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タブレットやスマートフォンを使った
修学旅行現地学習（京都を例に）

京都大学 名誉教授　杉本 淑彦（すぎもと・よしひこ）
京都文化観光研究会　仲 奈々子（なか・ななこ）

左：清水寺（京都市），右：慈照寺の「お茶の井」（京都市）

歴史研究最前線

１ 修学旅行のあゆみ

　日本における修学旅行の初例は，東京師範学校（筑波
大学の前身）が 1886 年に実施した「長途遠足」だとさ
れている。千葉県銚子方面へ軍装で徒歩行軍したのち，
現地で発火演習が行われた。また，1892 年の文部省令
は，修学旅行の教育目的を次のように語っていた――「生
徒を率いて修学旅行をなさしめ，山川郊野を跋渉して，
その身体及び精神を鍛錬するとともに，知見を広めしめ
んことを努むべし」。当初の修学旅行は，徒歩移動によ
る鍛錬を重視するものだったのである。
　しかし，修学旅行が始まった 19 世紀後半は，科学
技術革命がもたらす交通手段の一大変革期でもあった。
その劇的変化を，帝国書院の高等学校用教科書『新詳 
世界史Ｂ』（平成 20 年発行） は，次のように書いている
――「19 世紀はじめに鉄道が出現すると，旅の速度が一
挙に上がった。蒸気船が普及すると，船旅もあまり自然
の影響を受けなくなり，速度も増した。20 世紀には飛行
機が開発され，旅の速度は一段と速まった」（巻頭Ⅱ）。
　日本の修学旅行も，開始からわずか 10 年後の 1896
年，蒸気船を利用して海外へ展開されるようになる。こ
の年，長崎商業学校の生徒が上海へ実習に出向いたので
ある。
　日露戦争が終結した翌年の 1906 年には，満洲への修
学旅行も始まった。文部省と陸軍省が共同で，中学校以
上の男子生徒を対象に希望者を全国で募ったのだった。
広島の宇品港から満洲までの船舶と，満洲での鉄道車両
および宿舎を，陸軍省が無料で提供した。
　前掲の教科書が「植民地が広がった時代には，それら
の地域へ観光や修学旅行で出かける例もあった」（巻頭
Ⅴ）と書いているように，修学旅行先としての満洲の人
気は高く，1938 年に満洲を訪れた日本人団体客 16388
人のうち，14024 人が修学旅行の生徒・教員だった。
　同じ年，大阪府女子師範学校（大阪教育大学の前身）が，
朝鮮・満洲修学旅行を行っている。大阪から下関までは

瀬戸内海航路，そして下関から釜山へ渡航し，その後は
鉄路で大陸をまわり，帰途は大連からの船旅だった。生
徒たちに配布された「旅行の栞

しおり
」には，「本旅行ハ…忠

君愛国ノ情ヲ喚起セシメ以テ国民教育ニ当ルノ見識ヲ養
ハントスルヲ目的トス」と書かれていた。
　この師範学校の例にもれず，満洲修学旅行の主要訪問
地は，二百三高地などの日露戦争激戦地で，そこには戦
死日本人将兵にささげられた忠霊塔が建てられていた。
　このように，日本における修学旅行は，科学技術革命
の一つである交通手段の変革という，世界史全体の大き
な変化に影響を受けるだけでなく，富国強兵策から植民
地拡張を経て軍国主義にいたる明治以降の日本社会全体
の歩みと，軌を一にしていたといえるだろう。
　第二次世界大戦後の修学旅行も，交通手段の変革から
影響を受けると同時に，社会全体と歩みをともにする。
1970 年代後半になってから広島への修学旅行数が増加
するが，その誘因の一つは，山陽新幹線の全線開通によ
るものだった。首都圏からの修学旅行が時間的に可能に
なったのである。また，1979 年に始まった「新冷戦」
に応じて日本社会で反核平和運動が高まったことが，広
島を訪れての平和学習人気をあと押しした。
　また，1990 年代に入り沖縄人気が上昇するが，そ
の背景には，1980 年代末から 90 年代にかけて全国の
教育委員会が，修学旅行での飛行機利用を解禁したこ
とがあった。沖縄には，平和学習の地としての有意さ
と，多文化学習および自然学習の適地という利点もあっ
た。1960 年代後半から始まる，歴史学におけるエスニ
シティの重視と，1970 年代以降に世界規模で環境問題
が立ちあらわれたことに起因する自然学習への関心増大
が，平和学習とあいまって，沖縄への修学旅行を急増さ
せたのだった。

２ これからの修学旅行

　修学旅行は，その始まりから今日にいたるまで，つね
に，交通手段（より広くいえば科学技術）の発展と，社
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会全体の変化に影響を受けてきたといえるだろう。では，
今後の修学旅行はどのようなものになるのだろうか。
　今日，教育現場に影響を及ぼしている最大の科学技術
革命といえば，1990 年代以降に生じた ICT（情報通信
技術）革命である。生徒一人ひとりへのタブレット端末

（以下，タブレット）などをはじめとする ICT 機器の整
備が進められており，教室内ではもちろんのこと，校外
学習で使用される事例も現れている。また，中学校では
校内へのもち込みが禁止されていたスマートフォン（以
下，スマホ）も，2020 年 6 月の文部科学省通知により
条件つきで解禁された。従来から校内へのスマホもち込
みが容認されていた高等学校では，授業でスマホを利用
する試みも行われ始めている。タブレットとスマホを活
用することが，修学旅行にも求められているといえるの
ではないだろうか。
　技術革命に加えて，今後の修学旅行は，平和学習や多
文化学習，自然学習の隆盛のように，社会全体の趨勢に
も影響を受けていくだろう。そして今日，その趨勢の先
端にあるものが，2015 年の「国連持続可能な開発サミッ
ト」において国際社会共通の目標として合意された「持
続可能な開発目標（SDGs）」である。新学習指導要領は，
2021 年度以降 ，SDGs を担う人材の育成を中高の教育
現場に求めている。
　また日本では，2021 年度から中学校で「総合的な学
習の時間」を，そして，その「総合的な学習の時間」で
育んだ知識を探究的な活動に生かしていくために，高校
では 2022 年度から「総合的な探究の時間」が設けられ
るようになった。
　要するに，未来の修学旅行は，①タブレットやスマホ
を活用しながら，②総合学習と探究学習の場となり，③
平和学習・多文化学習・自然学習に加えて SDGs を学

習する機会となることを期待されている，ということで
ある。
　実際にも，各旅行会社が上記の①②③を念頭に，
2022 年度からの利用を想定して，「探究プログラム」
などと題する冊子やワークシート，動画の制作に取り組
んでおり，なかには，すでに配布されているものもある。
　しかし既存の冊子やワークシートは，③が可能な施設
の概要（電話番号・住所など）を列挙することや，②に
ついては，「見学予定場所の特徴を予習しよう」「旅行先
でインタビューしよう」などといったたぐいの，かけ声
で終わっている場合が多い。部活にたとえると，「がん
ばれ！」という励ましに加えて，技能向上のためのてい

ねいなコーチングが必要なのではないだろうか。
　本誌で報告するのは，こうしたコーチングのなかでも，
生徒が最初の一歩を踏み出すことが容易になるような指
導方法である。まず中学校修学旅行については，「ロイ
ロノート・スクール」などのノート作成アプリをタブレッ
トで利用することを前提にして，ノートづくりに役だつ
ワークシートを本誌で解説する。ついで，高校修学旅行
用 Web アプリを紹介する。なお，この報告の母体になっ
ている研究会はもっぱら京都教育観光に取り組んでいる
ため，本誌で紹介するものは京都市内に限っている。ま
た，京都は神社・仏閣など歴史的な観光地が多く，修学
旅行先として人気が高いことも理由の一つである。

３ 中学校修学旅行用ワークシート［清水寺］

　ワークシートは施設ごとに生徒用と教師用の２種類が
ある。それぞれ，当該施設の見学目的を理解させるため
の「冒頭説明文」と，事前学習・現地学習・事後学習の
計４部から構成され，ネット上に PDF 形式とワード形
式でアップロードされる。生徒用ワークシートを生徒の
タブレットに取り込み，生徒はその指示にしたがって事
前学習・現地学習・事後学習を行うことになる。
　教師用ワークシートは，生徒用のそれに赤字を付記し
たもので，教科書指導書に類している。
　なお，京都修学旅行地のトップ３である［清水寺］と［金

図１　中学校修学旅行用ワークシート（教師用）p.1

京都修学旅行ワークシート（中学校版）

清水寺

① 地図帳で清水寺の場所を確認しよう。地図上のどのあたりに清水寺があるのか、マークをしてみ
よう。そして、平安京との位置関係と、立地場所の地理上の特徴を考えよう。
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伝承によれば、平安京の初代天皇である桓武天皇の時代に、征夷大将軍の坂

上田村麻呂が清水寺の創建に尽力しました。当時の東北地方北部には、中央政府

（朝廷）の支配に抵抗したため、朝廷から蝦夷（えみし）と蔑称されていた人々が

住んでいました。田村麻呂は、蝦夷の族長だった阿弖流爲（アテルイ）と戦い、

かれを帰順させた人物です。

平安時代には、漢字をもとにして「かな文字」が生まれました。皇后に仕えてい

た紫式部と清少納言が、日本人にとっては感情を表現しやすい「かな文字」を使

って、それぞれ『源氏物語』と『枕草子』を創作しました。二作品のなかに、清水

寺が登場します。

◆◆◆ 事前学習 ◆◆◆

清少納言は『枕草子』を、「春は夜明け
がよい。だんだんと白んでいく山際の空
が少し明るくなって、紫がかった雲が、
細くたなびいているのがよい」という一
文で始めました。大内裏（宮城）におい
て皇后に日夜仕えていた清少納言は、日
の出を大内裏から眺めてこの一文を記し
たと考えられています。京都盆地は三方
を山地（連峰）に囲まれており、清水寺
は日の出の方向に建っています。清少納言の目は、夜明けのなかで姿を現していく清水寺の
堂宇をとらえていたのかもしれません。『枕草子』のこの一文を、原文で書き写してみよう。
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春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎはすこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる。

❶



30 ｜ ChiReKo  2021 年度２学期号

閣］，［二条城］のワークシートが，無料で使用できるよ
う，すでにネット上にアップロードされている（本稿末
尾のＱＲコードなどを参照）。
　ワークシート［清水寺］には，「冒頭説明文」（伝承に
よれば，･･･ 登場します）と，事前学習が合わせて４p
ある。本誌では，そのうちの教師用 p.1 を掲示する（前
頁 図１  ）。
　清水寺は，社会科でも国語科でも必習事項ではない。
したがって，わざわざ清水寺を見学する理由を，生徒に
理解させることが重要である。「冒頭説明文」で教科書学
習事項に下線をほどこしたのは，教科書で学ぶ人物やで
きごとと清水寺との関連を，生徒に気づかせるためである。

◆◆◆　事前学習　◆◆◆（前頁 図１  の続き）
❷歴史教科書のなかから，「桓武天皇」「坂上田村麻呂」「蝦夷」

に関する記述を抜き出してみよう。
❸清水寺の境内には，寺の創建に関わった坂上田村麻呂ら

の像を祀った堂宇があります。その堂宇の名前（二とお
りあります）と場所を，あらかじめ探索しておこう。

　・堂宇の２つの名前を調べよう。
　・清水寺境内マップを探して場所を確認しよう。
❹『源氏物語』（全部で 54 巻）の第 4 巻「夕顔」では，主

人公の光源氏が，突然死した恋人の夕顔を，清水寺近く
でひっそりと弔います。深夜のことでした。そのときで
す。光源氏の目に，清水寺へ参詣する人々がかざす，灯
明が映ります。恋人の死，深夜，灯明――心理描写と風
景描写がたくみに織り込まれている名場面です。文学者
と研究者が，この場面をさまざまに現代語訳してきまし
た。そのひとつを紹介します（本誌では訳文を割愛）。

　　この現代語訳の他にも，いろいろな訳があります。た
とえば，「講談社青い鳥文庫」「角川ソフィア文庫―ビギ
ナーズ・クラシックス」です。こうした本のなかから，
該当場所を探してみよう。さらに，そうした訳を参考に
して，自身で，よりよい文章を書いてみよう。

❺『枕草子』でも清水寺が４回登場します。そのうちの１
回について，紹介する現代語訳を参考にしながら，自分
自身の訳に挑戦してみよう。

　( 訳例 ) 桜の花盛りに寺に籠るのもおもしろい。きれいな
若い男たちが二，三人，おしのびでの参籠のようだが，美
しく着こなしている。･･････ わたしたちの参籠部屋から
のぞき見て，「たしか，あの人だわ」と思える人がいるの
だが，ご本人は，わたしたちがここにいることをわかり
はしない。通り過ぎるのをただ見ているだけなのは物足
りない感じがするので，「ここにいるという様子を見せま
しょうかね」などと言いあうのもおもしろい。こんなふ
うに，お寺に籠もったり，その他ふだん行かない所に，

召使いだけを連れにするのはつまらなく，やはり，同じ
ような境遇の，気のあう，おもしろいこともいろいろ言
いあうことのできるような人を，かならず一人二人，ま
たはもっとたくさんでも，誘いたいものだ。

◆◆◆　現地学習　◆◆◆

❶境内に「開山堂」（創建に関わった田村麻呂らの像が祀ら
れている）を探し，その堂の別名を確認したうえで写真
に撮ろう。

❷「阿弖流爲・母礼の碑」を境内に探しだし，碑の両面を
写真に撮ったうえで，裏面の碑文を読んでみよう。

❸『源氏物語』と『枕草子』に登場するように，清水寺は
平安時代から現代にいたるまで，男女問わず多くの参詣
者を集めてきました。参詣者で賑わう現在の境内や門前
の様子を観察して，写真にもおさめておこう。

◆◆◆　事後学習　◆◆◆

❶「阿弖流爲・母礼の碑」を読み，どのようなことを思い
ましたか。撮影した碑の両面を貼り付けたうえで，思っ
たことを書いてみよう。

❷清水寺の見学は楽しかったですか。楽しかったとすれば，
紫式部や清少納言と同じ経験をしたということかもしれ
ません。二人の文学者にとって，清水寺のどのような点
が楽しかったと思いますか。旅行中に撮影した境内や門
前の写真を貼り付け，自身の経験を思い出しながら，二
人の文学者の胸中を考えよう。二人の胸中を考える際は，
平安時代の当時，最澄が開いた比叡山延暦寺と空海が開
いた高野山金剛峯寺などの大寺は「女人禁制」とされて
いたことを思い出してみよう。そして，「女人禁制」とい
う旧慣は，社会科で習う SDGs のなかの，どの目標に関
わることなのかを考えよう。

　『枕草子』の冒頭文（現代語訳）を事前学習で提示し
た理由も，その原文を国語科の古典資料集などで学習す
るからである。
　ワークシート p.2 以降は，事前学習（４項目），現地
でしか行えない撮影を中心とした現地学習（３項目），
事後学習（２項目）である（下記参照）。
　ワークシート［清水寺］は，第一に，清水寺を社会科
と国語科の総合学習の場として位置づけ，第二に，「蝦
夷」をキーワードにして多文化学習を深め，そして第三
に，清水寺が女性に参

さん
籠
ろう

の機会を与え続けてきた寺であ
ることを生徒に気づかせることで，SDGs の第５目標
である「ジェンダー平等を実現しよう」の学習へとつな
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げるしくみになっている。

４ 高校修学旅行用Webアプリ（銀閣版）

　京都文化観光研究会では，班別行動中の高校生がタブ
レットないしスマホを使用しながら学習を行うための
Web アプリを，現在製作中である。そのしくみと内容
を以下に紹介する。
　この Web アプリは，GPS 機能が搭載されているタ
ブレットやスマホであれば，そこに標準装備されている
Web ブラウザで動作する。管理者である教師は，生徒
用タブレットごとに識別用アドレス（QR コード）を発
行し，生徒は QR コードを読み込むことで Web アプリ
が利用できるようになる。生徒が目的地に到着すると，
GPS 機能により到着が認識され課題に取り組むことが
できる。課題への応答にはクラウドを利用する。
　班別行動中の生徒の動きを，教師がすべて把握するこ
とは容易でない。しかしこの Web アプリを使用すれば，
生徒の学習状況を即時に把握することが可能となる。生
徒は課題に応じて文章入力や写真撮影などを行い，それ
がデータとしてクラウドに送られるので，教師はどこに
いても，送信時刻と応答内容をリアルタイムで確認でき
るからである。
　また，クラウドに送った文章と画像を使用しての事後
学習も期待できるだろう。さらに，管理者である教師が，
訪問施設と課題を追加することも可能になっている。
　現在，京都市内の世界文化遺産を中心に 19 件の施設
について Web アプリの製作を進めており，順次，旅行
会社を通じて利用希望校に配布する計画である。
　では，その「銀閣版」を例に概要を説明しよう（開発
中のため画面はイメージである）。

▼
（答えられない場合，正解への誘導が表示される）

▼

▼

▼

▼

　銀閣版 Web アプリの紹介は以上である。銀閣版だけ
でなく，生徒に投げかける課題については，現地を探査
することでクリアできるものになるよう心がけた。

５ 今後の展望

　本誌で紹介した高校修学旅行用 Web アプリは，現地
学習用であり，事前学習には対応していない。
　さらに，修学旅行は学習の場であると同時に「思い出
づくり」の場でもあることから，クリアする過程自体が
楽しめるような課題設定にあえてしたのだが，その結果
として，事前知識が乏しくても取り組める課題になった。

　今後は，３で報告した中学校修学旅行用ワークシー
トの内容を発展させて高校独自の事前学習・事後学習用
ワークシートを作成し，学習としての「修学」と，楽し
い思い出づくりとしての「旅行」が両立できる，ワーク
シート・Web アプリ一体型の教材を製作したいと考え
ている。

平仮名で「じしょう」寺といいます。「じ」の漢字訓読みは，
大きな心を意味する「いつくしみ」です。「しょう」の漢
字訓読みは，光がさすことを意味する「てらす」です。

課題画面 ❶

冒頭画面
つぎの設問に答えよう。
銀閣寺の正式名称（漢字）は？

ヒント
上段の庭に「お茶の井」があります。

慈照寺は，室町時代に足利義政が創建した山荘（東山
殿）に起源を持ちます。京都盆地の東方に連なる東山
連峰の一画に位置するこの山荘で，公家文化と武家文
化，禅宗文化，さらに町人文化も融合した東山文化が
生まれました。その一つが茶の湯です。境内の山際に，
義政が茶の湯を楽しんでいたことをうかがわせる遺構
があります。それを探し出して写真に撮ろう。

課題画面 ❷
水は，人間が安全に，かつ楽しく生きていくうえで不
可欠なものです。茶の湯用の水も，安全かつ美味であ
ることが求められます。湧水が安全で美味であるため
には，どのような努力が必要なのでしょうか。また，
湧水を飲む場合，どのようなことに気をつける必要が
あるでしょうか。SDGs の第６目標である「安全な水
とトイレを世界中に」を念頭に置きながら考えよう。

※本誌では，［清水寺］に関する中学生用ワークシートのみを紹介するが，［金閣］と［二条城］についても
閲覧のうえ，改善意見を本誌編集部を通して寄せていただきたい。

※「お茶の井」は p.28 イラスト参照。

〈参考〉
中学校修学旅行用ワークシートは，「京都大学ガイド研
究会」のサイト（右記の QR コード）からダウンロード
してご利用いただける予定です。 


