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Ⅰ　はじめに

挨拶の仕方，道の歩き方，食事の食べ方な

どのマナーは，青少年が成長過程で獲得すべ

きマナーであろう。そのためには，他の存在

との望ましい関係を維持・発展させようとす

る考え方（心遣い）と，それを言語的・非言

語的に表現するための方法の学びが必要と考

える。このような，他への心遣いとその方法

の学びを，ここではマナー学習と呼ぶ。

他との関係性に基盤を置くマナー学習に

は，他や集団とかかわる環境が求められるが，

本研究では青少年の成育環境における望まし

いマナー学習の環境を提供する手がかりとし

て，学校教育における特別活動に注目し，そ

の中でも，旅行･集団宿泊的行事がマナー学

習に対して持つ可能性と効果について考察す

る。
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【要旨】

日本の青少年教育においては，基本的生活習慣や社会的マナーの育成が重要な課題

である。本来は家庭でその基盤を育成すべき基本的生活習慣や社会的マナーだが，現

在は学校が積極的に家庭教育を支援する姿勢が必要とされている。学校教育において

は，特別活動における旅行･集団宿泊的行事が，平素と異なる環境で他者と生活をと

もにし，濃密にかかわるなかで，短期間に多角的にマナーを学ぶことによる印象的な

学習効果が期待できるため，社会性，そして社会的マナーの育成の手がかりとなる可

能性を有している。しかし現場の教員には旅行･集団宿泊的行事の学習効果が過小評

価される傾向があるため，行事の目的の見直しが求められる。その手がかりのひとつ

として，旅行･集団宿泊的行事の学習活動を４種の場面に分け，そこで実行可能なマ

ナー学習の具体的内容をそれぞれ提案した。またそれを用いることで，学校教育に求

められる基本的生活習慣・社会的マナーの学習内容のおよそ７割を扱うことが可能で

あること示した。
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Ⅱ　青少年教育の課題とマナー学習の必要性

１　青少年教育の現状と課題

2002年の「今後の青少年教育の方向に関す

る調査研究協力者会議」の報告に示されるよ

うに，現代の青少年における社会性の欠如や

モラルの低下など，その「心」に関する問題

は，日本の教育における現実かつ緊急の課題

である（1）。そのためにも地域や家庭の教育力

を再生し，「奉仕活動・体験活動」を推進す

ることが政策的にも求められている。

その一方で，実際の地域や家庭の教育力へ

の危惧も存在する。

2003年に全国の市区町村教育長に対して実

施された調査（2）の，「最近の教育の状況に対

する意識」を問う項目において，「かなりそ

う思う」「ややそう思う」の合計が８割を超

えたものは，次の通りである。

「家庭の教育力が低下している」（91.3％），

「子どもの規範意識，社会的マナー，公共心

などが希薄である」（85.2％），

「地域活動を担う若者が少ない」（84.9％），

「近所の大人が子どものよくない行為を見て

も注意しない」（84.4％）

このように，教育長の多くが，青少年にお

ける社会性の欠如やモラルの低下とともに，

家庭，地域の教育力について大きな課題を感

じていることが伺える。

２　青少年自身が受けたしつけへの認識

それでは，青少年は自身がしつけられた状

況について，どのようにとらえているのか。

千葉市教育センターの2004年調査結果（中

学２年生）では，およそ２割の生徒が「あい

さつをすること」「迷惑をかけないこと」を

指導された体験が「あまりない」とする状況

が示された（3）。またこの調査では，「あいさ

つをする」ように言われたことが，「まった

くない」子どもの53.1％が，「まわりの人に

迷惑をかけない」ように言われたことも，

「あまりない」または「まったくない」と答

えており，しつけに関して，「する家庭」と

「しない家庭」とに二極分化していることが

伺える。

2004年の別の調査では，首都圏の中学生の

実に７割が，朝に「おはよう」と言わなくて

も叱られない家庭環境に育っている（4）。この

数字が端的に示すのは，家庭教育の質の低下

と，家族をはじめとする他者とのかかわりの

希薄さであろう。とくに「しつけをしない家

庭」の子どもについては，家庭や地域の教育

力向上を待つゆとりもないといえる。

高階（5）は，市区町村教育長調査，保護者

の学校教育意識全国調査の結果をもとに，

「道徳性，規範意識」「基本的生活習慣や社会

的マナー」など，「心」に関する学校教育へ

の要請がきわめて高いことを指摘する。地域

や家庭の教育力を再生するとともに，現在の

学校教育においても，並行して「心」の教育

の推進が求められているのである。

３　「心」の教育とマナー学習の重要性

教育関係者は，学校教育における「心」の

教育をどの程度重要だと考えているのか。

その手掛かりになるのが，前出の市区町村

教育長に対して実施された調査の設問，「こ

れからの学校教育についてどのような分野に

力を入れていくべきだと思いますか。」の結

果である。

「道徳意識や社会性を身につける」が全項

目でもっとも高い割合となり，「かなりそう

思う」だけでも77.5％を示した。これは，前

記の「子どもの規範意識，社会的マナー，公

共心などが希薄である（85.2％）」と対応す

るものであり，マナー等の「心」の教育が現

代の学校教育の重要な課題であることが示唆

されたといえよう。

４　学校教育で身につけさせたい力

同調査は，「学校教育で子どもたちに身に
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つけさせたい力」についても触れている。選

択率の高位から挙げると，「自分の生き方を

考える力」「物事を論理的に考え生かす力」

「善悪を正しく判断できる力」「いろいろな課

題にチャレンジする力」となり，続いて「社

会や集団内でのルールを身につけ生かす力」

「よりよい人間関係を作り上げる力」などの，

社会性にかかわる項目が選択されている。

また，2005年５月の文部科学省中央教育審

議会総会（第48回）においても，「教育内容

の改善」に関して，子どもたちの健やかな心

と体の育成が重要な課題であり，学校生活を

通じて社会性や集団性を育成することの必要

性が指摘されている（6）。

５　社会性の育成と学校の役割

社会性の育成が，家庭教育に基盤を置くこ

とはいうまでもない。2000年４月の文部科学

省中央教育審議会「少子化と教育について

（報告）」において指摘されているように，家

庭は「すべての教育の出発点」であり，「特

に，基本的な生活習慣・生活能力，豊かな情

操，他人に対する思いやり，善悪の判断など

の基本的倫理観，社会的なマナー，自制心や

自立心など「生きる力」の基礎的な資質や能

力を培うこと」が，家庭教育の重要な役割な

のである（7）。

しかし，西川（8）が指摘するように，近年

の家庭教育力の低下の現状をみると，家庭だ

けに「家庭に求められる教育」を負わせるの

ではなく，学校もまた積極的に家庭教育にか

かわり，ともに育てようとする支援の姿勢が

必要である。西川は，子どもの社会性をはぐ

くむためには，子どもに積極的にかかわろう

とする大人たちの意識の向上と姿勢の重要性

を指摘した。そのうえで，学校の教育力を生

かして親子の共同体験を教育活動に積極的に

取り入れ，PTAや地域との連携を図る取組が，

子どもの豊かな心と社会性を育てるための家

庭教育支援になると主張する。

このように，子どもの社会性の育成におけ

る学校教育の果たす役割は，家庭教育への援

助などを含め，さらに大きな割合を占めつつ

あるといえる。

６　学校教育における「社会性」

国立教育政策研究所の「児童生徒の社会性

を育むための生徒指導プログラムの開発」（9）

によれば，「学校教育で想定されている『社

会性』とは，集団活動の場で自分の役割や責

任を果たす，互いの特性を認め合う，他者と

協力して諸問題を話し合う，その解決に向け

て思考・判断する等の能力や態度であり，さ

らにはそれが自らの個性と統合され個人の資

質として昇華されたもの」と定義されてい

る。

そして，その育成内容として，①基本的な

生活習慣，②対人関係の在り方，③集団活動

の体験，④規範意識の獲得，⑤社会生活の体

験，の５つが挙げられている。

このように，学校教育でこれらの育成が重

要な課題であることが示されるが，現実的に

はさまざまな教育活動が盛り込まれる学校カ

リキュラムに，更にあらたな活動を加えるこ

とは難しい。そこで学校の既存のカリキュラ

ムにおいて，対人関係の在り方を深く考え，

集団活動や社会生活を効果的に体験をさせら

れる可能性の高いものを抽出し，それを発

展・改善させる方向が望ましいと考える。

Ⅲ　旅行･集団宿泊的行事

１　特別活動「旅行・集団宿泊的行事」の重

要性と学習効果

社会性の育成に関して，前出の要件をもっ

とも満たすと思われるカリキュラムに，「特

別活動」が挙げられる。なかでも，その内容

の「学校行事」における「旅行・集団宿泊的

行事」を，社会性や社会的マナーの育成に関

する重要な手がかりとして，ここでは注目し

たい。
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「旅行・集団宿泊的行事」は，小学校・中学

校・高等学校学習指導要領の「特別活動」に

おける内容のひとつである（小学校学習指導

要領では「遠足・集団宿泊的行事」と記述さ

れるが，ここでは一括して「旅行・集団宿泊

的行事」を用いる）。

特別活動の目標は，「望ましい集団活動を通

して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長

を図り，集団や社会の一員としてよりよい生

活を築こうとする自主的，実践的な態度を育

てるとともに，人間としての生き方について

の自覚を深め，自己を生かす能力を養う（10）。」

である（中学校学習指導要領の記述。以下同

じ）。その内容のひとつ「学校行事」では，

「全校又は学年を単位として，学校生活に秩

序と変化を与え，集団への所属感を深め，学

校生活の充実と発展に資する体験的な活動を

行うこと」とされており，なかでも旅行・集

団宿泊的行事は，「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」をねらいとしてい

る。これは，前述の５つの社会性に関する育

成内容をほぼカバーしているといえよう。

柴崎（11）は，学校行事について，「学校行事

を通じて得られる満足感・充実感は，所属校

での学校生活のみならず，日本の学校教育そ

のものへの印象やその後の家庭教育の展開に

直結する重要な要素といえる。」「学校行事は，

それだけに生徒にとって印象深いものとな

り，生涯にわたり強く影響を与えつづける可

能性を持つ重要な教育の領域である。よって，

学校行事においていかなる経験ができるの

か，そこから何を得られるのかを明確にし，

活動後の評価を的確におこなうことは，より

良い教育を模索し，提供しようとする者の責

務だといえる。」と，その教育的価値の高さ

と意義とを指摘している。

言うなれば，旅行・集団宿泊的行事は，

「平素と異なる」環境で他と生活をともにす

る，濃密な集団生活・集団活動であり，対人

関係・集団行動・社会生活を深く考える機会

や日常の学校環境では学びにくい種類のマナ

ーを，短期間で多角的に体験する貴重な機会

である。このような「非日常」の体験により，

マナーの多様性を体験し，理解するだけでな

く，それが生徒の印象に強く深く残る効果を

もたらすものと考えられる。

２　旅行・集団宿泊的行事と人間関係

片山と駒田（12）は，旅行・集団宿泊的行事

の「スキー学習」に注目し，２泊３日の冬季

集団宿泊研修における，「非日常生活」と

「不特定多数の人との新しい出会い」が，生

徒の「社会性・協調性」に好影響を与えてい

ると指摘している。また，この研究ではホテ

ルよりも青年の家に宿泊した生徒の方に，よ

り顕著な自律心の向上が認められている。

このように，旅行・集団宿泊的行事におけ

る「非日常」での「体験活動」は，社会性を

獲得するにあたっての有効な手掛かりである

ことがわかる。

３　現場の教員の考える「ねらい」

しかし，実際に旅行・集団宿泊的行事を企

画する場合に，公衆道徳はそのねらいとして

の優先順位はさほど高くない。

修学旅行のねらいに関する中学校の調査（複

数回答）（13）において，もっとも選択率が高

いものは，「班行動による協力の心の育成」

（60.0%）であり，次いで「見聞を広め，知

識を修得」（51.9%），「総合的な学習の内容

の深化」（48.1%），「生徒間の人間関係づく

り」（41.5%）である。つまり，「生徒間コミ

ュニケーション」と「知識の向上」に関する

ものが，修学旅行におけるねらいの主たるも

のととらえらていることがうかがえる。それ

にくらべて，「公衆道徳の修得」（30.0%），

「集団宿泊訓練」（25.8%）といった，社会性
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に関するねらいを掲げる学校は３割以下と低

い。これについて，修学旅行以外の行事でそ

の部分は補えているとの認識によるものと，

重要性の認識が実際にそのようなものであ

る，という２つの仮説が考えられる。

滝（14）は，旅行･集団宿泊的行事の学習効果

について，教員の側に過小評価の傾向がある

とし，行事の実施後に，それぞれの結果や成

果・実績が他領域の関連分野または教科の実

績となっていたり，事情により教育課程上の

実施記録に上がらないとの不合理を指摘して

いる。この傾向から，学習活動の記録も残ら

ず，校内において教員の目の前で成果が披露

される頻度も高くない「公衆道徳」「宿泊訓

練」のようなものは，「ねらい」に据えても

結果が確認しづらいため，優先順位が高くな

りにくいのではないかと思われる。

このように，「心」の教育に関するねらい

の優先順位が低くなりがちな傾向がみられる

旅行･集団宿泊的行事だが，社会性の育成と

いう視点から学校教育を見つめなおすとき，

それが果たす役割は，教員の認識以上に大き

く重要なものであると考えられる。行事のね

らい・目的の見直しが求められるであろう。

しかし，その重要性の認識には，「自分た

ちが直面する問題」を克服する活動が，どの

ような内容であるかを教員が知ること，そし

てまた，それはいつ，どこで，どのようなこ

とを，どのように行なうべきかが具体的に示

される必要がある。

以上を踏まえて，次に，青少年教育の重要

な課題のひとつであるマナー学習の視点か

ら，非日常での体験活動をもとにした，旅

行･集団宿泊的行事において実行可能な具体

的な学習内容に関して考察することで，旅

行･集団宿泊的行事におけるマナー学習の可

能性と，教育の現代的課題に特に対応した学

習活動としての効果を示すものとする

Ⅳ　旅行･集団宿泊的行事とマナー学習

１　学校教育に求められる基本的生活習慣・

社会的マナー

先の高階が，「教育要請がきわめて高い」

と指摘した「基本的生活習慣や社会的マナー」

について，学校教育ではどのような学習内容

を想定することが可能であろうか。ここでは，

1985年に文部省が中学生の道徳指導資料とし

て発行した「中学校における基本的生活習慣

の指導」（15）に注目し，伊達市立有珠中学校

のまとめ（16）を参考にして分類し，25の下位

項目を配置した。

学校教育に求められる基本的生活習慣・社

会的マナーの学習内容は，大きくは次の３つ

にまとめられる。

①　生命尊重，健康・安全に関すること

②　規則正しく，きまりよい生活に関する

こと

③　礼儀作法，社会生活に関すること

それぞれについての具体的な学習内容を次

頁の表１に示す。

２　旅行・集団宿泊的行事におけるマナー学

習の意義

前出の学習内容のうち，基本的生活習慣に

関するものは，家庭でも，また個人でもその

自覚に応じて学習が可能である。しかし，社

会的マナーは基本的に身内（家族）でない他

者（第三者）や多様な集団とのかかわりにお

いて効果的に獲得されるものであり，学校教

育においては，とくに非日常の状況下におい

て，第三者と触れ合う機会の多い，特別活動

における旅行･集団宿泊的行事で行なう学習

形態がふさわしいと考えられる。なお，ここ

では，家庭では発生しづらい状況のマナーや

礼儀作法（例：重要な書類の渡し方・受け方）

も，学校教育では学習可能であるため，あえ

て「社会的なマナー」と限定することなく，

ここではマナー・礼儀作法全般にわたる学習
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内容を想定して，「マナー学習」と一括して

称するものとする。

また，旅行･集団宿泊的行事といっても，

その名称・目的・内容は，以下の例のように

多様である。 修学旅行，林間学校（野外教

室），臨海学校，スキー学校（スキー教室），

キャンプ，山の学習，新入生英語キャンプ，

校外宿泊学習，宿泊研修，冒険活動教室，宿

泊体験学習，登山，自然教室，サバイバルキ

ャンプ（17）。そこで，ここでは多岐にわたる

ことなく，青年の家などの，国内の公共の施

設に宿泊するような，旅行･集団宿泊的行事

での学習活動を想定する。

３　旅行･集団宿泊的行事において想定され

る学習場面

旅行･集団宿泊的行事においては，そのす

べてが学習の場であるとも言えるが，ここで

は「儀式的場面」「公共的場面」「学習活動的

場面」「生活的場面」の４種の場面に分類す

る。それぞれに想定される場面は，たとえば

次のようなものである。

① 儀式的場面（結団式，解団式，開会式，

閉会式，キャンプファイア・キャンドルフ

ァイア，目標到達の表彰，誕生式，来訪記

念品贈呈式，修了証・体験証等の授与式，

お別れパーティー・さよならパーティー等

の儀式的な場面）

② 公共的場面（駅や路上，博物館，宿泊施

設，その他屋内・屋外すべての公共の場面）

③ 学習活動的場面（見学・体験等の学習活

動における，みる・きく・はなす場面）。

④ 生活的場面（ふろ，食事，トイレ，同室

で過ごす，就寝等の生活場面）

各場面におけるマナー学習の具体的内容

を，以下に示す。

表１［中学生における基本的生活習慣・社会的マナーの学習内容］

①自他の生命尊重と安全確保の重要性の理解
②食事のマナー、食に対する関心
③望ましい姿勢の維持
④洗面、入浴、手洗いなどの衛生的習慣
⑤事故･安全に関する注意と身体的対応
①話を聞く態度　応答の仕方　ノートの使い方
②時刻を決めて守る　時間を大切にする
③物や金銭の価値についての自覚と尊重
④持ち物、道具、学用品などの丁寧で上手な使い方
⑤計画的な生活設計
⑥計画的な家庭学習の仕方　予習･復習の仕方
⑦事前の準備と後始末
⑧整理･整頓の習慣
⑨忘れ物をしない
⑩余暇の有効的な使い方
①時と場に応じた言動
②相手との調和と自分の欲求のコントロール
③あいさつや会話の仕方　人との接し方
④他者に不快感や違和感を与えない清潔感ある身だしなみ
⑤他者との約束・依頼の仕方や守り方
⑥登下校時の通学態度（乗り物における言動含む）
⑦公共物、公共の場、公共施設の利用の仕方
⑧正しい異性観と男女の協力
⑨公正公平に接する態度
⑩規則の遵守

１
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尊
重
、

健
康
安
全
に
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る
こ
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２
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３
礼
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作
法
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る
こ
と
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（1）儀式的場面

ａ．儀式的場面におけるマナー学習の内容

これは，旅行･集団宿泊的行事に関連して，

事前・事後の学習を含めて展開される儀式的

な行事において，学習可能と考えられるマナ

ーである。中学校学習指導要領において，儀

式的行事は特別活動の内容のひとつとして設

定されているが，その目的は，「学校生活に

有意義な折り目を付け，厳粛で清新な気分を

味わい，新しい生活の展開への動機付けとな

るような活動を行うこと」とされている。非

日常の活動であることを意識させ，学習の効

果を高めるためにも，また旅行・集団宿泊的

行事が単なる物見遊山でないことを確認する

ためにも，儀式的な要素を入れて，学習の目

的と目標を提示し，評価の観点について告知

しておく必要がある。

式典参加の心構え，立ち姿と正しい姿勢，

歩き方，物の扱い（いただき方，渡し方，読

み上げ方，丁寧な扱い方），椅子の扱い（立

ち方・座り方），お辞儀，発声・話し方，視

線，手の整え方，音の慎み，上座下座（上

手・下手）の概念（これは食事場面でも大広

間などの座る位置などでも学習する），国

旗・校旗・館旗等，国際儀礼（プロトコール）

における旗の扱い

ｂ．儀式的場面におけるマナー学習に関する

指導上の留意点

次に，たとえば結団式で示したマナー学習

に関する指導目標と指導内容については，必

ず解団式においてその評価を行なうようにす

る。これにより行事を通した指導の観点が一

貫したものとなり，「集団宿泊訓練」や「公

衆道徳の修得」を重要な「ねらい」とは捉え

ないまま，その効果を過小評価している現状

を克服する手掛かりとなるものと考える。

（2）公共的場面

ａ．公共的場面におけるマナー学習の内容

バスや電車等の交通機関，駅や路上，博物

館，宿泊施設，その他屋内・屋外すべての公

共の場面における移動・集合・解散を含め

た，そこでの望ましい在り方に関するマナー

である。

〔屋外〕安全確保のマナー，道路の歩き方

（歩行のマナー），信号の待ち方（個人・集

団），電車・バス・飛行機・船舶等公共交通

機関利用のマナー，待機時の慎み，屋外で

の飲食のマナー，携帯電話のマナー

〔屋内〕ホテル・旅館・民宿・ペンション等

のステイマナー，エレベータ・エスカレー

タのマナー，階段・廊下の歩き方，五分前

集合のマナー（ビジネスマナーと一般訪問

マナーとの違い），集合場所，集合形態（端

に寄る）の心遣い，待機のマナー（音の慎

み），視線の慎み（駅などで周囲の人をじろ

じろ見たりしない）

ｂ．公共的場面におけるマナー学習に関する

指導上の留意点

これについては，学校の中では体験できな

い学習場面が多いので，指導者は具体的な事

例をその都度把握しておき，当日の夕礼・反

省会・班長会や後日の指導などに活用する。

（3）学習的場面

ａ．学習的場面におけるマナー学習の内容

みる・きく・はなすマナーなど，見学・体

験等の学習活動を効果的に機能させるための

マナーである。日常の学習活動からの，連続

して指導可能な項目といえよう。ふだんの教

育でも指導できる内容であるが，非日常の場

面で見知らぬ人物から学習する機会は強い印

象が残るため，絶好の学習の機会でもある。

傾聴のマナー，視線のマナー，話し方，連

絡・報告のマナー，訪問のマナー，服装・帽

子等の扱いのマナー

ｂ．学習的場面におけるマナー学習に関する

指導上の留意点

これについては，自然体験学習では，野歩

き・山歩きのマナーに関するものや，ゲレン

デのマナーなど，学習環境に応じた各種マナ

ーが想定可能であるが，ここではそこまでは
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触れない。

どちらかといえば，他者とのかかわりとい

うよりも，個人がひとりで慎む「内なるマナ

ー」の性格が強い内容ともいえるが，ここで

は集団のひとりとして聞くこと，見ること，

話すことの心遣いを，とくに学ぶものである。

いずれにしても，日常の学校生活に戻った際

に，行事における学習の成果をふり返って次

の指導につなげられるように，子どもの学習

状況に関する詳細な確認と記録が必要であ

る。

（4）生活的場面

ａ．生活的場面におけるマナー学習の内容

行事の目的達成に向けて，集団生活を円滑

に展開するためのマナーであり，旅行･集団

宿泊的行事のマナー学習の中心ともいえる。

トイレ・洗面所のマナー，同室で過ごす心

遣い，就寝のマナー（ベッドの扱い，布団の

敷き方，就寝時間を守る心遣い（健康管理の

マナー），玄関のマナー（履物：スリッパを

揃える心遣い），ドアの開け閉め，入浴のマ

ナー（風呂・大浴場の入り方のマナー，ユニ

ットバスにおけるシャワーのマナー，温泉の

文化と入り方），食事のマナー（和食・洋

食・中華・ビュフェ形式，土地の特産とその

食べ方）

ｂ．生活的場面におけるマナー学習に関する

指導上の留意点

これについては，体験学習などのプログラ

ムで，農作業や酪農・野外炊飯などの活動が

用意されているならば，特に「感謝の気持が

あいさつになる」「残さず食べる」などのマ

ナー学習の好機であり，高い効果が期待でき

る。飲食のマナーは，行事の期間を通じて反

復・継続して行えるので，指導の効果が現れ

やすく，評価が容易である。

就寝時刻を守る心遣いについては，健康・

安全の観点によるものを生徒は理解しにく

い。やみくもに入眠を指示するのではなく，

その後の日程とその楽しみに水を差す可能性

を示唆することが有効である。

（5）その他の場面におけるマナー学習の内容

旅行・集団宿泊的行事の活動において，学

習の機会として活用可能な場面と，その指導

における留意点を示す。

ａ．土産物のマナー

旅行・集団宿泊的行事では土産を購入する

機会が少なからずあるが，これは日本の土産

の文化や現地の風土を学習する機会となる。

マナーとして指導する場合には，美術品や香

水など，人によって好みの分かれるものは避

けるとの指導を行なうことで，他者の気持を

考えて行動する機会を提供できることにな

る。

ｂ．写真撮影のマナー

見知らぬ人をむやみに撮影しないことや，

道をふさいだりして他者の邪魔をしないこ

と，アングルにこだわって，記念撮影スポッ

トを長時間独占しないことなど，撮影に夢中

になっているときには気づかない心遣いを指

摘することで，旅行･集団宿泊的行事におい

て頻繁に繰り返される撮影という行為のたび

に，他者への心遣いを考える機会となる。ま

た，道から外れることなど，自然破壊をしな

いというマナー指導もある。

４　中学生における基本的生活習慣・社会的

マナーとマナー学習の学習内容

これら旅行･集団宿泊的行事における学習

場面の内容は，学校教育に求められる基本的

生活習慣・社会的マナーの学習内容をどの程

度カバーしているのか。次に，マナー学習が

可能であると考えられる学習内容それぞれに

ついて，具体的なマナー学習の学習内容を示

し，考察を加えることで，マナー学習の旅

行･集団宿泊的行事における可能性を示す。

（1）生命尊重，健康安全に関すること

①自他の生命尊重と安全確保の重要性の理解

〔公共的場面・生活的場面〕

公共の場，特に移動中の交通機関での注意
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点などから，自分の生命と他者の生命の安全

を確保する学習が可能である。歩道やプラッ

トホーム，また階段･廊下の歩き方や多人数

での信号の待ちかた。エレベータ・エスカレ

ータのマナーなどがその手がかりである。

また，生活的場面では，就寝の心遣いを手

がかりに，十分な睡眠が確保されないことに

よる危険性を取り上げて，健康と安全につい

ての学習が可能である。生命の尊重というこ

とでは，食事とその作法をもとに学習するこ

とが可能である。

②食事のマナー，食に対する関心 〔公共的

場面・学習的場面・生活的場面〕

本来，食事のマナーは儀式的場面にも関係

するが，旅行･集団宿泊的行事における儀式

的場面と食事のかかわりは薄いと思われる。

ここでは和食・洋食・中華・ビュフェ形式な

ど公共的場面における会食マナー，箸の扱

い・茶の飲み方など生活的場面におけるさま

ざまな食事マナーの学習はもちろんのこと，

学習的場面として，宿泊地の特産とその食べ

方の作法などをとりあげて，食に対して関心

を持たせることが可能である。

③望ましい姿勢の維持〔儀式的場面〕

儀式の場に臨む際には，清新な気持ちにな

るためにも，正しい姿勢で参加することが望

ましいであろう。正しい姿勢でいるほうが，

そうでない姿勢よりも疲労が少なく身体に負

担をかけない，といった知識を学ぶことが可

能である。

④洗面，入浴，手洗いなどの衛生的習慣

〔生活的場面〕

洗面・入浴・手洗いといった，「望ましい

生活習慣」の中で，学校での指導がもっとも

困難であると思われるのが，「入浴」であろ

う。その意味で，入浴マナーの学習は，旅

行･集団宿泊的行事を独自たらしめる学習活

動のなかでも，とくに重要なものといえる。

⑤事故･安全に関する注意と身体的対応〔公

共的場面・生活的場面〕

ものの不適切な取り扱いによる事故を回避

するための，心遣いやマナーも存在する。

バス内の荷物棚から落下物がないように，

きちんと収納する心遣いや，班の旗やスキー

などの，「長いもの」の持ち運び方のマナー，

そしてペン先やカッターナイフなどの危険な

部位のあるものの扱いかたなどの学びが可能

である。

（2）規則正しく，きまりよい生活に関するこ

と

①話を聞く態度　応答の仕方　ノートの使い

方 〔儀式的場面・公共的場面・学習的場

面・生活的場面〕

この学びはすべての活動場面で出現し，そ

の頻度も高いため，進捗状況を児童生徒にフ

ィードバックしやすい学習活動であるといえ

よう。旅行・集団宿泊的行事のあらゆる場面

での学習が可能である。

②時刻を決めて守る　時間を大切にする

〔儀式的場面・公共的場面・学習的場面・

生活的場面〕

これも①同様，すべての活動場面での学習

が可能である。時間管理のマナーは望ましい

社会人に不可欠なものであるために，このマ

ナー学習はとくに重要といえよう。

③物や金銭の価値についての自覚と尊重

〔学習的場面・生活的場面〕

金銭の価値については，土産物の購入に関

して学習が可能であろう。土産とは何か，と

いう学習を通して，土地の特産物の価値を学

び，また，やみくもに土産を買いあさる態度

を見直すことが可能である。

④持ち物，道具，学用品などの丁寧で上手な

使い方〔儀式的場面・学習的場面・生活的

場面〕

あらゆるものを大切に扱うことは，マナー

学習の根幹である。学用品が他者のものと混

同する可能性が高いと，旅行や宿泊の活動に

おいて，記名の重要性を学習することができ

る。また扱い方次第で，物品は容易に破損す
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ることを体験的に学ぶ機会でもある。

儀式的場面では，代表者が大事な物を両手

でいただくなどの作法を通して，大切に扱う

べきものの取り扱い方を学習することが可能

である。

（3）礼儀作法や社会生活に関すること

①時と場に応じた言動 〔儀式的場面・公共

的場面・学習的場面・生活的場面〕

マナーの基本はTime（時） Place（場所）

Occasion（場合）に応じて，最もふさわしく，

自然に振る舞うこととされる（18）。時と場合

に応じた言動は，マナー学習の目的そのもの

ともいえよう。見学地や宿泊施設における

TPOに応じた言動の学習は，あらゆる活動場

面で可能である。

②相手との調和と自分の欲求のコントロール

〔儀式的場面・公共的場面・学習的場面・

生活的場面〕

自宅を離れて集団の中で他者と生活を共に

する旅行･集団宿泊的行事は，わがままを言

わないように自分の欲求を制御することで，

他者との関係を相互に最もストレスが少なく

なるよう，そのかかわりかたを調整すること

が継続して求められる機会である。すべての

場面で，その学習が可能である。

③あいさつや会話の仕方　人との接し方

〔儀式的場面・公共的場面・学習的場面・

生活的場面〕

旅行･集団宿泊的行事に関係するひとに，

感謝の気持ちをあらわしたり，相手との関係

を大切に考えている意思表示としてあいさつ

をする実践が可能である。これもすべての活

動場面での学習が可能で，その頻度も高く，

学習の成果について生徒にフィードバックし

やすい学習活動である。

④他者に不快感や違和感を与えない清潔感あ

る身だしなみ 〔儀式的場面・公共的場

面・学習的場面・生活的場面〕

いかなるものをめざし，学ぼうとする集団

であるのか，それを他者に示す手がかりとし

ても，「身だしなみ」は重要である。すべて

の場面で学習が可能である。

⑤他者との約束・依頼の仕方や守り方 〔学

習的場面・生活的場面〕

共同生活において，各人の役割に応じた責

任を学ぶなかで発生する，他者（他の班員な

ど）への依頼は，その場面や内容など，多岐

にわたると考えられる。また，生活場面を中

心として発生することが多いであろう約束も

また，旅行･集団宿泊的行事のさまざまな活

動において学習が可能である。

⑥登下校時の通学態度（乗り物における言動

含む）〔公共的場面〕

日常の登下校とは違い，大きな荷物を抱え

て公共交通機関で自宅と集合・解散場所を移

動することになる。また通常の通学時間帯と

の相違もあるであろう。さらに浮かれて車内

ではしゃぐ者の発生も想像できる。このよう

に，公共交通機関における移動の注意点につ

いて，通常よりやや誇張された状況を想定し，

具体的な例を用いた学習が可能である。

⑦公共物，公共の場，公共施設の利用の仕方

〔公共的場面・学習的場面・生活的場面〕

旅行･集団宿泊的行事は，学校教育におけ

る他の学習活動に比べて，公共物，公共の場，

公共施設を特に強く意識させる特別な機会で

もある。その意味でもこの学習は，旅行･集

団宿泊的行事に求められる重要な目的のひと

つといえよう。

⑧正しい異性観と男女の協力〔生活的場面〕

集団活動・班活動を通じて，男女が協力し

て行事の目的を達成させることで，互いを尊

重し，認め合う機会を提供することが可能で

ある。また，体調や体力の違いを共同生活の

なかで確認しあうことで，「平等であるが，

同質ではない」男女の相違を実感し，互いを

心遣う態度や正しい異性観の学習が可能と考

えられる。
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以上のように，学校教育への要請が高い，

「基本的生活習慣や社会的マナー」の25項目

のうち，７割を占める17項目について，旅

行･集団宿泊的行事での学習が可能である。

旅行･集団宿泊的行事の目的のひとつとして，

これらを用いたマナー学習を提案したい。

５　旅行･集団宿泊的行事におけるマナー学

習の指導ポイント

前述の学習内容を全て行わねばならないと

いうことでは，もちろんない。

マナー学習を実施する際の技法については，

次の点が挙げられる（19）。

① マナーや礼儀作法は必ず「他の尊重」に

発することを説明する

② 現実の社会生活で営まれる具体例を教材

に用いる

③ あらゆるマナーや礼儀作法は意味がある

ことを繰り返し伝える

また，とくに「音の慎み」は，マナー･礼

儀作法の学習の基本かつ重要な概念であり，

さまざまなマナー学習の場面に適用できる。

指導法の例として，たとえば物を扱うとき，

言葉を話すとき，立居振舞いのとき，それぞ

れに必要最小限の音声しか生じさせないよう

指導するのである。ドアの開閉，飲食時など，

ノイズを出さない心遣いは，学習活動のあら

ゆる場面にかかわる。たとえばグラスを卓上

に置くときも，グラスの底に小指を触れさせ

たまま卓に置くという作法が存在する。「グ

ラスを高所から卓に打ち付けてノイズを立て

ることが他者に不快感をあたえるおそれがあ

表２［旅行･集団宿泊的行事におけるマナー学習から学ぶ基本的生活習慣・社会的マナー］

①自他の生命尊重と安全確保の重要性の理解
②食事のマナー、食に対する関心
③望ましい姿勢の維持
④洗面、入浴、手洗いなどの衛生的習慣
⑤事故･安全に関する注意と身体的対応
①話を聞く態度　応答の仕方　ノートの使い方
②時刻を決めて守る　時間を大切にする
③物や金銭の価値についての自覚と尊重
④持ち物、道具、学用品などの丁寧で上手な使い方
⑤計画的な生活設計
⑥計画的な家庭学習の仕方　予習･復習の仕方
⑦事前の準備と後始末
⑧整理･整頓の習慣
⑨忘れ物をしない
⑩余暇の有効的な使い方
①時と場に応じた言動
②相手との調和と自分の欲求のコントロール
③あいさつや会話の仕方　人との接し方
④他者に不快感や違和感を与えない清潔感ある身だしなみ
⑤他者との約束・依頼の仕方や守り方
⑥登下校時の通学態度（乗り物における言動含む）
⑦公共物、公共の場、公共施設の利用の仕方
⑧正しい異性観と男女の協力
⑨公正公平に接する態度
⑩規則の遵守
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り，そうならないように心遣った結果の工夫

である。それがこの作法の意味なのだ」，と

食事の場面で説明することで，学習が円滑か

つ効果的に行なわれる。

発達段階に応じた指導内容の配慮も必要で

ある。高階（20）は，小学校低学年は礼儀や身

だしなみ，しつけなど，基本的習慣の指導を，

中・高学年は自治活動の基礎や社会的マナー

などを，中学生には職場体験などを含む，社

会的行動力の基礎を学ばせるべきであると指

摘する。マナーに関する学習活動に際しての

留意点としては，齊藤の「４つのE」が参考

になる。齊藤（21）は，修学旅行という行事に

提案するものとして，Enjoy－楽しいこと，

Effect－効果があること，Easy－たやすくで

きること，Efficacy－自分はできるという実

感がもてること，を提案し，楽しさが希薄だ

ったり，実行が困難だったりして，途中で辞

めてしまってはかえって逆効果であることを

指摘する。マナー学習は，学習環境における

生活の全てが学習の機会になりうるので，そ

の気になれば際限なく指導項目を設定でき，

間断なく評価を下して，次の目標を設定して

のマナー指導を行うことが可能である。しか

し，それではゆとりのない指導および活動に

なってしまい，学習量は多くてもその効果は

低く，定着に支障をきたすことが予想される。

青少年のレディネスと定着の状況を把握し，

適切な指導がなされる必要があることから，

マナー学習における課題の提示と評価におい

て，この４Eの実現に十分に配慮すべきであ

ろう。

６　評価

中学校学習指導要領解説―総則編―におい

ても，

「教育課程の評価の対象は，教育課程のすべ

てにわたるものであって，教育課程の編成か

ら各教科，道徳，特別活動及び総合的な学習

の時間における指導計画，指導方法などに及

ぶ」とされ，また「教育課程の評価は，学期

末や学年末だけでなく，平素から心掛けて行

うという姿勢を忘れてはならない」ともあ

る（22）。この記述は，マナー学習の評価の基本

姿勢そのままともいうべきである。

それぞれの行事の終了が，そのままマナー

学習の終了であるはずがなく，そこで得られ

た学習成果を土台として，常に次の目標を設

定し，適切な指導と評価を継続すべきである。

また折に触れて行事で得られた成果をふり返

り，その定着を確認する。これは学校行事が

一過性のものでなく，連続した教育課程の一

部であることを，児童生徒と教員双方が確認

する機会ともなる。

滝の指摘した傾向が続き，旅行･集団宿泊

的行事のねらいに関して，「生徒間コミュニ

ケーション」と「知識の向上」ばかりに重み

が置かれると，他の教育活動で代替可能であ

るという視点から，旅行･集団宿泊的行事の

廃止論が出現する可能性が高くなるであろ

う。そのような状況を招かないためにも，旅

行･集団宿泊的行事の意義と効果について，

その実績を把握して教員と子どもの双方に伝

えることを，企画者は充分に配慮する必要が

ある。よって，行事における「評価」がいっ

そう重要なものとなる。

評価については，この行事で学習したマナ

ー等が，その後の教育にどう活きるのかとの

ビジョンを持ち，継続して評価・発展させて

いくことの重要性を発信し，学習の成果を記

録に残す。これによって，旅行・集団宿泊的

行事の「成果」は，それぞれの教育母体の資

源・文化として継承され，連続性をもつこと

になるのである。

Ⅴ　おわりに

旅行･集団宿泊的行事におけるマナー学習

の内容は，学校教育に求められる基本的生活

習慣・社会的マナーの学習内容の約７割をカ

バーし，現代の学校教育の課題とされる，マ



柴崎：旅行・集団宿泊的行事におけるマナー学習の可能性に関する考察 95

ナーをはじめとする「心」の教育に資する可

能性が示された。

青少年における他との関係性の希薄化や，

社会性の低下が問題とされる現代において，

濃密な人間関係の中で展開される集団活動を

基盤とする旅行･集団宿泊的行事は，マナー

学習のみならず，さまざまな学習活動に可能

性を持つことであろう。学校のスリム化が叫

ばれ，学校行事の簡素化が進行中であるが，

旅行･集団宿泊的行事を見直すことで，青少

年教育が直面する課題解決の手がかりを得る

可能性があることを，ここでは指摘しておき

たい。
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