する情報を抽出し、内容を吟味した。
概要を表 5-2 に示したが、47 都道府県の観光情報サイト内で「教育旅行関連情報」を明示していたの
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は 22 地域であった。さらに yahoo で
「地域名及び修学旅行または教育旅行」
をキーワードに検索し、上位 30 件を
見ると、32 都道府県の教育旅行関連
ウェブが把握出来た。
京都市など 20 の政令指定都市では
7 件、市単位でサイト開設している例
もあった。内容は体験プログラム紹介
とモデルプラン・受け入れ組織紹介・
関連パンフレット掲載が主である。観
光情報サイト内で説明するもの、独立
サイトを構築し、多くのカテゴリーで
学習用コンテンツを掲載するなど、情
報量の違いは大きい。
実際に学校が修学旅行先を決めるに
は旅行会社の提案や競争入札がある
が、これらウェブ情報は教育内容を検
討するにあたり重要な情報源である。

３．地域での修学旅行誘致
の取り組み

表5-2 観光情報サイト内における教育旅行等の情報
自 治 体 WEB内 表 示
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神奈川県
山 梨 県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
長 野 県
愛 知 県
福 井 県
岐 阜 県
静 岡 県
三 重 県
大 阪 府
滋 賀 県
京 都 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
広 島 県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
山 口 県
香 川 県
徳 島 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県

○
×
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
×
○
×
×
×
×
×
○
×
○
×
○
○
○
×
○
○

教 育 旅 行 関 連 Webの 有 無

情報箇所

北海道教育旅行サイト
あおもり教育旅行ガイド
岩手教育旅行ガイド
みやぎ産業体験学習 教育旅行
×
×
福島県教育旅行サイト
×
×
×
×
教育旅行 海を渡って
教育旅行ガイド（南関東地域）
×
体験型教育旅行
新潟教育体験旅行
富山de修学旅行
修学旅行
長野県学習旅行
愛知・名古屋教育旅行＆体験学習
×
×
教育旅行を探す人
体験学習プログラムを探す
大阪修学旅行ログ
修学・教育旅行ガイド
×
教育旅行はぜひ兵庫へ
奈良県修学旅行ガイドブック
ほんまもん体験（修学旅行・体験学習レポート）
広島教育旅行ナビ
鳥取県教育旅行ガイド
島根教育旅行のご案内
岡山県教育旅行ガイド
×
×
学び・体験・感動！教育旅行徳島
修学旅行の思い出を作りませんか
×
福岡県修学旅行ガイド
×
修学旅行
くまもとの教育旅行
新・大分物語
×
教育旅行
沖縄修学旅行ナビ

独立サイト
共通URL内
サイト内
サイト内
×
×
独立サイト
×
×
×
×
共通URL内
サイト内
×
×
別サイト
サイト内
サイト内
独立サイト
サイト内
×
×
サイト内
サイト内
サイト内
独立サイト
×
別サイト
別サイト
サイト内
独立サイト
サイト内
サイト内
共通URL内
×
×
別サイト
サイト内
×
サイト内
×
サイト内
サイト内
独立サイト
×
サイト内
独立サイト

教育旅行の情報提供の状況は、実際の教育旅行受入実績と関連が深い。高等学校の修学旅行目的地の都
道府県別順位は表 5-3 の通りである。この中で上位地域を対象に検討する。2 位の北海道は、
宍戸（2011）
にて「北海道体験観光推進協議会」が「北海
道教育旅行ガイドブック」等で体験メニュー
公開し、
「教育旅行受け入れ事業所のガイド
ライン」をクリアした事業所を掲載する品質
7

保証につとめていることを指摘した7。
そこで、本研究では、長崎・鹿児島・福岡・
大分を含む九州全域及び沖縄を対象に調査を
行った。

（1）九州観光推進機構

7

表 5-３
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

修 学 旅 行 旅 行 先 都 道 府 県 ベ ス ト 20

旅行先
件数
順位
旅行先
件数
沖 縄
1,424
11
新 潟
110
北海道
1,054
12
広 島
89
東 京
516
12
福 岡
89
京 都
376
14
熊 本
79
長 崎
282
15
神奈川
51
長 野
267
16
兵 庫
44
千 葉
228
17
福 島
30
鹿児島
176
18
山 形
28
奈 良
167
19
大 分
25
大 阪
155
20
青 森
24
DATA BOOK2011 教育旅行年報より筆者作成

北海道では、北海道体験観光推進協議会が中心となって、積極的に誘致活動が行われるとともに、各種研修会や受入のた
めのガイドライン等が定められている。詳しくは、宍戸（2011）および第 2 章を参照。
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8

修学旅行誘致のために広域連携に取り組む九州観光推進機構8の教育旅行誘致の取り組みに着目した。
教育旅行誘致の情報提供の手法として、ウェブサイト以外に各地域が業界・学校向けにガイドブックを
発行している。修学旅行の体験メニューが紹介されていることから、いわば商品メニューだといえる。ど
のような種類のメニューが、どのように紹介されているか、各素材種別の紹介事例を表 5-4 にまとめた。
体験プログラムは 100％記載されているが、その他メニューは、各地域資源の特性により異なる。実
際に該当資源はあっても修学旅行の受入が可能かどうかも課題となる。平成 23 年度の受入件数の多い長
崎・福岡のメニューの豊富さが目立っている。特に「長崎県教育旅行体験プログラム」は、114 ページ
という分量で、「学習のポイント」を

表5-４ 九州修学旅行資料集の掲載内容一覧

明示し、学習ストーリーとして「テー
マ設定→事前学習→事後学習：参考
資料」を示している。一方で、ガイ
ドブックの掲載件数が少なく、十分
な情報発信が出来ない地域もある。
教育旅行誘致には、アクセスやモデ
ルルートの提示、受け入れ施設の概
要や問い合わせ先は不可欠であり、
その情報提供が十分されていないの
は課題といえる。ただ、少ない件数
でも徐々に相互の取り組みを参考に
情報内容を充実させ、誘致に積極的

メニュー
体験学習プログラム
平和学習
環境学習
産業観光
国際交流
民泊
福祉
歴史
博物館・資料館
神社・仏閣
都市部（まちある
き）
アクセス
モデルコース
問合せ一覧
ガイドページ数
掲載率
受入数（半日単位）

都道府県名
0:未掲載 1:掲載
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 掲載率
1
1
1
1
1
1
1
100%
1
1
1
0
0
0
1
57%
1
0
1
0
0
0
1
43%
1
1
1
0
0
0
0
43%
1
0
1
0
0
0
0
29%
0
1
1
0
1
0
1
57%
0
0
1
0
0
0
0
14%
1
1
1
1
0
1
1
86%
1
1
1
0
0
0
1
57%
1
0
1
0
0
0
0
29%
1

0

0

0

0

1

1

43%

1
1
1
22
86%
89

1
1
0
22
57%
22

1
0
1
114
86%
282

1
1
0
15
29%
79

0
0
0
6
14%
25

1
0
0
15
29%
4

1
1
1
41
71%
176

86%
57%
43%

に取り組もうとする地域もあり、九州全体での情報発信力は高まっている。
九州の修学旅行の受入実績は、2010 年度は 2005 年度に対し 105% と僅かだが増加している。2011
年度は東日本大震災の影響で、関西地区の修学旅行振替特需が 300 校以上発生し、増加したが、北海道
や沖縄に比べると今後の取り組み強化が必要と考えているという。九州観光推進機構の取り組みで、7 県
の教育旅行誘致が連携し、情報共有が進み、教育旅行誘致活動が活発化してきている。九州観光推進機構
開設以来 8 年間、大都市を中心に各県の情報提供や合同で修学旅行説明会・相談会を行い、2012 年 1 月
9

に「教育旅行ネット」を開設している9。
各県の取り組みや情報提供の量・方法には違いがあるので、相互にメリットをあげることが期待される。

（2）沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄県は教育旅行のメッカであるが、平成 19 年をピークに減少傾向にある。そこで沖縄観光コンベン
ションビューローは様々な対応を行っている。平成 22 年度に沖縄修学旅行動向調査を行い、資源の魅力

8

九州観光推進機構とは、知事会や経済同友会などからなる九州地域戦略会議で策定された「九州観光戦略」の実行組織と
して平成 17 年 4 月に設立された。

9

九州観光機構梶屋博之氏へのインタビューは、2012 年 3 月 22 日（木）に実施した。
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の大きさに対して、「安心・安全、管理のしやすさ」
「受け入れ体制の整備」が課題であると認識し、対応
をはじめた。
調査では、6 割が「事前学習が出来るツール」や「学校のニーズにあわせた提案」を求めているが、そ
のための教育的対応にも力を入れている。
「沖縄修学旅行ナビ」は、他地域の修学旅行ガイドとは異なる
コンセプトで作られている。自主研修プランの進め方がガイダンスされており、「①事前学習→②テーマ
検討の準備→③自主研修プラン作り→④自主研修当日→⑤まとめ→⑥発表」
という具合に学び方を例示し、
全編を通して、
「体験×学ぶ」「見る×学ぶ」「読む×学ぶ」
「考える」という学習者視点で構成されている。
さらに、生徒達が考えるワークシートを提供し、事前・事後の学びをサポートしている。教員向けのナビ
プラスには、ワークシートの模範解答例や学習教材の紹介など事前事後学習に役立つ情報も掲載されてい
る。実際に教育旅行を実りあるものにするための優れた教材である。
また、調査を踏まえた平成 23 年度沖縄修学旅行強化事業では、①修学旅行新規メニュー開発支援事業、
②メディア招聘による情報発信促進事業、③修学旅行プロモーション DVD 制作事業、④修学旅行振替変
更学校支援事業に取り組んだ。インターネット上の「沖縄修学旅行ナビ」をさらに充実させ、旅行会社だ
けでなく生徒や保護者への PR を強化し、プロモーション DVD だけでなく、ウェブ上の学習に利用しや
すい種類別・チャプター形式の動画を発信し、学習目的で動画がグループ表示され、学びが効率的に行わ
れる工夫もしている。「沖縄修学旅行の学習効果－先生の声・生徒の声－」では学びによる気づきなども
10

紹介されている1。

（3）沖縄体験ニライカナイ
沖縄の修学旅行は、体験プログラムが豊富で、現地でそれらを提供する民間組織も数多い。沖縄県体験
型観光推進協議会には、2012 年現在では 25 団体が加盟するが、その草分け的存在は「沖縄体験ニライ
カナイ」である。
体験プログラムの提供などの対応が遅れて
いるという問題意識から、代表の加蘭氏を中
心に近隣農業・観光体験業らの有志による「沖
縄体験学習研究会」が 1998 年 1 月に設立さ
れ、修学旅行受入のためのメニューづくりが
はじまった。1998 年度は 12 校、1,078 名の
受入をし、それ以降体験プログラム数を増や
し、受け入れ体制を整え、大規模校への対応
やガイド・委託先業者との連携を強化させ、
2008 年沖縄体験ニライカナイに名称変更した。2011 年度は 602 校、75,693 名を受け入れるまでに発
展している（図 5-1）。ニライカナイのプログラムは、指導員との交流や環境・生活文化への理解を高め、
教育効果を上げるために、「教育目標の明示→体験事項の明確化→振り返り」などを行うことで、事前に
学習がイメージできる。現在は、農業編 6・生活編 6・文化編 7・自然編 7・海人＆環境編 6・特別編 6
10

沖縄コンベンションビューロー屋良朝治氏・島袋弥生氏へのインタビューは、2012 年 3 月 26 日（月）に実施した。
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のプログラムにおいて、専門指導員により学びと感動を共有できる。また、事前学習資料を用意し、現地
での体験時間だけでなく、事前事後の学習を考え、体験を通して生徒達が環境や文化をどう考えるかに注
11

力し、教育体験が地元のためになることを理念に取り組んでいる1。

４．学習効果を高める情報発信の課題
国内の修学旅行誘致活動の現状について、体験プログラムと学習内容の情報提供についてまとめてきた
が、これらを考察すると以下の点が指摘できる。
①教育旅行誘致組織の有無や情報提供への取り組みに差はあるが、どの地域も強化傾向にある。
②主な情報提供の手法は、説明会や相談会・ガイドブック・ウェブサイトが主であり、大きな差はない。
③提供される学習内容の量・質には大きな差がある。
④誘致活動の主導は、行政か現場か、各地で異なる。
⑤現場のプログラム提供者は、教育効果や学びの仕組み作りに関心を寄せ、優れた実践例も散見される。
一方で、課題も多い。
①教育旅行の学習効果を提案出来る専門家は少ない。
②送客する旅行業者は採算重視傾向にあり、
効果的学習プログラムの理解と学校への提供は十分ではない。
③体験プログラムは充実してきたが、事前・事後学習の教材開発と学び方の開発、提供は不十分である。
以上から、優れた学習プログラム事例を参考に学習効果の高い取り組みを検証し、学習プログラムを構
築する必要がある。特に本研究で取り上げた「沖縄観光体験ニライカナイ」や「北海道体験観光推進協議
会」の取り組み事例は、学習効果が高いと考えられ、より詳細に検証することで、教育旅行および学習型
観光の効果的学習フレームが構築できると考えられる。

＊本章は、「宍戸学（2012）：教育旅行における体験プログラムの学習効果と情報提供に関する考察．第 27 回日本
観光研究学会全国大会学術論文集、27 号、81-84.」をもとに加筆修正したものである。

【参考文献・資料】
1）沖縄県観光振興課・沖縄観光コンベンションビューロー（2011）
：平成 22 年度沖縄修学旅行動向調
査報告書、1-214.
2）（財）日本修学旅行協会（2011）：データブック教育旅行年報 2011、8-17．
3）宍戸学（2011）：学習型観光の意義と教育観光としての現状と課題、第 26 回日本観光研究学会全国
大会学術論文集、第 26 号、393-396．
4）宍戸学（2012）：学びを目的とする観光プログラムの商品化とその教育的枠組み、日本観光ホスピタ
リティ教育学会第 11 回全国大会研究発表論文集、第 11 号、3-168．
5）大橋虎男（2009）：修学旅行の競争入札と契約について、教育旅行、NO634、日本修学旅行協会、6-9．

11

沖縄体験ニライカナイ代表加蘭明宏氏へのインタビューは、2012 年 3 月 27 日（火）に実施した。
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１． 研究の背景と目的
子育て世代は、「教育」「旅行」にお金をかけ、教育的観点からさまざまな社会体験をさせたいと考えて
1

いる1ことから、学習目的の観光へ関心を寄せている。
宍戸（2011）は、「学びの要素を魅力とする観光行動」を学習型観光と定義し、教育旅行の誘致活動を
行う地域の取り組み（宍戸 2012a）やキッザニアや仕事旅行社など学習目的や学びの構成をプログラム化
している学習型観光のフレームワークを明示した（宍戸 2012b）
。
しかし、学習型の旅行商品や体験プログラムは教育旅行や明確にプログラム化されたもの以外にも数多
く、その実態把握は困難である。
そこで本章では、企業が造成する観光体験プログラムに着目し、その商品特性やプログラム要素に着眼
し、学習型観光の商品分類と特色について考察を行う。

２．企業が提供する体験学習プログラムの概要
企業提供の学習型観光を把握するために、新聞・専門雑誌等に掲載されている体験学習プログラムを
収集し、傾向を把握する。そこ

60

で、Ａ旅行会社広報室が把握す

50

る過去 1 年間の主要紙・専門紙・
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「教育」
「知
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た 48。タイトル・見出し・内
2

49

図6-1 学習型観光関連記事の分類

①対象期間：2012 年 10 月 1 日～ 2013 年 9 月 30 日
②掲載記事数：4,334

学習型観光記事：96（総論 3）

そこで、学習型観光に関する総論記事 3 を除く 93 は、
学習内容と実施形態から図 6-1 の通り分類された。
1

博報堂こそだて家族研究所（2012）：こそだて家族研究所
www.hakuhodo.co.jp/archives/reporttopics/8673 より

調査レポート Vol.1「子育て世帯の消費と意識」より。http://

2

ここで抽出したのは、読売・朝日・日経ほか新聞各紙と旅行新聞・観光経済新聞など専門紙、日経ビジネスなどを含む 19
新聞・雑誌の記事である。
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学習型観光のプログラムには、ツアー型もあれば、観光（集客）施設の資源を利用するプログラム、宿泊
業・交通業など企業が提供するキャリア体験プログラムや教養講座など多様である。ツアー型では、観光
資源に関連するテーマ・体験が商品特性を表し、テーマ学習タイプが多い。内容は、東日本大震災を契機
とした「震災学習」や「グローバル」「環境」
「農業」
「女子旅」等社会的関心と関係がある。施設型では、
「海育」
「キャリア体験」など素材活用が多い。また対象年齢で区分すると、
一般向け商品が多く（39.8％）
、
子ども・家族対象（37.7％）、学校（18.3％）と続くことから、子どもの学びは主要なマーケットになっ
ているといえる。
Ａ社の広報担当者によると、学びをテーマとした「農業体験」「農泊体験」などを扱っているが、いず
れも現地で作られた体験を仕入れて販売している。
つまり学びをテーマとする旅行商品は多く見られるが、
どの旅行会社にもきちんとしたノウハウはないという。色々な素材や体験を盛り込むことで、ツアーや体
験プログラムは容易に実施出来るために、旅行会社の広報担当者でも全体像を十分把握出来ないという。
産業観光等では、企業の CSR 活動として夏休み中に子ども向けに実施するツアーも多い。明確な枠組み
と学習への意識を持っている例は少ないことから、体験や学びをテーマに継続的に取り組む事例を検証す
る必要があると考えられる。
そこで、学びに特化し、継続して販売・提供する商品やブランド化された取り組みに着目し、本研究調
査で収集した代表例を表 6-1 にまとめた。次節では、この中から先進的取り組みを数例取り上げる。

３．企業提供の学習型観光の体験プログラム事例
（1）トムソーヤクラブ：（株）日本旅行
トムソーヤクラブは、「21 世紀を担う小・中学生の健全な育成」を目的に 1987 年に設立された。運営
は、
（株）日本旅行トムソーヤクラブ事務局が行い、全国 6 つの地区事務局とともに行政機関や学校・教
育委員会・PTA・子ども会などと提携している。シンポジウム開催や社会活動、会員情報誌発行などの活
動を行い、子供達の学びの場として夏・冬・春休みに、自然体験・環境教育・冒険・イベント・国際交流・
エコツーリズム、などの６つの体験キャンプを実施している。
キャンプに参加することで会員資格を得る会員組織であり、12,000 人ほど会員がいた時期もあったが、
現在は約 3,000 名である。参加者の多くは WEB 申し込み者であることから、明確な目的意識を持ってお
り、参加後も継続的に参加するリピーターも多い。各キャンプは、参加者を指導するリーダー（カウンセ
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ラー）が同行する。リーダーは学生・社会人約 50 名で構成され、月 1 回のミーティングやキャンプ時に
研修を行うが、参加経験者も多く、運営に対する思い入れがある。
トムソーヤクラブは、キャンプや自然体験旅行自体が目的ではなく、「子供たちの健全な育成」を図る
ための最良の方法と考え、体験を通して、自分を取り巻く世界とのさまざまな関わりについて “ 気づき ”“ 理
解 ” し、関わりの再構築（改善）をうながす。そのために、①自分と自然の関わり、②自分と他者の関わ
り、③自分と自分の関わり、が実現されるプログラムを構成する。実際に参加した親への調査結果による
と、「自己の成長、挑戦・達成体験 32％」「他者との協力、友達作り 26％」
「自然とのふれあい 16％」に
期待が集まっている。教育系大学院で環境教育研究に取り組み、20 年以上運営を行う担当者の専門性が
プログラム開発に生かされ、会報誌の作成やリーダー育成などによりプログラムの質を高め、継続性を保
証できる体制が整っていることで、「学びの観光」として信頼を得ている。
一方で、毎年 2,000 人規模の参加者の満足度を維持しながら、収益バランスを取るためには、拡大す
ることは難しく、担当者のノウハウも容易に伝承できないため、今後の持続性が課題である。大手旅行会
社のビジネスモデルでは、専門人材を育てることは大変難しい。ただ、近年では各地域の自然学校や子ど
ものキャンプ活動等が増えているので、一企業内で抱えずに、連携を深めることでプログラムの質を維持
することが可能である。実際に多くの旅行会社は NPO など地域で造成された着地型の体験学習商品を代
理販売している。しかし、近年増加する学習型観光には、収益重視や理念が不透明なものも多く、学びを
目的とする観光は、子ども達の成長に真剣に向き合うとともに、地域との共存なども念頭に進めていくべ
きだと考えている。その点では、教育旅行誘致を目的とする地域の体験商品プログラムや関連資料はよく
出来ている。近年は企業からのオーダーも入るようになり、社会全体が学びや交流の機会を求めていると
3

感じると述べている3。
4

（2）旅いく：（株）JTB コーポレートセールス4
5

（株）JTB コーポレートセールス（以下、BWT）は、2010 年より「旅いく」5という名称で、観光体験
商品の開発・販売を行う。「旅いく」は、３～ 12 歳の子どもを持つ家族に向け、
ホンモノ体験の宝庫の「旅」
を通じて子ども達の好奇心を育み、成長を手助けする取り組みである。お茶の水女子大学との共同研究の
成果を生かし、すでに 100 以上のプログラムを開発し、5,000 人以上の参加者を得ている。そして、発
達心理学等の学問的知見を生かしながら、以下のような学びの枠組みをもったプログラムで構成されてい
る。
① 気づきを促す体系的な構成
② 体験が好影響を与える「生きる力」を体系化
③ 豊富なテーマ、親子で家族でホンモノ体験
④ トレーニングを受けたプログラム運営者
3 （株）プランドゥ・ジャパン小山重幸氏へのインタビュー調査は 2013 年 2 月 1 日（金）に実施した。
4 （株）ＪＴＢコーポレートセールス大竹千広氏へのインタビュー調査は 2013 年 10 月 7 日（月）に実施した。
5

日本観光振興協会は、2007 年より旅で育てる「旅育」事業に着手するが、
「旅育」は「食育」と同様に商標登録出来ないため、
BWT では「旅いく」としてロゴとあわせて商標登録している。
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これらは、宍戸（2012b）が示す学びの枠組みと同様に教育的意味を持つ理論・活動で構成されている。
例えば、子ども達だけでなく、親子の絆を重要視するために、
親子で取り組むプログラムとしている。また、
多くの学習型体験商品が収益をあげやすい「宿泊ありき」であることに対して、有益な体験を商品化の核
としている。また、継続的学びとなるために複数回プログラムを導入し、メールマガジン登録等をきっか
けに「旅いく会員制度」を導入し、プログラムリピーター率が 30％となっている点は注目に値する。20
回を超えるリピーターもいる。TOYOTA

NOAH とコラボした「ナイス好奇心！ツアー」では、
「ツアー

オリジナル自由研究ノート」を活用し、学習効果を高めている。
一方で、実際の運営上の課題も多い。体験観光は、プログラムに手間暇をかけるために、大量生産、廉
価販売出来るものではない。そこで、既存の体験メニューとの連携を試みるが、安易な連携は、体験の質
を落とす危険性があり、これまで慎重であった。学習型商品としての効果追求とビジネスモデル確立の両
立は難しい。そこで、商品販売のみで成り立つビジネスモデルとせず、企業が取り組む CSR 活動の深化
を実現し、BWT とのコラボで新たな商品開発を試み、ビジネスとしての自立を模索している。旅行業界
だけにとどまらず、各産業分野で「学び」に真剣に向き合う企業と連携することで新たな価値を生み出す
可能性がある。
これまでの取り組みを通じて、ビジネス上の課題は残るものの、旅が持つ教育のチカラと親が求める貴
重な体験を提供してきたことについては確かな手応えを感じるという。旅いく参加のイニシアチブは、明
らかに親にあり、これらの選択・経験は、親の成長につながっている面もある。その意味では、旅いくは、
しっかりと学びに軸足を置いた商品だといえよう。
また地域資源を活用した体験メニューの開発は、
観光資源の掘り起こしと魅力づくりでもある。BWT は、
2012 年 10 月「JTB 旅いく地域版」として、観光地域の資源をリモデルし、商品開発を行うとともに販
売促進を請け負う事業に着手している。その先駆事例である墨田区との取り組みは、教育旅行誘致のため
のメニューや体制づくりにも有効に活用が出来ると考えられる。
6

（3）こども応援プロジェクト：西武グループ6
西武グループは、2010 年より「でかける人をほほえむ人に」をキャッチフレーズに、運輸・レジャー
関連企業として、「おでかけ育」でこども達の成長を支援する「こども応援プロジェクト」に取り組んで
いる。CSR やブランドイメージ向上を目的に取り組む企業は多いが、関連グループ会社を統括し、統一コ
ンセプトで継続的に多様なプログラムを提供する充実した取り組みは例がない。そのグループ企業である
プリンスホテルは、従来から大人向けにさまざまな企画型商品を提供し人気を得ていたが、将来の顧客獲
得のために、こどもを対象としたプログラムに注力している。高輪・品川地区の４ホテルは、MICE 誘致
を目的に「TOKYO  MICE  CITY」としてプロモーション活動を行っているが、この MICE に活用する多様
な施設を活用した「たかなわしながわ MICE こどもクラブ」を 2010 年より開講し、
「お仕事体験」や「ナ
イトアクアスタジアム☆探検＆お泊まり！」など人気の体験プログラムを多数実施する。
各体験プログラムは個別参加形態であるが、西武グループは 2013 年度より各グループ企業や地元の教
6 2013 年 10 月 15 日（火）にグランドプリンスホテル林佳代氏、2013 年 10 月 22 日（火）に（株）西武ホールディング
ス斉藤修・一谷紀行氏にインタビュー調査と資料収集を行った。
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第６章

学習型観光の分類と体験プログラムの特性

育機関等と連携し、さまざまな生活体験の場を提供する年間スクール「西武塾」を開講している。ポータ
ルサイトも充実しており、プログラムの継続性や深化などが期待される。
西武グループの取り組みは、CSR やブランドイメージの向上を目指すとともに、将来顧客を創出する点
で、ビジネスモデルとしての成功も期待出来る。また、旅行会社造成のツアーと異なり、自ら多様なプロ
グラムコンテンツを所有し、商品開発出来る強みがある。

４．学習型観光の分類と体験プログラムの特性
（1）学習型観光の分類
学習型観光として散見される商品の学習内容や体験プログラムは、
多種多様で玉石混淆である。しかし、
各事例に共通する「学び」の要素は、個人的関心や親が子どもに学ばせたいと考える事象であり、観光形
態としては、SIT（special

interest

7

tour）7に類するものである。しかし、体験から何を学ぶかは参加者

の関心や知識・経験等に基づき、教育機関等が実施する教育旅行のように共通した目的や成果を得ること
は難しい。そう考えたときに、SIT が教育効果をあげるには、何より本物の体験であり、学びに幅と深さ
があり、その素材の魅力や価値が体験を通していかに引き出せるプログラムになっているかが鍵となる。
その意味で、優れた学習型観光とは、観光素材としてしっかりと掘り下げられ、それに基づく学びや体験
が十分練られたものである必要がある。つまり、ツアーや体験として特に本物志向であり、新たな知識獲
得へ向かうために、学びに必要な要素がしっかりと組み立てられて提供され、参加者がより深い体験をす
る機会を提供する必要がある。学習型観光の目的に沿って、どのような観点で体験をとらえ、組み立てる
かが重要である。
そこで、学習型観光をいくつ
かの観点から整理し、表 6-2 の
ような分類を試みた。さまざま
なタイプの学習型観光は、その
目的に沿うとともにそれぞれの
条件下で、観点①～⑤における

表6-2

学習型観光の分類例

観点
①学習形態
②体験時間
③学習主体
④持続性

各観点の内容別
a.知識提供型
b.実践・体験型
c.複合型（a+b）
a.宿泊型
b.日帰り型
c.講座型
d.ツアー型
a.教育機関型
b.一般団体型
c.個人参加型
a.テーマ継続型
b.会員組織型
c.個別参加型

⑤提供手法

a.施設利用型
d.参加者交流型

b.地域資源活用型
c.知識伝授型
e.複合型（a～dの組み合わせ）

内容別ａ～ e を上手く結びつけることで効果的なプログラムになると考えられる。

（2）体験プログラムの特性
以上から、企業等が提供する学習型観光商品のプログラムの特性は以下の通りであると考えられる。
① 体験素材は個人の趣味や時代のトレンド、子どもの成長に関するなど観光者の特定の関心に基づくこ
と
② 素材に対して広く深くアプローチをし、ホンモノ志向であること
③ 学びの要素を見える形にし、伝達方法や学びの経過や体験成果を見える形（成果物）で残すこと
7 SIT とは、特別な目的をもった旅行形態を意味する。物見遊山的な目的地優先の旅行と異なり、特定のテーマに基づき、目
的地に出かけていくことになる。
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④ 体験で獲得できる知識・成長を言語化できること
⑤ 学習や体験を通じて、体験者・指導者を含む参加者が相互に交流出来、それにより人間的関係性が深
まること
⑥ 自社商品の適切な活用や教育的知見を取り入れたプログラムは優れた体験となり、教育効果が高いこ
と
一方で、以下のような課題が見られる場合もある。
①「学び」「体験」を表面利用し、深化出来ない
②学びに対する理念の欠如と方法論・教材等の不足
③商品造成が出来る専門人材の不足
④体験の魅力創出とビジネスモデル確立の乖離

学びの観点という、即効性が見えにくい学習効果を求められる観光体験においては、評価が高い事例と
される先進的なプログラムを参考に、意識的にプログラム化を進めることが重要であり、その積み重ねで
教育効果は高まると考えられる。つまり、現状の問題点を解決するためには、まずは教育旅行の成功事例
や先進的に学習型観光の取り組みを行っている企業の優れた事例に着目することであり、それらを参考に
有効なモデルを取り入れることで、当面の課題を解決することが出来ると考えられる。

＊本章は、「学習型観光の分類と体験プログラムの特性－企業が造成する体験プログラムを例に－．第 28 回日本観
光研究学会全国大会学術論文集、第 28 号、81-84．」をもとに加筆修正したものである。

【参考文献・資料】
1）宍戸学（2011）：学習型観光の意義と教育観光としての現状と課題、第 26 回日本観光研究学会全国
大会学術論文集、393-396．
2）宍戸学（2012a）：教育育旅行における体験プログラムの学習効果と情報提供に関する考察、第 27 回
日本観光研究学会全国大会学術論文集、425-428．
3）宍戸学（2012b）：学びを目的とする観光プログラムの商品化とその教育的枠組み、日本観光ホスピ
タリティ教育学会第 11 回全国大会研究発表論文集、3-168．
4）大社充（2008）：体験交流型ツーリズムの手法―地域資源を活かす着地型観光、学芸出版社、1-191
5）小森伸一（2010）
：野外教育の再考Ⅰ :「三大学習観点」の提言から、東京学芸大学紀要 . 芸術・スポー
ツ科学系、Vol.62、39-46．
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第７章

地域における教育旅行および学習型観光の取り組み

１．研究の背景と目的
近年、各地域において体験観光や学びをテーマとする観光プログラムが増加し、修学旅行を含む教育旅
1

行1の誘致活動が活発である。教育旅行の実態については、公益財団法人日本修学旅行協会（以下、日修協）
の「教育旅行年報データブック 2013」および公益財団法人全国修学旅行研究協会（以下、
全修協）の「平
成 24 年度（2012）全国公私立高等学校海外修学旅行・海外研修（修学旅行外）実施状況調査報告」など
に見られるように、国内及び海外修学旅行に関する動向調査やその取り組みに関する調査結果は毎年公表
2

されている2。これらは、各学校の実施率や実施時期、学年、旅行先や日数・費用などの旅行の実態状況
と学習内容・活動など、学校側の状況を表すものである。また、筑波大学付属中学校（1997）は、修学
旅行と校外学習について、学校の取り組みを詳細に報告しているが、このように学校現場における教育旅
行の取り組みと教育効果を高めるための取り組み事例は数多く紹介されている。
宍戸（2012）は、観光専門紙のレビューを行い、これらの学校の取り組みに比べ、誘致活動を行う地
3

域側からの取り組みの紹介事例3は少ないため、地域が提供するプログラムの学習効果とその誘致活動の
重要性に着目し、教育旅行誘致活動やプログラム作りの実情について研究を行った。
しかし、これらは教育旅行に積極的に取り組む限定的な地域事例である。国内の多くの地域の取り組み
については、把握されていないのが現状である。
以上から、本章では、教育旅行のためのプログラム開発や誘致活動を行う国内の各地域の取り組みにつ
いて把握するとともに、その成果と課題を明らかにすることで、地域が今後どのように教育旅行を推進し
ていくべきかを明らかにしたい。また、教育旅行の取り組みに加えて、一般団体・旅行者向けの学習型観
光の実施状況について調べ、今後の可能性について検討する。

２．教育旅行の取り組み調査の概況
（１）既存調査の結果
高等学校の修学旅行先について先の日修協調査における 2011 年度と 2013 年度を比較すると表 7- １
1

修学旅行と教育旅行という用語は一般的に混同して使われるが、本研究では「教育旅行は学びの要素を持つ旅行全般」とし、
「修学旅行は学校行事として実施される教育旅行」と定義している。

2

この他にも「観光経済新聞」や「トラベルジャーナル」など観光業界紙は、毎年教育旅行特集を組み、学校の動向や取り
組み事例、地域のプログラムの紹介をしている。

3

宍戸（2012）は日修協発行の月刊誌「教育旅行」を対象に地域の教育旅行への取り組みや誘致活動の状況をレビューしたが、
該当記事は 7 件のみであった。それらも組織の活動概要や地域資源やプログラム紹介にとどまる内容であり、具体的な
地域の活動実態についてはあまり触れられていない。詳細は、第 5 章を参照。
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の通りである。どの旅行先も件数が大幅に
減少した理由は、2011 年度調査は午前・
午後など半日単位で訪問数を数えたのに対
し、2013 年度は訪問実数で数えたためで
ある。北海道などは滞在日数が長いため、
件数が減ってしまい、順位は下がっている。
一方、京都や大阪、奈良などの周遊型と思
われる地域は、件数の減少数は小さく、順
位が上がっている。福島は、震災・原発問
題の影響からかランク外になった。
また、図 7-1 は全修協の海外修学旅行の
訪問先ごとの実施校数の構成比である。中
国は、近年の関係悪化などの要因から激減
している。これらデータから、旅行先・移
動状況・活動内容などの旅行動向がわかる

表7-1 旅行先ベスト20の推移
2011年度
2013年度

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20

旅行先
沖 縄
北海道
東 京
京 都
長 崎
長 野
千 葉
鹿児島
奈 良
大 阪
新 潟
広 島
福 岡
熊 本
神奈川
兵 庫
福 島
山 形
大 分
青 森

件数 順位
旅行先
1,424
1
沖 縄
1,054
2
京 都
516
3
東 京
376
4
大 阪
282
5
北海道
267
6
千 葉
228
7
奈 良
176
8
長 崎
167
9
福 岡
155
10
広 島
110
11
兵 庫
89
12
長 野
89
12
熊 本
79
14
神奈川
51
15
佐 賀
44
16
鹿児島
30
17
新 潟
28
18
山 口
25
19
岡 山
24
20 愛知/滋賀

件数
254
200
180
149
144
132
132
86
80
76
63
52
45
39
25
20
17
12
7
6

ことはある面で有益である。これら
の団体が、大手旅行会社と関係が深
いことも要因であろう。日修協及び
全修協の調査は、データの取り方や
母数、数値に差があるものの、いず

東南アジア

22.1

平成23年度

22.7

13.9

14.8

12.2 7.5 6.5

北アメリカ
オセアニア

25.6

平成24年度
0%

れも同じ傾向を示している。しかし、

図7-１

23.3

20%

40%

12.7

14.8

60%

12.1
80%

9.1
2.1

韓国
ヨーロッパ

100%

海外修学旅行訪問エリアへの実施校数

中国
台湾

これらの調査では、各地域における
教育旅行推進の取り組みについては把握出来ない。

（２）調査票調査の概要
前述の問題意識から、各地域の教育旅行及び学習型観光の取り組みを明らかにするために、調査票調査
を以下の通り実施した。
①調査票送付回答期間

平成 25 年 11 月 25 日～ 12 日 18 日

調査票送付先

47 都道府県・20 政令指定都市の 67 観光主管課

調査票回答結果

回答数 52 （回収率 77.6％）

②調査票送付・回答期間

平成 25 年 12 月２日～ 12 月 20 日

調査票送付先

47 都道府県・20 政令指定都市の 67 観光協会等

調査表回答結果

回答数 41 （回収率 61.2％）

なお、地域の観光行政は、観光主管課が観光政策等を立案・計画し、それに基づいて観光協会等が各事
業を推進するために、両者の方向性は基本的には一致すると考えられる。
そこで調査票の送付に時間差をつけ、統一見解や該当データがある場合はどちらかに回答してもらうこ
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第７章

地域における教育旅行および学習型観光の取り組み

とにした。一方で、各設問において、データがない場合や統一見解がない場合は、担当者の判断で回答し
てもらった。こうすることで、できる限り多くの地域の回答を得るとともに、各担当者の問題意識を広く
把握することが出来ると考えた。また観光協会等には、学習型観光関する現地の取り組みについていくつ
かの追加質問をした。
回答にあたっては、数件の問い合わせや、記載されたコメントから、双方で連絡をとり、一方が回答し
た地域も多かったことがわかった。その結果、67 の対象地域のうちいずれからも回答がなかったのはわ
ずか 2 地域であり、対象地域に対する回答率は 97.0％と非常に高いものとなった。

３．地域の教育旅行の現状と取り組み
（１）教育旅行への取り組み
はじめに、各地域における教育旅行の受入実績について、10 年前と比較した現在の状況について聞いた。
地域によっては 10 年前のデータがなく、
「回答できない」
または
「あくまでも経験知な受け止め方の範囲で」
4

との記載とともに、担当者の立場から回答してあるケースもあった。その結果は図 7-2 の通りである4。
「増加している（31％）」と「やや増加している
（23％）
」をあわせた増加傾向にある地域は 54％
である。まだ受入実績がない地域は９％あるもの

実績ない
9%
減少
10%

増加
31%

やや減少
3%

の、
「減少（10％）」または「やや減少（3％）
」な
ど減少傾向にある地域は 13％であった。かつては
教育旅行の訪問先は、京都・奈良・広島・北海道・

どちらともい
えない
24%

沖縄などある程度限られた地域が対象であったと

やや増加
23%

図7-2 教育旅行受入比較

考えられるが、現在はより多くの地域が受け入れるようになり、その割合を増やしている。また、減少傾
向にある地域には、従来は受入が多かった地域が含まれており、教育旅行の目的地は、全国の多くの地域
に広がっているのだといえる。
なお、受け入れている児童・生徒数は、ほぼ同じ傾向を示している。今回は調査しなかったが、訪日教
育旅行が増えているというコメントが付記されているケースが目立った。
また、現在の教育旅行への取り組みは、図 7-3
の通り、「非常に活発である（33％）」と「やや活
発である（45％）」をあわせると取り組みが活発

あまり活発でな
い
6%
どちらともい
えない
13%

活発でない
3%
非常に活発
33%

であるのは 78％と高い数値となっていることが
わかった。
「活発でない（3％）」
「あまり活発でない（6％）
」
などのように、活発でない地域と考えられるケー
4

やや活発
45%

図7-3 教育旅行への地域の取り組みの変化

前述の通り、同地域で観光主管課と観光協会間で調整した回答については、それを地域の結果とした。一方で、両者から
それぞれ回答があった場合は、データや統一見解がないために各自の判断で回答したと考え、両方をデータとして扱う
ことで、数値の信頼性が高まると判断した。
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スは、はわずか 9％である。

どちらともいえ
ない
12%

そして、今後の教育旅行誘致の取り組みは、図

取り組みを縮
小すべき
0%

取り組む必要
なし
1%

7-4 の回答となった。
「取り組みを拡充すべき（80％）」との回答が多

現状のまま
7%

取り組み拡充
すべき
80%

く、
「取り組みを縮小すべき（0％）」「取り組む必
要なし（１％）」の回答はほとんど見られない。以
上から、多くの地域で教育旅行に関心が集まって

図7-4 教育旅行への今後の取り組み

いるといえる。

（２）教育旅行の誘致活動の実態
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

各地域は、教育旅行を誘致するためにさま
ざまな取り組みを行っている。それは図 7-5
の通りである。「パンフレット作成（73.9％）」
が最も多く、
「説明会の開催（58.7％）」、
「ウェ

57.6%

53.3%

50.0%

47.8%
32.6%

26.1%

その他

プログラム開発

研修会

図7-5

関係者情報交換会

り組んでいる標準的な取り組みである。その

モニターツアー

実施（53.3％）」などは、半数以上の地域で取

ウェブサイト

パンフレット

説明会

ブサイト開設（57.6％）」、「モニターツアーの

73.9%
58.7%

地域の誘致活動の取り組み

他の自由記述では、「教育委員会・学校・旅行代理店等への個別訪問」との記載が 20％あった。この他、
数は少ないが、「訪日教育旅行関連の取り組み」
「助成金制度」などがあげられた点も注目できる。
また、誘致手法としては情報発信が重要である。そこで、教育旅行用のパンフレット・ウェブサイトの
掲載内容を見ると、図 7-6 の
通りである。
パ ン フ レ ッ ト に 比 べ て、

100.0%

70.0%
60.0%

ことは、図 7-5 からも明らか

40.0%

だ が、 図 7-6 で 両 方 を 比 較

20.0%
10.0%

その他

活用方法

体験談

事業者ガイドの声

食事情報

安全危機管理

宿泊施設情報

現地連絡先

交通アクセス

教師手引き

生徒用ワーク

事後学習

参考資料紹介

事前学習

学習（体験）内容

学習テーマ・目的

体験プログラム

モデルルート

0.0%

資源紹介

ラム」に関する情報がパンフ

30.0%

地域概要

近年注目される「体験プログ

50.0%

地域地図

実していない。個別に見ると

ウェブサイト

80.0%

ウェブサイトの開設が少ない

すると掲載情報も全体的に充

パンフレット

90.0%

図7-6 パンフレットとウェブサイトの掲載情報

レット（92.6％）、ウェブサ
イト（83.0％）ともに最も高い数値となっている（グラフ上の数値データは省略）
。ついで、
「地域地図」
「地
域概要」「観光資源の紹介」など地域の基本的な情報は 6 ～ 8 割である。「モデルルートの紹介」「交通ア
クセス」などの情報も不可欠なものであろう。またパンフレット情報をそのまま PDF として掲載してい
るという回答も 5 件あった。ウェブサイト上の使い勝手は良くないが、ダウンロードして資料として使
いやすいという利点もある。全体としては、
基本的な観光情報が多いのが現状である。ただし、
「学習のテー
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5

マ・目的」が 75％程度の記載があることに注目したい5。
「事前学習」
「事後学習」や「生徒用ワーク」
「教師用手引き」などはまだ少ないが、
これらは、
パンフレッ
トよりウェブサイトに掲載される割合が高い傾向があるのが特徴的である。このことは、ウェブサイトが
パンフレットを補完し、頻繁に更新できるために、
活用に柔軟性を持たせられるのではないかと推測
される。
また、モニターツアーを実施している地域に、
その対象者を訪ねた結果は図 7-7 の通りであっ
た。

その他

0.0%

一般旅行者

2.0%

児童/生徒

2.0%
67.3%

教員

83.7%

旅行業者

0.0%

20.0%

対象は、ほぼ旅行業者（83.7％）か教員（67.3％）

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

図7-7 モニターツアーの実施対象

であり、児童 / 生徒および一般旅行者はいずれも 2％である。教育旅行誘致の鍵を握るステークホルダー
は旅行会社および教員（学校）なのであろう。

（３）教育旅行の質向上のための取り組み
次に教育旅行の質向上のための取り組みについ

その他
1%
定期実施
22%

未実施
44%

て聞いた。教育旅行はさまざまな関係者が連携し
て進める必要があるが、その情報交換会等の実施
については図 7-8 の通りである。
「定期実施（22％）」または「不定期実施（33％）

不定期実施
33%

図7-8 情報交換会の実施状況

と半数以上の地域では、何らかの情報交換会が実
施されている。一方で、「未実施（44％）」も少な
くはない。
次に実施されている場合の参加メンバーについ
ては、図 7-9 の通りとなった。「自治体・観光協
会（91.3％）」が最も多く、情報交換会には欠か
すことが出来ない存在である。次いで「宿泊事業
者（80.4％）」、
「体験観光事業者（65.2％）」となっ
ており、実際に教育旅行を受け入れる関連事業者
の参加率も高く、
「学校関係者（19.6％）」や「市民・
NPO（2.2％）」、「有識者（2.2％）」などはまだ少
ない。
また研修会を実施している地域は前掲図 7-5 の
5

その他
体験者理解（教育心理）

3.0%
6.1%
51.5%

他地域事例
専門技術取得

3.0%
36.4%

安全対策危機管理
ホスピタリティ
教育旅行理解

24.2%
39.4%
63.6%

地域資源・プログラム…

図7-10 研修会の内容

宍戸（2012）において、教育旅行に取り組む先進地域は、学習の目的やテーマを明確にし、旅行中だけの情報でなく、事
前学習・事後学習を提供し、学習用のワークブックなども提供している。また教師が指導すべき事項にも触れており、
教育効果を高めるための努力が見られる。
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通りまだ少ないが、実施内容は図 7-10 の通りである。主に「地域資源やプログラムの理解（63.6％）
」や「他
の地域の事例を学ぶ（51.5％）」、
「教育旅行理解（39.4％）
」
「危機管理対策（36.4％）
、
」となっている。
「ホ
スピタリティやコミュニケーション（24.2％）
」や「体験者理解（6.1％）
」
、
「専門技術（3.0％）
」などよ
り踏み込んで力量を高めていく研修会レベルにはまだ至っていないといえる。
またメインとなる学習・体験プログラムの開発を積極的に推進しているのは誰かを聞いたところ、図
7-11 の通りとなった。

その他

まず中心は、「自治体・観光協会（95.9％）
」等

学校関係者

の行政担当者が最も多く、それに「体験観光事業

市民・ＮＰＯ

者（65.3％）」が軸となって取り組んでいる。また、
「宿泊事業者（20.4％）」も多く、着地型体験のプ
ログラム提供に取り組んでいる例がよくあること

有識者

その他事業者

2.0%
2.0%
0.0%
14.3%
10.2%
65.3%

体験観光事業者
20.4%

宿泊事業者
交通事業者
旅行業者

8.2%
10.2%
95.9%

自治体・観光協会

などから妥当な結果といえる。これまでの結果に

図7-11 学習・体験プログラム開発の推進者

比べると、「市民やＮＰＯ（14.3％）」も比較的多くなり、住民が地域主導の動きとなる兆しがある。

（４）誘致組織の実態と取り組み
すでに見てきたように、教育旅行の取り組みは行政・各事業者の連携が必要である。さらに、近年では
広域連携も含めた取り組みが重要となっている。その鍵を握るのが、各地域に設立された教育旅行の誘致
組織である。各地域の誘致組織の現状は、図 7-12 の通りである。
す で に「 設 立 さ れ て い る 73 ％」、「 設 立 予 定
（1％）
」
、「検討中（1％）」を含むと 75％は、組織
化が進んでいる。
一方で、「設立される予定がない（18％）
」
、
「廃
止になった（1％）」もあった。また、各地域に
複数組織が設立されている例もある。そこで団体
数について調べると、「1 団体（65％）」、
「2 団体

予定なし
18%

不明
6%

設立後廃止
1%
設立の検討
1%
設立予定
1%

設立されて
いる
73%

図7-12 教育旅行誘致組織の設置状況

（19％）」が主であり、都道府県や政令指定都市などでは、１つの推進組織を設立することが多い。一方で、
「6 団体（6％）」、「8 団体以上（5％）」と多くの団体が設立されている例もある。これらの具体例を見る
と「教育旅行誘致組織」だけでなく、
「エコツーリズム推進協議会」
「グリーンツーリズム推進協議会」
「体
験学習協議会」など具体的な体験内容に特化した組織が関わるケースが多い。誘致団体の定義はあいまい
であり、規模の大小だけでなく、自発的に活動をしている同業者からなる組織もあれば、特定のテーマの
もとに積極的に誘致活動に取り組んでいる組織もある。各団体は個々に活動し、それらがまとまる形で広
域の誘致組織を設立しているケースもあり、すべてを同列に扱うことは難しい。ただ、このような組織が
あることで、誘致活動が活発となり、各プログラム開発やガイドの育成など質の面で向上していく可能性
は高まるといえる。
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（５）教育旅行を推進する役割
また、教育旅行のプログラム開発や誘
致活動の中心となっているのは誰かを聞
いたところ、図 7-13 の通りであった。「自
治体・観光協会（77％）」が中心となって

市民・ＮＰＯ
2%
有識者
0%
その他事業者
0%

学校関係者
0%

その他
5%

体験観光事業者
11%

おり、いまだ行政主導の傾向がある。次
いで、実際の体験プログラムや受入を行っ
ている「体験観光事業者（11％）」である。

宿泊事業者
3%

自治体・観光協
会
77%

交通事業者
1%
旅行業者
1%

図7-13 教育旅行を推進する中心的存在

現状では、この両者が教育旅行の取り組みの推進役といえるだろう。この他の関係者は、ほとんど中心的
な存在としては挙がってこなかった。もちろん、
中心でなくてもさまざまな立場の人々が関与しているケー
スはあるかもしれないが、これまでの研究事例などからは、その例は少ないことは間違いない。

（６）地域における学習型観光の取り組み
次いで、地域における一般旅行者向けの学習型
観光の傾向を聞いた。図 7-14 の通りである。筆
者は、教育旅行プログラムは、体験のさせ方、Ｐ

活発である
10%

活発でない
6%
あまり活発
でない
4%

やや活発で
ある
17%

Ｒや販売方法を工夫することで、十分一般向けに
も商品化できると考えている。しかし、実際には
「活発である（10％）」「やや活発である（17％）
」

どちらとも
いえない
63%

図7-14 地域における学習型観光の実施

とその取り組みが注目されるケースは 3 割にも満
たない。一方で、「あまり活発でない（4％）」「活
発でない（6％）」という回答も実は少ない。「ど
ちらともいえない（63％）」が多いように、まだ
判断出来ない段階にあるといえる。
宍戸（2013）は、企業の取り組みとして学習
型観光の調査を行ったが、ここでは観光協会を対
象として、学習型観光として成功している地域の

2

その他

18

農山漁村体験
シニア向け

0
4

子供親子学習
職業体験

2

震災・防災

4

国際交流

4
14

観光施設利用
工場見学
テーマ型

7
11

図7-15学習型観光の成功例

事例を聞き、その結果は図 7-15 の通りとなった。
ここではサンプル数が少ないために、実数であげている。この中で、グリーンツーリズムなど体験観光と
しても定着している「農山漁村体験（18 地域）
」が最も多く、その他は「観光施設を利用したプログラム
（14 地域）」や「テーマに基づいたプログラム（11 件）
」がその中心である。
「工場見学（７地域）
」や「震
災・防災学習（４地域）」「国際交流（4 地域）
」
「子供親子学習（４地域）
」にも注目したい。またその他
としてあげられたのは、ラフティングなどの「アウトドア体験」や「環境学習」である。学習型観光と体
験観光の厳密な区別は難しいと思われるが、一般的に地域で実施されている体験観光は、多くの場合学び
や学習の要素を有すると認識されているといえる。
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また、広域型観光が注目を集めるように、教育

25

旅行誘致においても、広域連携による誘致活動や

20

プログラム開発が期待される。その取り組みの結

15

果は図 7-16 である。「情報交換（21 地域）
」や「合

10

同での誘致活動（20 地域）」に取り組む事例は増

5

えているが、まだ広域での組織活動や受入体制の

0

21

20

10
6

情報交換

合同の誘致

整備は出来てないと思われる。また「組織設立（10

組織設立

広域受入体制

7

未実施

図7-16 広域連携の状況

件）」「広域受入体制（6 件）」であり、未実施は 7 地域、未回答は 3 地域であった。

（７）教育旅行誘致と推進のための成果と課題
最後に各地域の教育旅行誘致や推進の成果と課題について、自由記述で回答してもらった。回答を内容
からカテゴリー分類すると、以下のようにまとめることが出来る。

＜教育旅行の取り組みで地域にもたらされた成果＞
①教育旅行誘致活動の成功により、訪問学校数は増加している
・誘致組織の設立で実施したセミナーや商談会などの活動が実を結んでいる。
・個別の学校や旅行会社への訪問活動が誘致につながった。
・世界遺産や新たな素材をうまく活用することで地域の魅力を伝えられた。
②継続的な受入などにより、リピート校の確保につながっている
・教育旅行は、危機管理や運営ノウハウが重要なので、評価を得ると継続傾向がある。
・地域の魅力を上手に伝えることで、新しい体験を理解してもらえ、PR 出来た。
③教育旅行は将来のリピーター確保に有効である
・教育旅行による来訪者は、感動体験やふれあいを通して地域に愛着を持ってくれる。
・訪問することで、地域の他の魅力に気づき、関心を高めることが出来た。
④教育旅行の取り組み強化により、地域の観光魅力が高まった
・既存の観光体験メニューを行う団体も教育旅行に注目し、取り組みを強化出来た。
・グリーンツーリズム等の体験観光プログラム活用により、新たな市場が開拓出来た。
・観光資源の掘り起こしや人材育成に取り組むことで、地域の体制強化につながった。
・民泊や環境学習、産業観光など観光の新たな魅力を開発出来た。

＜教育旅行に取り組む上での地域の課題＞
①ハード面での対応が遅れている
・大都市からのアクセス、地域内のアクセスなどが悪い。
・受入施設（宿泊・体験）のキャパシティに問題がある。
・雨天時など悪天候時の対応（設備・ソフトウェア）が必要である。
②体験へのきめ細かい対応が求められる
・各校のニーズに個別対応し、多様化するリクエストに応える必要がある。
・体験プログラムの充実とガイドの育成が十分ではない。
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・宿泊メインの受入から、地域内での体験観光の利用へつなげていく必要がある。
③十分な市場調査が必要である
・実態調査を行うことで、ニーズをしっかりと把握する必要がある。
④ワンストップサービスの実現
・情報の集約と受入のための関係者の連携を強化し、適切に情報を把握する。
・受入窓口を強化し、効率的に誘致する仕組み作りが必要である。
⑤誘致活動を強化する必要がある
・情報発信が不足している。
・各地域の活動だけでなく、それを全県、広域での活動にしていく必要がある。
・継続的に誘致活動を行う必要があり、そのための予算確保も必要である。
⑥その他の要因
・少子化へどのように対応していくのか。
・教育旅行の体験メニューを一般旅行客・その他の団体にどのように対応させるか。
以上の記述は、教育旅行に取り組む地域における成果と課題を具体的に示しており、今後求められる対
応である。

４．まとめ
本研究を通して、以下の点が明らかとなった。
①教育旅行誘致は各地域で強化され、受入は特定地域から広域に広がっている。
②教育旅行の誘致活動はさまざまな形で取り組まれているが、地域間でまだ差がある。
③誘致活動の中心は行政であり、まだ地域の事業者や民間の関与は少ない。
④教育旅行に取り組むことは、地域の魅力向上や受入体制の整備にもつながっている。
⑤教育旅行の誘致は、短期的集客だけでなく、将来の来訪者やリピーター確保につながる。
⑥一般向けの学習型観光の取り組みは、どの地域も今後の課題であるが、教育旅行の素材が活用できる。
本研究により、教育旅行を受け入れる地域の現状と課題が明らかになった。全国規模で見ると、取り組
みに着手すら出来ていない地域と、それを強化する地域の実情も把握できた。今回の対象は広域的かつ比
較可能な対象として都道府県や政令指定都市などに限定したものである。実際には、直井（2010）など
に見られるように各市町村でも積極的に誘致活動を行っているケースも多く知られている。今後は、その
ような地域を対象とした全数調査を行うことも有効であろう。

＊本章は、「宍戸学（2014）：地域における教育旅行および学習型観光の取り組み．日本観光ホスピタリティ教育学
会全国大会研究発表論文集、13 号、23-34.」をもとに加筆修正したものである。
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研究のまとめと今後の課題

１．本研究の成果
本研究により教育旅行（修学旅行含む）および企業が提供する学習型観光プログラムについて、前章ま
での通り、多くの事実が判明したが、その中で特に注目すべき点について、以下 5 点にまとめる。

（１）学習型観光の概念および教育観光としての役割
近年、観光関係者や関連雑誌等において、学びを目的とする観光に対して「学習型観光」という用語が
使われているものの、その定義は明確ではなかった。観光学および教育学関連の辞典・事典を参照しても、
1

その用語に関する説明はほとんどされていない1。そこで、筆者はいくつかの事例から、体験観光（また
は体験型観光）または教育旅行やスタディ・ツーリズムと類似した概念と捉え、「学びの要素を魅力とす
る観光行動」と定義した。そして、すでに観光行動や教育活動として定着している修学旅行等を含む教育
旅行が教育観光であることから、「学習型観光」を教育観光と位置づけて考察した。多くの研究事例を通
じて、広く旅行者を巻き込む教育観光の健全な発展こそ、観光の社会的発展に重要な視点であり、数多く
見られる学習型観光が、教育効果の高い教育プログラムとして活用されることで、観光の健全な発展と教
育的意義からも有益かつ不可欠なものであることを示すことが出来た。

（２）観光教育モデルを活用した「学習型観光の教育フレーム」の構想
さまざまな地域や企業の取り組みにおいて、多数の学習型観光が散見されるが、その中から、教育学的
観点に基づく優れたプログラム事例を検証することで、教育観光のフレームが明らかになると考え、以下
の仮説的な学習型観光の教育フレームを構想した。
①地域社会への参加及び参加者同志のネットワーク形成の学び
②学校及び企業等における既存の旅（＝観光）の力を活用した学び
③自己の生き方及びキャリア形成を考えるきっかけとしての学び
④自己の興味・関心に基づく学習テーマに関する知識獲得・体験のための学び
以上は、学校教育において観光を学ぶ宍戸（2009）に基づく「観光教育モデル」を援用したものだが、
すでに実践されている優れた学習型観光の事例にこれらのフレームが見られることから、検証されたと教
育フレームと考えられる。

（３）学習型観光において、学ぶ目的・プログラム内容・成果を明示化する必要性
学習型観光は、観光体験の前に、その内容が明確になっており、その内容が適切に明示されていること
が必要であると考えた。つまり、プログラムにおいて、しっかりと組み立てられた教育フレームに基づき、
体験前に学習に関する十分な情報が提供されることである。これらについて、優れた既存の学習型観光の
1

体験観光やスタディツーリズムに関連した記述はいくつか見られるが、明確な定義はない。
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事例や、地域の取り組みを考察したところ、以下の３点が明らかとなった。
①学習型観光においては、体験する前に「何を学ぶのか」を明確にしておく必要がある。
②学習型観光においては、「どのように学ぶのか」
、その体験プログラムをしっかりと組み立てて、体験者
に明示しておく必要がある。
③学習型観光においては、体験前に「その結果何が得られるのか」という教育の成果を示すことが求めら
れる。
④学習型観光においては、体験後にしっかりと振り返りが行われ、その学習成果を何らかの形で獲得する
ことが効果的である。そのことは、次の学習体験への意欲にもつながる。
学ぶこと（教育視点）は、即効的な結果が見えにくいものであるが、だからこそ何らかの成果や結果が
見えることで、体験する意欲や体験後の満足度が高まる。

（４）教育旅行の学習型観光の現状と課題
学習型観光の先駆事例である教育旅行は、
時代のニーズに対応する形で変化してきた。その現状を探り、
課題を以下 6 点にまとめた。
①教育旅行誘致は各地域で強化され、受入は特定地域から全国で広域に広がっている。
②教育旅行の誘致活動は各地域で強化されているが、地域間ではまだ格差が大きい。
③誘致活動の中心は行政であり、まだ地域の事業者や民間の関与は少ない。
④教育旅行に取り組むことで、地域の魅力向上や観光客の受入整備につながっている。
⑤教育旅行の誘致は、短期的集客だけでなく、将来の来訪者やリピーター確保につながる。
⑥一般向けの学習型観光商品化は、どの地域も今後の課題であるが、教育旅行の素材を活用することで、
対応できる場合が多い。
以上は、地域や企業側からの観光客誘致の観点であるが、各プログラムは、継続して、優れたものにな
る。プログラムの継続のためにも、ビジネスの成功も不可欠である。

（５）企業等が提供する学習型観光商品のプログラムの特性
企業が提供する学習型観光は、非常に多種多様である。前章まで見てきたようにその整理は難しいが、
いくつかの観点からデータ収集・ヒアリング等を行い、以下の点が明らかになった。
①体験素材は個人の趣味や時代のトレンド、
子どもの成長に関するなど観光者の特定の関心に基づくこと。
②素材に対して広く深くアプローチをし、学びや体験がホンモノ志向であること。
③学びの要素を見える形にし、伝達方法・学びの経過・体験成果を見える形（成果物）で残すこと。
④学習体験を通して、獲得できた知識や成長を言語化（言葉で説明）できること。
⑤学習や体験を通じて、体験者・指導者を含む参加者が相互に交流することが出来、この学習体験により
人間的関係性が深まること。
⑥すでに提供されている地域や企業の既存商品（プログラム）を適切に活用したり、教育的知見を取り入
れてプログラム化することで、優れた体験となり、教育効果が高まる。
以上のように学習型観光商品のプログラム特性を把握して、商品化やプログラムが実施されることが期
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待される。

２．学習型観光の教育フレームワーク
すでに見てきたように、学習型観光は、学びを目的に何らかの体験を伴う体験観光であると考えられる。
もちろん、聞く・話す・考えるなど静的な場面もあるが、それだけで完結することは少なく、またそれだ
けでは魅力も薄れる。魅力的かつ学習効果のあるプログラムでは、学ぶための動的な活動、つまり体験が
含まれることも多く、それを踏まえて、学習型観光は、どのように構成されているかを考えることが必要
である。
そこで、本研究の成果を踏まえて、その体験価値および教育効果を高めるために有効と考えられる学習
型観光の教育フレームを３つの観点から示すことにする。

（１）学習体験メニューにおける学びの意味を考えたフレームワーク
本フレームは、学ぶことが有効に機能するために、学ぶ意味を考え、そのための仕掛けや手続きなどの
方法論に関するものである。前節の（３）の発展モデルでもある。
①学びのための目的と明確な体験メニューの提示及び学びが進む仕組みの構築
②導入としての事前学習（または学習前の心構え）の設定
③体験時における学びを深化させる仕組みづくり
（体験レベルの設定、インタープリターの配置とスキルアップ、体験の関係者同士の交流）
④振り返りとしての事後学習の設定
⑤学びの継続性につながる気づき
（一過性でない楽しみに気づき、体験したことから学びへとつながる仕組み）
以上の取り組みがプログラムに含まれることで、学習効果は高まるものと思われる。

（２）体験側から見た学びのための教育フレームワーク
また、実際に学習型観光を体験した利用者の立場から、体験する魅力を考えた。この場合は、学習する
だけにとどまらず、観光商品として魅力づくりを行うことも不可欠である。
①体験にあたり、その道のプロとのふれあいで、発見・刺激を得ることは商品魅力である。
②実際に体験出来た実感が重要で、十分な体験時間と成功体験が必要で、このことで体験の満足度が決ま
る。
③事前に体験できることを考える（例えばワークショップ）機会などの設定により、学ぶ・体験するため
の動機付けが強化される。
④漠然と学ぶことを目的にするのではなく、学ぶテーマや目的が自分にとってどのような意味を持つかが
明示されていることが必要である。
全てに共通することは、体験そのものと自分との関係性がもてるかどうかが鍵である。自分にとって、
学ぶ意味・価値を見いだしてこそ、学習効果や体験価値が高まるといえる。
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（３）学習型観光の形態分類に基づき、プログラム構成を検討する
実に多くの学習型観光が存在するが、それらをいくつかの基準で分類すると、観光体験・商品としてプ
ログラム化する上で観点が浮かび上がってくる。これらは、形式的ではあるが、実際に学習体験プログラ
ム作りを行い、商品化する上で、考慮すべき諸要件である。
①学習形態による３分類は、a）知識提供型、b）実践・体験型、c）複合型（a+b）
、である。
②体験時間による４分類は、a）宿泊型、b）日帰り型、c）講座型、d）ツアー型、である。
③学習主体による３分類は、a）教育機関型、b）一般団体型、c）個人参加型、である。
④持続性による３分類は、a）テーマ継続型、b）会員組織型、c）個別参加型、である。
⑤提供手法による５分類は、a）施設利用型、b）地域資源活用型、c）知識伝授型、d）参加者交流型、
e）複合型（a ～ d の組み合わせ）、である。
これらの観点に基づき学習型観光を構想することが重要である。
以上のように、３つの観点から学習型観光の教育フレームワークを提示した。研究開始時に想定したと
おり、体験型の観光商品や学びを目的とする観光プログラムを作る場合には、それらが本来持つべき教育
観光の枠組みに当てはめることで、より学習効果と満足度の高いプログラム作りになるのである。
本フレー
ムモデルは、教育観光としての役割を十分果たす上で重要なモデルとして活用できると考える。

３．今後の課題と展望
本研究を通して、学習型観光の現状と課題を明らかにするとともに、教育観光としてのフレームワーク
をいくつか示したことで、今後の学習型観光プログラム作成の指針とすることが出来たと考えられる。一
方で、以下の３点の課題も残った。

（１）学習型観光商品としての課題
①「学び」「体験」という事象を表面利用することが多く、学習内容やその関連分野に踏み込み、学びを
深化するまでには至っていないケースが多い。
②学びに対する基本理念の欠如と方法論・教材等が不足している。
③学習型観光の商品造成が出来る専門的知識・技能を有する人材が不足している。
④学習効果を高め、体験の魅力を創出することとビジネスモデルとして確立するという二律背反に陥って
いる。

（２）学習型観光を推進する上での課題
①教育旅行の学習効果を提案し、プログラム化できる専門家は非常に少ない。
②旅行業者・観光地は、観光ビジネスの視点から採算重視の傾向にあるため、効果的学習プログラムを理
解し、その意義を学校に伝えるにはまだ力不足である。
③体験プログラムは充実してきたが、事前・事後学習に必要な学び方の開発、教材開発とその提供は不十
分である。
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（３）その他の課題
学習型観光に関する定義及び理論については、一定のまとめが出来たといえる。しかし、実際に地域や
企業で提供される学習型観光については、非常に多種多様であり、把握及び整理に苦慮した。そこで、修
学旅行を含む教育旅行と企業が提供する学習プログラムの２つの領域から研究を進めた。
前者の教育旅行については、現在ほとんどの自治体が地域活性化をもとに取り組みを強化しており、そ
の全体像を把握することは難しく、さらに各地域の特色、状況も異なるので、共通する枠組みを明示する
ことは困難であった。また、そのプログラムを活用した一般向けの学習型観光については、
十分なアプロー
チが出来なかったといえる。
後者の企業が取り組む学習型観光については、すでに述べたように非常に多種多様な取り組みがされて
おり、その全容を把握することは困難であった。第一に課題としては、実にさまざまなタイプのプログラ
ムがあるので、それらを同列で扱うことは困難であった。そこで、先駆的な事例などに焦点を絞ったが、
それでも十分検討する事例の収集と時間の確保には至らなかった。その点から、理論的に精緻な分析とし
ては不十分な点もある。
しかし、以上のような課題を残しつつも、地域や企業が取り組む学習型観光の全体像と各取り組みの現
状を浮き彫りにし、優れた学習型観光事例を抽出し、詳細に分析したことで、教育観光として示せたフレー
ムモデルは、さまざまな形態で今後も取り組みが増えていくと思われる学習型観光にとって、大いに参考
になるものと考えられる。
本研究を通じて、学習型観光の現状把握と理論化を行い、学習効果をあげるために教育観光の視点から
いくつかのフレームモデルを参考にする手順を明示してきた。本研究で示した知見が、今後さまざまな立
場で学習型観光に取り組む関係者にとって有益なものとなり、その活用により、観光の持つ教育力を十分
に生かした学習型観光がより拡充していくことを期待したい。
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