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Ⅰ　はじめに

　「学校で学ぶ知識が社会に出てどのように
役に立つのか」という声を聞く。学校の教科
学習で生徒が学ぶ知識は，独自に系統化され
細分化された知識が多い。教科学習の知識は，
一方的に工場で製品を大量生産するかのよう
に生徒に教授されていく。その知識の「大量
生産」のなかで，そのような知識を学ぶこと
に意味を見いだせなくなっている子どもたち
も少なくない。

　現実社会で学ぶ知識とは，どのようなもの
なのだろうか。現実社会は，無数の日常的実
践から構成されている。日常的実践とは，人
間が日常生活のなかで行う様々な行為や活動
を指し，それは他者との関係から構築されて
いくものである(1)。日常的実践に埋め込まれ
ている知は「実践知」と呼ばれる。実践知は，
人格のように個人の身体に定着し，社会的に
伝達され，再構築することで持続していく。
現実社会で学ぶ知識とは，この実践知と考え
られる。
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　筆者が勤務する高校の生徒たちは，数年前
から学校の近隣にある法隆寺近辺の観光ボラ
ンティアガイド活動団体である「斑鳩の里観
光ボランティアの会」に参加してきた。この
団体は，ユネスコ世界遺産である法隆寺を訪
れる観光客に，境内を案内するボランティア
ガイドグループである。観光客は，法隆寺イ
ンフォメーションセンターに依頼すれば，約
２時間から３時間にわたってボランティアガ
イドに境内を案内してもらえる。ボランティ
アガイドグループのメンバーは，高校生の他，
企業を定年退職した者，自営業者，大学生，
主婦等，様々な社会人で構成されている。ボ
ランティアガイドメンバーは，定期的に参加
（毎週土・日）するメンバー，不定期に参加
するメンバー等総数で約100人を超える(2)。
　筆者は，2005年４月から2007年３月にかけ
て，ボランティアガイド活動に同行し，高校
生たちの活動を参与観察してきた。生徒たち
は，ガイド活動に必要な実践知である技能・
知識を学んでいった。高校生たちがボラン
ティアガイド活動という体験でどのような学
びをしたのか，以下に紹介したい。

Ⅱ　観光ボランティアガイド活動への参加

　ボランティアガイド事務局には，卒業生Ａ
を含め，数名の大学生がいる。Ａは，知人が
ボランティアガイドをしていたことがきっか
けで，高校１年からボランティアガイド活動
に参加するようになった。Ａが，その後高校
の後輩たちをボランティアガイド活動に誘
い，数人の高校生たちが活動に参加し始めた。
　ボランティアガイドとして活動するために
は，１年間のボランティアガイド養成講座に
参加することが必要である。この養成講座は，
講義と実地研修で構成されている。養成講座
では，ボランティアガイドとして必要な知識，
資料作成の方法，説明・発表の技法等を学ぶ。
2005年４月，３人の高校生たちがこの養成講
座に参加した。

　参加した高校生は，２年生のＢとＣ，３年
生のＤであった。Ｄは，「大学受験のための
勉強が忙しい」という理由で，2005年７月で
養成講座を辞めてしまった。ＢとＣの２人は
ボランティアガイド活動を続けた。
　養成講座では，４月から10月の７ヶ月間講
義でボランティアガイド活動に必要な基本的
知識を学んでいく。養成講座は，月３回土曜
日に実施され，次の表１で示す日程・内容で
あった。

〈表１〉　 観光ボランティアガイド養成講座
日程・内容（1）

（４月） 法隆寺・法隆寺インフォメーション
センターのオリエンテーション

（５月）法隆寺境内オリエンテーション
（６月） 飛鳥時代の歴史・仏像について（講義）
（７月）西院伽藍・東院伽藍について（講義）
（８月）大宝蔵院について（講義）
（９月）西院伽藍について（講義）
（10月）大宝蔵院の展示物について（講義）

　筆者は，高校生たちとともに養成講座に参
加した。講義は，法隆寺インフォメーション
センターの会議室で行われる。講義は毎回午
前中３時間行われ，ボランティアガイドの熟
練者が講師となる。１コマの講義の前半では，
講師がパワーポイント等を用いて法隆寺境内
の建造物や仏像などについて詳細に説明して
いく。高校生たちは，講師の説明で気づいた
こと等を配布資料に書き込み，独自のボラン
ティアガイドテキストを作成していく。
　講義の後半では，高校生たちが自分専用の
ボランティアガイドテキストを使って，前半
の講義内容を説明した。講義内容を講師や筆
者に説明することは，観光客に法隆寺境内・
周辺の建造物や美術品を説明する練習となっ
た。
　Ｃは，当初，この養成講座に対してあまり
積極的に取り組む姿勢ではなかった。Ｃは，
Ｂに次のような言葉を発していたことがあっ
た(3)。
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〈資料１〉

Ｃ 　（養成講座後，インフォメーションセン
ターを出るときにＢに向かって）「毎回日
本史みたいな勉強をここでしているけど，
ガイドやるのに，本当に必要なのかなあ。」
Ｂ 　「でも，案内するときに知らなかったら
困ることだから。」
Ｃ 　「そうかも知れないけど，ここまで勉強
しないといけないのか，ちょっと疑問なん
やけど。」

　Ｂに上記の言葉を発していたＣだったが，
その後も養成講座を欠席することはなかっ
た。11月から２月にかけては実地研修であり，
高校生Ｂ・Ｃとボランティアガイドの熟練者
Ｅの３人がチームとなり，実際に観光客を案
内した。高校生たちは，実地研修前半４回で
は熟練者に同行し，熟練者が法隆寺境内を案

内するときの技法・仕草・客の反応等をメモ
に記録しながら観察した。実地研修後半４回
では，高校生たちが案内した。

〈表２〉　 観光ボランティアガイド養成講座
日程・内容（2）

（11月） 法隆寺境内観光ボランティア実地研
修（①②③）

（１月） 法隆寺境内観光ボランティア実地研
修（④⑤⑥）

（２月） 法隆寺境内観光ボランティア実地研
修（⑦⑧）

　以下に，実地研修の様子を紹介する。例え
ば，高校生Ｂは，ある実地研修で観光客に次
のような説明をしていた(4)。

〈資料２〉

Ｂ 　（回廊を指差しながら）「この回廊が今の
ようになったのは，10世紀末に大講堂が再

１．現在の法隆寺
現在、法隆寺は（ 五重塔 ）と（ 金堂 ）を中心とする

（ 西院伽藍 ）と、（ 夢殿 ）を中心とした（ 東院伽藍 ）
に分けられている。

五重塔 金堂
西院伽藍 夢殿 東院伽藍

西院伽藍

東院伽藍

大宝蔵院

〈図１〉　高校生たちのボランティアガイドテキスト

２．西院伽藍 （つづき）

⑤〔 大講堂（平安時代） 〕
このお堂は仏教の学問を研鑽したり、法要を行

う施設として建立されたが、鐘楼とともに延長3年
（925）に落雷によって焼失した。正暦元年（990）
には再建され、ご本尊の薬師三尊像及び四天王
像はその時に作られている。

大講堂（平安時代）

⑥〔 経蔵（奈良時代） 〕
この建物は経典を納める施設として建立さ

れたが、現在は、天文や地理学を日本に伝え
たという百済の学僧、観勒僧正〔かんろくそう
じょう〕と伝わる座像（平安時代）が安置されて
いる。

⑦〔 鐘楼（平安時代） 〕
この鐘楼の中に吊るされている梵鐘は

（ 白鳳時代 ）のもの。今もなお当時の音
色を響かせている。

経蔵（奈良時代）

鐘楼（平安時代）

白鳳時代



190 国立青少年教育振興機構研究紀要，第８号，2008年

建されたころらしいです。柱は簡単な構造
ながら，エンタシスの柱など飛鳥様式を示
しています。」（Ｂは，観光客とは視線を合
わせず，ほとんど回廊の方角を向いたまま
説明する。）「では，次に南大門について説
明したいと思います。」

　法隆寺境内の案内が終わった後，Ｂに同行
していたＥから次のような助言があった。

〈資料３〉

Ｅ 　「さっき，大講堂の説明をしていたとき，
ちょっと気になることが数点ありました。
まず，説明のときにお客さんの顔を見ずに
説明していること。お客さんの表情を見な
がら説明して下さい。そうすれば，相手も
『自分に説明してくれている』ってよくわ
かるように思います。必ず相手がいること
を忘れないように。」
Ｂ　（Ｂは無言で頷く。）
Ｅ 　「それから，『エンタシス』という言葉だ
けを聞いて，お客さんは柱のイメージが湧
くでしょうか。聞いているお客さんが，『エ
ンタシス』というイメージが浮かぶように
説明するにはどうしたらいいでしょうか。」
Ｂ 　（Ｂは少し戸惑っている様子で，黙って
いる。）
Ｅ 　「例えば，上は細く真ん中に下がってい
くにつれて，膨らんでいくような柱の形と
かの説明はどうでしょう。」

　Ｃは，養成講座の講義にはあまり積極的に
取り組むようには見えなかったが，この段階
では，様子に変化が見られた。例えば，Ｃは
大宝蔵院にある玉虫厨子の説明を観光客にし
た後，Ｅに次のように質問していた(5)。

〈資料４〉

Ｃ 　「Ｅさん，さっきの僕の厨子の説明はど
うでしたか。」

Ｅ 　「自分で振り返ってみて，どう思います
か。」
Ｃ 　「何か，自分でも覚えていることを何と
か言わなければって必死で。」
Ｅ 　「覚えている知識を自分の言葉で相手に
伝えることが大切だと思いませんか。」
Ｃ 　「覚えることと，使うことは違うんです
ね。」

　ＢとＣは，Ｅの助言から実際のボランティ
アガイド活動では，養成講座の講義で学んだ
知識だけでは十分ではないことに気づいた。
養成講座の講義での知識は，学校の教科学習
で学ぶ系統化され細分化された知識に近い。
ところが，実際のボランティアガイド活動で
は，その系統化され体系化された知識を使っ
て，観光客に説明することが問われる。ここ
ではＥが指摘するように，観光客という他者
の存在を忘れてはならない。ＢとＣは，観光
客の反応を見ながらテキストで学んだ知識を
説明する実践の難しさに気づき，ボランティ
アガイド活動に必要な技法を実践の場で試行
錯誤を繰り返し習得していくことを確認して
いった。
　１年間の養成講座を修了したＢとＣは，土・
日曜日中心に平均月１～２回，ボランティア
ガイド活動に参加した。以下に，高校生のボ
ランティアガイド活動の様子を紹介する。
　ある日，Ｂは，観光客に対し次のように釈
迦三尊像の説明をしていた(6)。

〈資料５〉

Ｂ 　（釈迦三尊像を指差しながら）「この釈迦
三尊像は，623年に止利仏師により完成さ
れました。その特徴は，独特の表情，端正
さと緊張感を漂わせる面長の顔・杏仁形
（ぎょうにんがた）の目，仰月形（げいげ
つがた）に両端の上がった口元，アルカイッ
クスマイルです。」



191森川：観光ボランティアガイド活動体験における学び

　Ｂのすぐ近くで別の観光客を案内していた
Ｅは，活動後，Ｂの説明に関して次のような
助言をしたことがあった。

〈資料６〉

Ｅ 　「『ぎょうにんがた』とか『げいげつが
た』って言う言葉は，僕はお客さんには難
しいと思うな。自分が知識として知ってい
ることも，相手は知っているとは限らない
し。」
Ｂ 　「つい，知っていることを言わないと忘
れてしまうような気がして。」
Ｅ 　「その気持ちはわかるよ。僕も最初はそ
うだったから。大勢のお客さんの前だとあ
がっちゃってね。忘れちゃうんだな，これ
が。だからさ，早口になってしまうし，あ
れもこれも言わなければと思うんだよね。」
Ｂ 　「何か，あせっちゃいますよね。１年も
勉強したのに，まだうまくできないなんて。
学校の勉強も同じようなもんですね。肝心
なときに，すぐに忘れるんです。」
Ｅ 　「でも，努力したことは後で違う形で結
果が出たりすることもあるよ。仕事なんか
しているとそうだよ。一生懸命やったこと
が，自分でも忘れたころに別の仕事ですご
く役立ったり。だから，めげちゃだめだよ。」

　Ｅは，メーカーに勤務し，主に営業畑を歩
いてきたということである。Ｅは，メーカー
を退職した後，ボランティアガイド活動に参
加し，自ら観光ボランティアとして観光客を
案内しながら，高校生たちガイドメンバーを
指導する立場を担っていた。Ｅは，企業での
経験をもとに，Ｂに対してボランティアガイ
ド活動の技能についての助言や社会人として
の一般的な人生訓も語っていた。Ｅは，この
ように高校生たちに自分の社会経験を生かし
た助言をすることがあった。高校生たちは，
Ｅをボランティアガイドの先輩と言うより
は，「人生の先輩」として慕っていたようで

あった。

Ⅲ　実践コミュニティとしての観光ボラン
ティアガイド活動

　ボランティアガイド活動の体験は，高校生
たちにとってどのような意義を持っていたの
だろうか。ここでは，ボランティア活動とい
う実践の意味を「実践コミュニティ」という
概念から考えてみる。
　レイヴとウェンガーは，社会における様々
な日常的実践の場，他者との協働を行う場を
「実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ」（communities of 
practice）と名付けた(7)。実践コミュニティ
は，明確なメンバーシップによって境界づけ
られる制度的な枠組みとは限らず，家庭・職
場・学校・趣味の場等のように，日常生活の
あらゆるところに存在している。例えば，実
践コミュニティの例として，メキシコのマヤ
の産婆，リベリアの服の仕立屋，アメリカ海
軍の操舵手，断酒中のアルコール依存症集団
等が挙げられる。
　人は，社会で無数の実践コミュニティに属
し，他者との協働による日常的な実践を通し，
コミュニティで必要とされる技能・知識を習
得していく。この技能・知識を習得する学び
の過程は，実践コミュニティという協働の場
にある。つまり，現実社会において何らかの
日常的実践に埋め込まれずに学ぶ対象はない
と考えられる。
　実践コミュニティへ参加した新人は，当初
コミュニティの周辺部に置かれる。新人は，
コミュニティの熟練者たちの実践を周辺から
観察していく。新人は，熟練者の仕事の進め
方，日常的な振舞い方，エチケット等を傍観
し，実践に必要な技能・知識を包括的に自己
の身体に染込ませていく。
　レイヴとウェンガーは，実践コミュニティ
内で新人が熟練者を目指し，そのコミュニ
ティの中核を担う立場に近づいていく学びの
過 程 を「正 統 的 周 辺 参 加」（Legitimate 
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Peripheral Participation：LPP）と呼んだ(8)。
新人は，当初広く周辺的な見方から始めて，
次第に実践コミュニティの実践を構成するも
のが何かを把握していく。新人は，熟練者と
ともに活動し，熟練者の仕草・行動を観察し，
実践に必要な技能・知識を習得していく。新
人がコミュニティで周辺から中核へと移行す
るなかで，新人の役割と他の成員との関係も
変化していく。
　ボランティアガイド活動という場も，一つ
の実践コミュニティであると捉えることがで
きる。高校生たちは，養成講座前半では学校
の授業と似た面を持つ講義を受けているが，
養成講座後半の実地研修では熟練者と同行
し，熟練者の仕草・行動を観察し，ボランティ
ア活動に必要な技能・知識を習得していった
のである。
　長沼は，ボランティア活動が，「自己との
対話」，「他者との対話」，「対象との対話」と
いう三つの対話的実践で構成されると分析し
ている(9)。「自己との対話」とは，実践者が
自らの体験を振り返り自己検証をすることで
ある。「他者との対話」とは，実践者が他者
とのコミュニケーションと相互理解に基づく
協働の重要性に気づくことである。「対象と
の対話」とは，ボランティア活動の実践者が
この技能・知識の脱文脈性に気づくことであ
る。
　上記の「自己との対話」，「他者との対話」，
「対象との対話」の三つの対話的実践は，ボ
ランティア活動という実践のなかに埋め込ま
れている。三つの対話的実践は，レイヴ・ウェ
ンガーが提示した「正統的周辺参加」という
学びの過程と重なるものと考えられる。

Ⅳ　観光ボランティアガイド活動体験の意
義

　ここでは，ボランティアガイド活動での体
験の意義を高校生Ｂ・Ｃ，卒業生Ａの事例か
ら考察してみる。

　Ｂは，学校のクラス内ではどちらかという
とあまり目立たない生徒だった。筆者は，Ｂ
のクラスの授業（現代社会）を担当していた
が，授業中に発問しても，Ｂは自ら積極的に
発言する生徒ではなかった。Ｂは，ボランティ
アガイド活動に参加する動機を次のように
語ったことがあった(10)。

〈資料７〉

Ｂ 　「人前で話すのは，すごく難しいです。
でも，難しいからやってみたかったんです。
何か，自分を変えたいっていうか。でも，
ボランティアガイドを実際にやってみる
と，一つのことを教えるのに多くの広い知
識がつながっていることに気づきました。
バラバラじゃだめだなって思っているんで
す。」

　Ｂは，「何か，自分を変えたいっていうか」
と言っているように，ボランティアガイド活
動の場が自己変革につながる場となり得るこ
とを語っている。ここには，実践者が自分の
体験を振り返り，自己検証をする学び，「自
己との対話」の機会があったと考えられる。

　卒業生のＡは，大学の史学科に進学し，現
在，大学院進学を目指しながらボランティア
ガイド活動で高校生の指導をしている。Ａは，
活動での自分の役割を次のように語ったこと
があった(11)。

〈資料８〉

Ａ 　「僕は今，ボランティアガイドのスタッ
フとして，主に高校生の指導をしています。
高校生たちを見ていると『しっかりせえよ』
と言いたくなるときもあるけど，『僕もあ
んなんやってんな』と思い返したりします。
僕もいろんな大人の人に世話になったし，
今もなってるけど違う形で返したいって。
後輩を指導するのも，そういう意味がある
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んです。」

　Ａのコミュニティ内での役割は，ボラン
ティアガイドとしての体験を積み重ねていく
なかで新人から後輩の指導者へと変化して
いった。Ａは，指導する後輩とかつての自分
の姿を重ね合わせている。ここにも，実践者
が「ボランティアとしての自分とは何か」と
いう「自己との対話」の機会があったと考え
られる。
　Ｂは，養成講座の実地研修におけるＥの助
言から，ボランティアガイド活動では観光客
という他者の存在が重要であることを認識す
る。ここには，他者とのコミュニケーション
と相互理解が重要であることに気づく「他者
との対話」の機会があったと考えられる。
　Ｂは，実地研修の段階ではガイド活動を指
導してきたＥに対して，親近感を持っている
様子ではなかった。Ｂは，実地研修でＥから
指導を受けていたときも，無言でうなずくだ
けだった。そのＢとＥの関係も，実地研修が
終わり実際にガイド活動に一緒に参加してい
くなかで，より親密な関係となっていったよ
うであった。Ｂは，筆者に「Ｅさんのような
大人の人に出会えて良かった」と語ったこと
があった(12)。ボランティアガイド活動は，
ＢにとってＥのような「人生の先輩」との出
会いの場でもあった。
　Ｃは，日本史等の教科があまり得意ではな
く，当初養成講座にはあまり積極的に参加し
ようとする姿勢が見えなかった。それは，養
成講座の講義が学校の授業に似た形態だった
からである。しかし，実地研修の段階になる
と，Ｃの姿勢に変化が見られた。Ｃは，「覚
えていることと，使うことは違う」と語って
いるように，知識がボランティアガイド活動
という実践に必要な道具であることに気づい
ていく。
　Ｃは，現在，大学で民俗学を学んでいる。
Ｃは，卒業後，筆者に次のように語ったこと

があった(13)。

〈資料９〉

Ｃ 　「高校時代は，民俗学を勉強するなんて
想像もつかなかった。今は，民俗学でフィー
ルドワークをすることが楽しいです。
フィールドワークをしていると，知識だけ
では得られないことを学ぶと思います。で
も，知識がないとフィールドワークもでき
ない。」

　Ｃにとって，ボランティア活動では実践者
が活動に必要な技能・知識の脱文脈性に気づ
く「対象との対話」の機会があったと考えら
れる。

Ⅴ　おわりに－実践の場と学校－

　ボランティアガイド活動は，様々な年齢・
世代・社会的背景の人々で構成されている実
践コミュニティの一つであった。高校生たち
は，ボランティアガイド活動の新人からコ
ミュニティへの成員と移行するにつれて，
様々な実践知を学ぶことになる。そこには，
実践での自分の体験を振り返る「自己との対
話」があり，実践での他者とのコミュニケー
ションや相互理解の意義を認識する「他者と
の対話」があり，実践者が実践に埋め込まれ
た技能・知識を認識する「対象との対話」が
あった。このようなボランティアガイド活動
の体験を通した学びは，学校における学びと
どのように繋がるのだろうか。
　ボランティアガイド活動体験における「自
己との対話」，「他者との対話」，「対象との対
話」という学びは，学校の特別活動のなかに
も存在している。例えば，学校行事の文化祭
における学級単位での展示・発表の体験，生
徒会活動における学年を超えて活動する体
験，文化クラブ・運動クラブでの学年を超え
た活動体験等，学校において様々な実践コ
ミュニティが形成されている。そこには，様々
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な他者との関わりのなかで実践知を学ぶ機会
がある。ボランティアガイド活動体験におけ
る学びは，学校の特別活動における実践知の
学びの重要性を提起している。
　学校の教科学習で生徒たちが学ぶ知識は，
体系化され細分化された知識が多いことも事
実である。しかし，Ｂが言うように，様々な
細分化された知識は相互に関連しあうこと
で，現実社会で学ぶ知識や，実践知と繋がっ
ていく。養成講座で学ぶ知識や関連する様々
な知識を媒介とすることで，ボランティアガ
イド活動という実践がより充実したものと
なっていた。ボランティアガイド活動体験に
おける学びは，学校で学ぶ知識と現実社会で
学ぶ実践知が二項対立の概念と捉えきれない
ことを提起している。学校で学ぶ知識と，現
実社会で必要とされる技能・知識とを包括す
る知の構築が重要である。学校と社会とを結
ぶ学びの機会が求められているといえる。
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