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子ども達の「旅をする心」 「地域を愛する心」の育成 

観光立国を実現し、次代の地域の担い手を育成するためには、 
子ども達の「旅をする心」「旅をする心」、 「地域を愛する心」「地域を愛する心」を育む取組みが必要。 

・全国の学校教員自主サ クル（社）日本ツ リズム産業団体連合会

教員の自主サークル「ＴＯＳＳ」の取組 観光関連団体の取組 
・観光に対する興味及び理解を早
い段階から促すため 各地域独自

都道府県等の取組 

・全国の学校教員自主サークル
（TOSS)では、各地の小中学校で観光
立国教育に取組み、指導内容や指導
方法の向上に努めている。 
・全国全市町村（1 810市町村）の観光

・（社）日本ツーリズム産業団体連合会
では、平成19年度より、小中学校に観
光産業からパイロット等の講師を派遣し、
実体験を通じた旅の魅力、日本の良さ
等を伝える「旅育」出前授業を実施

い段階から促すため、各地域独自
の観光副読本を作成し、総合学習
の時間等を利用し観光・交流の大
切さについて理解を深めている。 

・全国全市町村（1,810市町村）の観光
立国テキストを作成し、授業で活用し
ている。 

等を伝える「旅育」出前授業を実施。
・平成19年度10校11回、平成20年度
13校17回、平成21年度8校9回開催。 

第１回観光立国教育全国大会

 
 
 

観光甲子園第１回観光立国教育全国大会

・観光立国教育の推進と、小中学校教員と観光関係者の交流を目的に開催。 
・平成21年5月10日に静岡県三島市で開催され、小中学校教師、観光行政
職員、観光業界関係者等912名が参加。 

【主な内容】

観光甲子園

・地域の自然や歴史、文化の理解を深め、異文
化コミュニケーションを学ぶことにより、自発的な
問題探求力やコミュニケーション能力を育成す
ることを目的に 全国の高校生による「観光プラ 【主な内容】

 ・観光をテーマに地域学習の実践事例を募集し、 
   優秀事例を表彰 
 ・教育関係、観光関係のトップによる提言 
 ・観光立国教育模擬授業 等 

 

ることを目的に、全国の高校生による「観光プラ
ンコンテスト」を実施。 
・平成21年8月23日に応募のあった69校の中か
ら予選を通過した10校による発表が行われ、優
秀な事例に文部科学大臣賞、観光庁長官賞等観 擬授

 
 
 
           

観光立国教育賞 
・観光をテーマに、優れた教
育を実践している事例を募集
し 優秀な事例に観光庁長官

授業を通じて
児童・生徒が
作成した観光

 を授与。 
・平成22年度は4月１日～7月9日 
で募集を行い、8月29日に優秀作 
品の発表を行う。 
（事務局 神戸夙川学院大学）

観光立国教育賞表彰       

  
 

し、優秀な事例に観光庁長官
賞、静岡県知事賞、大会会長
賞等を授与。全国から222件
の応募があり、15件を表彰。 

パンフレット・
観光マップ        

香川大学教育学部高松小学
校 

山形県米沢市立北部小学
校 

（事務局：神戸夙川学院大学）
 

高校生による発表 



児童・生徒によるボランティアガイド 

観光庁では 子供達の「旅をする心 「地域を愛する心 を育む実践的な教育として• 観光庁では、子供達の「旅をする心」、 「地域を愛する心」を育む実践的な教育として、     
「児童・生徒によるボランティアガイド」「児童・生徒によるボランティアガイド」の取組みを推進している。 

• 平成19年度に「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」を実施。       

• 平成20年度には、関係団体への調査を実施すると共に、全国４地域（北海道・松前、青森県・

八戸、滋賀県・湖北、鹿児島県・鹿児島）において「児童・生徒によるボランティアガイド普及促
進モデル事業」を実施し、成果と課題等について検討を行った。進 デ 事業」を実施 、成果 課題等 検討を行 。

• 平成21年度には、全国１６地域において、モデル事業を実施すると共に、モデル事業から得ら
れた知見を体系化し、「指導者向け」及び「児童・生徒向け」手引き書を作成した。 

20年度モデル事業に

平成２１年度「児童・生徒による     
ボランティアガイド普及促進事業」 

観光地域づくり人材 モデル事業20年度モデル事業に 

よる成果・課題の抽出 

【成果】 
学習意欲向上 平成20年度 デ 事

観光地域づくり人材

シンポジウム（6月） 

モデル事業実施地域

モデル事業

（7月～3月） 
手引き書の作成 

・学習意欲向上 
・交流の促進 
・住民の意識向上 
 
【課題】

平成20年度モデル事

業」実施４地域から活
動事例の報告を行い、
ガイド実践の成果と
課題 認識共有を

モデル事業実施地域
を公募し、主体となる
団体や参加する学年、
活動する場所等を整
理し 全国16地域に

モデル事業の成果や
課題等を整理し、「指
導者向け」と「児童・
生徒向け」の手引き【課題】

・教育機関との連携 
・ノウハウの共有 

課題の認識共有を
図った。 

理し、全国16地域に

おいてモデル事業を
実施。 

生徒向け」の手引き
書を作成。 



実施地域 実施団体 実施地域 実施団体 

平成21年度児童・生徒によるボランティアガイド普及促進モデル事業 

（2009年4月 現在） 北海道松前町 松前町ツーリズム推進協議会 愛知県南知多町 篠島観光協会 

北海道弟子屈町 てしかがえこまち推進協議会 石川県金沢市 夕日寺自然体験実行委員会 

北海道室蘭市 海星学院高等学校 滋賀県湖北町 湖北町教育委員会 

青森県八戸市 社団法人八戸観光コンベンション協会 
三重県鳥羽市 

有限会社オズ 

海島遊民くらぶ企画部 

東京都中央区

NPO法人東京中央ネット 

日本橋美人推進協議会 加西市観光まちづくり協会

北海道弟子屈町 

北海道室蘭市 

東京都中央区 日本橋美人推進協議会 

兵庫県加西市 

加西市観光まちづくり協会 

江戸日本橋観光めぐり事務局 加西市歴史街道ボランティアガイド 

新潟県佐渡市 佐渡市立小木中学校 北条まちづくり協議会 

新潟県新潟市 
音読集団「ECHIGO」 

大分県由布市 
公益財団法人人材育成ゆふいん財団 

（有限会社ビープロデュース） 一般社団法人由布院温泉観光協会 

北海道松前町 

新潟 佐渡市 青森 市

長野県原村  
原村 

鹿児島県鹿児島市 
鹿児島県石橋記念公園 

はらこども教室「わWA○」 NPO法人かごしま探検の会 

岐阜県多治見市 
多治見観光ボランティアガイド 

多治見ボーイスカウト 

新潟県新潟市 

新潟県佐渡市 青森県八戸市

石川県金沢市 

滋賀 湖

全国１６地域でモデル事
業を実施 

東京都中央区 大分県由布市 

滋賀県湖北町

長野県原村 

岐阜県多治見市 
鹿児島県鹿児島市 

兵庫県加西市 三重県鳥羽市 
愛知県南知多町 



モデル事業実施地域の活動事例 （１） 

北海道 松前町 東京都 中央区北海道 松前町 

活動者：高校生 
「松前学講座」で学んだ知識を小
学生等に還元する「高校生のふれ

東京都 中央区

活動者：中学生・高校生 
地元の企業や店舗等と協力し、日
本橋地域の名所 旧跡 老舗等を学生等に還元する「高校生のふれ

あい授業」を実施。 

本橋地域の名所、旧跡、老舗等を
めぐるガイドを実施。 

北海道 弟子屈町 新潟県 佐渡市 

活動者：小学生～高校生 
定期的な自然体験活動を通じて学
んだ地元を魅力を、路線バスの折
り返し地点でボランティアガイド

活動者：中学生 
夏休みを利用して、新潟県唯一
の「伝統的建造物群保存地区」
である宿根木集落を案内り返し地点でボランティアガイド

として披露。 
である宿根木集落を案内。

北海道 室蘭市 新潟県 新潟市 

活動者：高校生 
大型客船の入港に合わせて、市内
循環シャトルバスや観光スポット
で英語でガイドを実施。 

活動者：中学生 
佐渡汽船内にて、乗船客を対象に 
映像・パネル等を利用して、佐
渡・新潟を紹介。 

長野県 原村 

活動者：小学生

青森県 八戸市 

活動者：中学生 活動者：小学生
田舎暮らし見学会で訪れる人々に
対し、原村の魅力をPR。 
 

活動者：中学生
市内体験施設（山の楽校）にて、
そば打ち体験等の指導を通して
地域の歴史・文化を案内。 



モデル事業実施地域の活動事例 （２） 

岐阜県 多治見市 三重県 鳥羽市岐阜県 多治見市 

活動者：小学校～高校生 
ボーイスカウトに加入している生徒
が、多治見観光ボランティアガイド

三重県 鳥羽市

活動者：小学生 
菅島小学生が、総合学習の延長と
して、島内の観光コースを作成し、

が実施する勉強会に参加し、学習
成果の発表として、生徒中心のガイ
ドを実施。 

して、島内の観光コ スを作成し、
近隣島外在住の大人に対してガイ
ドを実施。 

愛知県 南知多町 兵庫県 加西市 

活動者：小学生・中学生 
篠島内の名所・旧跡や歴史を学び、
観光協会のメンバーの指導のもと、
島内をめぐるガイドを実施

活動者：小学生 
北条小学校歴史ガイド隊を組織し、
町並みや寺社仏閣などの地域の
歴史を学習し ガイドを実施島内をめぐるガイドを実施。 歴史を学習し、ガイドを実施。

石川県 金沢市 大分県 由布市 

活動者：小学生 
地域の希少生物・生息環境の保護
活動に参加する児童が里山保全の
施設内にて、地域の自然や文化、
歴史をガイドするエコツア を実施

活動者：小学生～高校生 
利用者を楽しませる工夫としてクイ
ズカードなどを作成し、湯布院地域
の歴史資源、温泉や湧水、植生な
どの観光資源を案内歴史をガイドするエコツアーを実施。 どの観光資源を案内。

鹿児島県 鹿児島市 

活動者：小学生・中学生

滋賀県県 湖北町 
活動者：小学生・中学生 

活動者：小学生・中学生
石橋記念公園で組織している「子ど
も学芸員」の中で募集を行い、公園
内の石橋や史跡等の案内を実施。 
 

湖北野鳥センターの専門員から、
ガイドとしての心構えや代表的な
鳥の特徴を学習し、センターを訪れ
る観光客に対してガイドを実施。 



児童・生徒によるボランティアガイド「手引き書」 

平成21年度のモデル事業から得られた知見を体系化し、手法や留意点などを掲載した「指導者向け」 

及び「児童・生徒向け」の手引き書を作成。今後は手引き書をもとに各地で取り組みが進むことを期待。 

＜指導者向け＞ ＜児童 生徒向け＞

ガイドの募集方法からガイドに出るまでの指導手法を中心
に、各地の具体的な事例を交えながら紹介。 
 手引書構成 
１ 児童・生徒によるボランティアガイドの目的と意義

＜指導者向け＞

児童にもわかりやすいように、できるだけ平易な言葉
と写真等を多様した構成で、ボランティアガイドとし
ての心構えや、やることを紹介。 

＜児童・生徒向け＞

 １．児童 生徒によるボランティアガイドの目的と意義
 ２．児童・生徒によるボランティアガイドを実施するた 
   めの環境づくり －実施環境づくり－ 
 ３．児童・生徒によるボランティアガイドの具体的な実 
   施方策 －参加者募集と指導手法－ 
４ ガイドをする際の注意点 安全管理と注意事項

 手引書構成 
 １．ボランティアガイドの役割と目的 
 ２．ガイドを行う内容とその調べ方 
 ３．ガイドを行うための資料作り 
４ お客様をご案内する ４．ガイドをする際の注意点 －安全管理と注意事項－ ４．お客様をご案内する



児童・生徒によるボランティアガイド児童・生徒によるボランティアガイド
資料５ 

  
児童・生徒によるボランティアガイド児童・生徒によるボランティアガイド  

普及 促進モデル事業報告普及 促進モデル事業報告
～東京・日本橋地区～～東京・日本橋地区～

普及・促進モデル事業報告普及・促進モデル事業報告
東京 日本橋地区

主 催 
ＮＰＯ法人 東京中央ネット

東京 日本橋地区
主 催 

ＮＰＯ法人 東京中央ネット法 東京中央 ッ
日本橋美人推進協議会 

江戸日本橋観光めぐり事務局 
本橋女学館中学校 高等学校

法 東京中央 ッ
日本橋美人推進協議会 

江戸日本橋観光めぐり事務局 
本橋女学館中学校 高等学校日本橋女学館中学校・高等学校

報告者 
日本橋女学館中学校・高等学校

日本橋女学館中学校・高等学校
報告者 

日本橋女学館中学校・高等学校日本橋女学館中学校・高等学校
教頭  藤井 由紀子 

日本橋女学館中学校・高等学校
教頭  藤井 由紀子 



応募にあたって応募にあたって応募にあた て応募にあた て

日本橋女学館中学校・高等学校と地元との関わり日本橋女学館中学校・高等学校と地元との関わり

 
明治３８年 日本橋区教育会（区内の有志により設立）が主体となり当 明治 年 日本橋区教育会（区内の有志により設立）が主体となり当

      時の日本橋区より補助金の交付を受け、日本橋にて地元の 

      女子の中等教育を目的に「日本橋女学校」として開学。 

明治３９年 私立日本橋高等女学校となる明治３９年 私立日本橋高等女学校となる。

大正 ４年 日本橋区教育会から独立、財団法人日本橋女学館となる。 

大正１３年 地元以外の女子の受け入れ開始。 

 

現在、中央区内唯一の私立中学校・高等学校として、進学 

校と 充実を かりながら 地 企業 ご協力を校としての充実をはかりながら、地元の企業のご協力を

いただき、独自のキャリア教育「にほんばし学」を展開中 



日本橋女学館独自のキャリア教育  日本橋女学館独自のキャリア教育  
「にほんばし学」とは 「にほんばし学」とは 

社会に出てから必要となる３つの力を育成する

プログラム 

    

    

コミュニケーション能力コミュニケーション能力  
問題発見・解決能力問題発見・解決能力  
  

問題発見 解決能力問題発見 解決能力

チャレンジ精神チャレンジ精神  

 学校をあげて日本橋美人推進協議会に参加、「チーム日
本橋美人」として活動中。日本橋マップ作り、職業人イ本橋美人」として活動中。日本橋マップ作り、職業人イ
ンタビュー、企業とのコラボレーションによる商品開発

等のプログラムを展開している。 



日本橋美人推進協議会とは日本橋美人推進協議会とは日本橋美人推進協議会とは日本橋美人推進協議会とは
  日本橋地域の活性化を目標に、ブランディングを実施している協

議会 日本橋地域の多くの企業が参加 オブザーバーとして 中議会。日本橋地域の多くの企業が参加。オブザ バ として、中
央区役所区民部（文化・生涯教育課長 商工観光課長）の方々も
参加している。 

                                   
⽇本橋地域ブランディング 

Japan Beauty from Edo - Tokyo 

協日協日

⽇本橋美⼈推進協議会 

⽇本橋美⼈プロジェクト ⽇本橋美⼈博覧会 

協日

力本 
企橋 
業美 
・ 人 
団博 
体覧 

会

協日 
力本 
企橋 
業美 
・ 人 
団 プ 
体 ロ 

統括事務局 

東京中央ネット 

協江 
力戸 
企日

事務局 
東京中央ネット 

事務局 
東京中央ネット 

事務局 
ロイヤルパークホテル 

事 務 局        連 合 会 

協力団体

会ジ 
ェ 
ク 
ト 

地域有識者 顧問会

事務局 
建設技術研究所 

日協

⽇本橋美⼈プロモーション 

⽇本橋観光情報展開事業

江⼾⽇本橋観光めぐり 
クロスメディア戦略 

企日

業本 
・ 橋 
団観 
体光 

め 
ぐ 
り

日本橋ＯＬクラブ 
日
本
橋
美
人
プ
ロ
モ
ー

協
力
企
業
・
団
体 
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「にほんばし学」の実施状況「にほんばし学」の実施状況
日本橋マップの作成 

「にほんばし学」の実施状況「にほんばし学」の実施状況

職業人インタビュー 

企業とコラボした商品開発を予定 

 

 

 

                   

                        ↑ 文化祭でのマップ展示↑ 文化祭での ップ展示

 

                          ← 職業人インタビューの様子 



実施の流れ①実施の流れ①実施の流れ①実施の流れ①
6/22（月） 

法 東京中央 ＮＰＯ法人 東京中央ネット

 日本橋美人推進協議会 

 江戸日本橋観光めぐり事務局 

日本橋女学館中学校・高等学校 日本橋女学館中学校・高等学校

  以上の代表者で会議を開き応募を検討、決定、役割
分担分担 

8/31（月） 

 応募 

9月9月

 認可 



実施の流れ②実施の流れ②実施の流れ②実施の流れ②

9/24（木） ボランティア生徒募集開始 9/24（木） ボランティア生徒募集開始

10/15（木）  勉強会①  方向性決定 調べ学習開始    

10/16（金） 実地踏査①10/16（金） 実地踏査①

11/ 9（月） 勉強会② コース決定 配布資料作成開始  

参加者募集開始        参加者募集開始

11/28（土）  実地踏査②   

12/10（木）  協力店最終打ち合わせ 

12/12（土）  リハーサル 

実 施 ①12/14(月)  ②12/17(木)   

12/22(火） 反省会 お礼状作成 協力店お礼ご挨拶12/22(火）  反省会 お礼状作成 協力店お礼ご挨拶 
 



ジュニアボランティアガイド実施までジュニアボランティアガイド実施まで
の行程の行程

ボランティア生徒の募集 

中学２年生・2名 中学２年生・2名 

中学３年生・１名 中学３年生・１名 

高校３年生・２名が応募 高校３年生 ２名が応募 



参加した生徒の応募の動機参加した生徒の応募の動機参加した生徒の応募の動機参加した生徒の応募の動機

自 が学 街を く知自 が学 街を く知自分が学んでいる街を深く知り、人に自分が学んでいる街を深く知り、人に
も伝えていきたい。も伝えていきたい。  

  
自分の将来に役立てたい自分の将来に役立てたい  自分の将来に役立てたい自分の将来に役立てたい  

（将来の夢：教員・旅行業（将来の夢：教員・旅行業  （将来の夢：教員・旅行業（将来の夢：教員・旅行業  

                    弁護士・医師等）弁護士・医師等）  弁護士 医師等）弁護士 医師等）

  



勉強会勉強会勉強会勉強会
「江戸日本橋観光めぐり事務局」担当の（株）建設技術研究所観 」 建 技 究

  国土文化研究所企画室室長 伊藤一正氏 

同研究所企画室 今西由美氏（ボランティアガイド経験者） 今西由美氏 

同研究所都市システム部主任 細谷州次郎氏同研究所都市システム部主任 細谷州次郎氏

  の３方をお招きし、勉強会を実施 
   [内容] 

第１回 

街の見方、知り方

計画の立て方 

目標の設定の必要性 

実地踏査の際の注意点実地踏査の際の注意点

 

勉強会後ガイドコースを決定 

実地踏査で詳細調査実地踏査で詳細調査

 

第2回 

タイムテーブルの設定タイムテ ブルの設定

注意点の確認 

 



ガイドコースの選定①ガイドコースの選定①ガイドコ スの選定①ガイドコ スの選定①

ブ グブレインストーミング・話し合いの内容

 Ａ 参加者の層の設定 

  平日の昼間という時間設定から見て、中高年の 

性 仮定    女性を仮定。

  



ガイドコースの選定②ガイドコースの選定②ガイドコ スの選定②ガイドコ スの選定②

Ｂ コース設定の条件Ｂ コ ス設定の条件
① 中高年の女性にとって魅力ある場所で、安全且つテーマ 

の設定がし易いところ。（歴史があり、見どころが多く、買い  の設定がし易いところ。（歴史があり、見どころが多く、買い

      物・食事・お茶等が楽しめる街。）見学の際、店主等の説 

      明協力が受けられればもっと良い。良

② 高い参加費を徴収しなくてすむところ。 

③ 学校から近く、生徒自身が案内しやすいところ。 

④ 全行程２時間30分程度で終わるところ。 

⑤ 集合場所がわかりやすく、トイレ等が使用可能であること。 

↓ 

人形町界隈に決定 



東京都 

中央区 

全体地図 



人形町の魅力 人形町の魅力 
 「人形町」は江戸の中心日本橋にある歴史と伝統を持った粋な 

東京の下町です東京の下町です。
 

 下町情緒の残る小粋な界隈は、安産・子授けの神様 水天宮を 

中心に 七福神を祀る八 の神社を大切に保存する土地柄 す中心に、七福神を祀る八つの神社を大切に保存する土地柄です。 

町並みを見ながらの七福神めぐりは、全行程２時間程度の歩きや 

すいコ スで 老若男女問わず人気がありますすいコースで、老若男女問わず人気があります。
 

 明治座や浜町公園にぬける甘酒横丁には、江戸時代から続く伝 

統工芸店や、味な老舗も多く残ります。水天宮を擁する土地がら、 

妊婦さんや家族連れも多く、季節ごとに開かれる、せともの市や、 

市 市 今 感 なくな 本 特人形市、べったら市は今では感じることの少なくなった日本独特の 

暮らしの中にある季節感に触れられます。   

（人形町商店街協同組合のホ ムペ ジより）（人形町商店街協同組合のホームページより）



ガイドコースの選定③ガイドコースの選定③ガイドコ スの選定③ガイドコ スの選定③

Ｃ 人形町を紹介する切り口とその問題点人形町を紹介する切り そ 問題点

 ①案 七福神めぐり→神社仏閣に偏りがちになる。 

②案 甘酒横丁めぐり→買い物に偏り まとまって②案 甘酒横丁めぐり→買い物に偏り、まとまって

                行動できなくなる可能性が   

                ある。 

③案 伝統工芸めぐり→客層が興味のある人に絞③案 伝統 芸 り 客層 興味 あ 絞

                られ、生徒自身、十分な説 

明ができない可能性がある               明ができない可能性がある。 

 ④案 名物紹介めぐり→②案に同じ。 

 



ガイドコース決定案ガイドコース決定案ガイドコ ス決定案ガイドコ ス決定案

コースの条件をすべてクリアする条件 
テーマ 

知れば知るほど魅力を感じる街 
人形町いいト どりの旅人形町いいトコどりの旅

 

コース 

ロイヤルパークホテル集合→水天宮→からくり時計→ 

大観音寺→ ジュサブロー館→うぶけや→玄冶店跡→ 

甘酒横丁→緑地弁慶像前（アンケート記入）解散 
 

会 費 
ジュザブロー館入場料、保険料、お土産代 実費で1,500円 

 

お土産 
柳屋の鯛焼きと亀井堂の茶壷（瓦せんべい） 

 



参加者の募集方法 参加者の募集方法 

募集人数 各回先着15名 

１ インターネットの利用 

東京中央ネット 日本橋女学館ホ－ムペー  東京中央ネット、日本橋女学館ホ－ムペー

  ジ等でコースを紹介、参加者を募った。 

２ チラシの作成 

コ スを紹介する参加申し込みチラシを作  コースを紹介する参加申し込みチラシを作

  成、学校の保護者に配付すると共に、文化 

  祭、学校説明会等の来校者に、代表生徒が 

説明をしながらチラシを配 た  説明をしながらチラシを配った。



実施の上での留意点①実施の上での留意点①実施の上での留意点①実施の上での留意点①
１ 参加者とガイドの生徒の安全対策 

  A 万が一の場合を想定し、傷害保険に加入。 

お客様の分は会費に繰り込んだ    お客様の分は会費に繰り込んだ。

  B お客様がガイドを判別できるよう、生徒は制服 

を着用 腕章を け 「日本橋女学館 名入りの    を着用、腕章をつけ、「日本橋女学館」名入りの 

    バッグを持った。参加者にも同じバッグを配った。 

  C 交通量の多い街中なので、生徒は役割分担し、 

お客様の先頭 中間 最後尾につき それを    お客様の先頭、中間、最後尾につき、それを

    フォローする形で、教員３名、江戸日本橋観光 

めぐりの３名 計６名の大人が いた    めぐりの３名、計６名の大人がついた。



実施の上での留意点②実施の上での留意点②実施の上での留意点②実施の上での留意点②

２ 参加者とのトラブル防止２ 参加者とのトラブル防止

  A 開始時間がずれこまないよう、当日連絡できる 

が   携帯電話を伺い、遅れる方が出た場合の対処 

    法連絡法を決めた。 

  B 「施設見学が足りない」というお客様に対し、再 

度訪問していただくよう依頼した   度訪問していただくよう依頼した。

  C 甘酒横丁等では、有名なお店を紹介し、買い物 

解散後 だく う依頼 商店 近   は解散後にしていただくよう依頼、商店に近い 

    場所を解散場所とした。 



実施の上での留意点③実施の上での留意点③実施の上での留意点③実施の上での留意点③

１ 参加者に楽しんでいただく工夫参加者 楽 く 夫

  A 人形町という街の特性が表せるポイントを見学 

場所として設定した   場所として設定した。

   （具体的には、神社仏閣・老舗・新しい工夫の象徴である 

からくり時計・美術館）   からくり時計・美術館）

  B 行程の半ばでトイレを使える場所を設定した。 

C 寒い時期のガイドツア だったので 最後に暖 C 寒い時期のガイドツアーだったので、最後に暖

    かさが感じられるお土産（鯛焼き）を用意した。 

Ｄ 老舗 美術館では 本校の生徒が概略を説明 Ｄ 老舗、美術館では、本校の生徒が概略を説明

    した後、専門家である店主・館長にお話しいただいた。 

  Ｅ 配付資料のほか展示用説明ファイルを用意した。 



配付資料配付資料配付資料配付資料

本や現地でいただいた資料にインターネットで調べたことを加本や現地でいただいた資料にインタ ネットで調べたことを加 

え、オリジナル資料を作成した。 



ガイドの様子①ガイドの様子①ガイドの様子①ガイドの様子①

集合：ロイヤルパークホテル集合：ロイヤルパ クホテル
（ガイドに協力的で、集合場所としてお客様には 

わかりやすく、暖かく、トイレも使用可能。） 

                        水天宮（著名な安産の神様。） 



ガイドの様子②ガイドの様子②ガイドの様子②ガイドの様子②

   からくり時計              大観音寺 

（設置されたばかりの新名所。）      （東京マラソンではこのお寺の   
                           韋駄天様にお参りに来る人 

                           も多い。下町情緒の残る横 

丁を楽しめる ）                          丁を楽しめる。）

 



ガイドの様子③ガイドの様子③ガイドの様子③ガイドの様子③

ジュサブロー館            うぶけや 
（人形師辻村ジュサブロー氏の個人美術館。    （１７８３年創業の老舗。ハサミ、毛抜き 

いずれの日もジュサブロー氏が在館して下さり 包丁などを販売している 店主が店のいずれの日もジュサブロ 氏が在館して下さり、   包丁などを販売している。店主が店の 

一人遣いの人形を動かして下さった。）         奥の作業場まで見せて下さった。） 



ガイドの様子④ガイドの様子④ガイドの様子④ガイドの様子④

玄冶店跡玄冶店跡 甘酒横丁甘酒横丁玄冶店跡玄冶店跡 甘酒横丁甘酒横丁
  
（歌舞伎「与話情浮名横櫛」や（歌舞伎「与話情浮名横櫛」や（歌舞伎「与話情浮名横櫛」や（歌舞伎「与話情浮名横櫛」や
春日八郎の歌で知られる玄冶店春日八郎の歌で知られる玄冶店  
の史跡を紹介。「お富さん」の歌をの史跡を紹介。「お富さん」の歌を  
歌 た ）歌 た ）歌った。）歌った。）  
（甘酒横丁では、小グループに別れ（甘酒横丁では、小グループに別れ  
老舗や名店を紹介。老舗亀井堂で老舗や名店を紹介。老舗亀井堂で  
は、元上智大学教授であるご主人は、元上智大学教授であるご主人  
のお兄様からも歴史的なお話をのお兄様からも歴史的なお話を  
伺うことができた。）伺うことができた。）
  

                              



振り返り振り返り振り返り振り返り

参加者参加者 

① 12月14日（月）1：30～4：00（晴れ） 参加9名 

   アンケート回収： 男性3名 女性５名 

   年齢構成 

 （30歳代2名  40歳代3名  50歳代1名 60歳代2名） 

           

②  12月17日（木）1：30～4：00（晴れ） 参加10名 

アンケート回収： 女性10名  アンケ ト回収： 女性10名

   年齢構成 

（30歳代3名 40歳代2名 60歳代５名）（30歳代3名 40歳代2名  60歳代５名）

             



振り返り振り返り振り返り振り返り

アンケート結果1アンケ ト結果1
 

（１）また人形町に来たくなりましたか？ 

と も（青） まあまあ（紫） どちらとも あまり 全然 無 答（白） １とても（青） ２まあまあ（紫） ３どちらとも ４あまり ５全然 ６無回答（白）  

    ①  12月14日（月）         ②  12月17日（木）      

                        



振り返り振り返り振り返り振り返り
アンケート結果2 

  （２）今日のツアーは満足できましたか？ 

   １とても（青） ２まあまあ（紫） ３どちらとも ４あまり ５全然 ６無回答（白） も（青） まあまあ（紫） ちら も あまり 然 無回答（白）

   ①  12月14日（月）       ②  12月17日（木）    

                      



振り返り振り返り振り返り振り返り

アンケート結果3アンケ ト結果3
 

（３）今日のツアーで１番よかった所はどこですか？（複数回答可） 

  １水天宮 ２大観音寺 ３ジュサブロー館 ４うぶけや ５甘酒横丁 

  ６その他（からくり時計） ７無回答 

   ①  12月14日（月）       ②  12月17日（木）     

                    



振り返り振り返り振り返り振り返り

アンケ ト結果4アンケート結果4

 
（４）ジュニアボランティアガイドツアーに参加された理由は何ですか？（自由記述・（４）ジュニアボランティアガイドツア に参加された理由は何ですか？（自由記述・

両日合わせて） 

 

１ 人形町のことを知りたかったから （実数５）１ 人形町のことを知りたかったから。（実数５） 

 （ガイドにより新しい視点が得られると思ったから。） 

２ 中学生・高校生のガイドに興味があったから。 （実数5）  
３ 知り合いに勧められたから。 （実数4） 

４ 江戸日本橋観光めぐりの事務局の勧めで。 （実数3） 

５ 仕事で （実数２）５ 仕事で （実数２）

６ 楽しそうだったから。個人ではなかなかジュサブロー館などに入りにくかったから。 

                    

                      



振り返り振り返り振り返り振り返り

アンケ ト結果5 アンケート結果5
 

（5）「こんな風にしたら良い」というご意見はありますか？（5）「こんな風にしたら良い」というご意見はありますか？
    １ はい（青） ２ いいえ（紫） ３ 無回答（白） 

① 12月14日（月） ② 12月17日（木）   ①  12月14日（月）     ② 12月17日（木）    

                      



振り返り振り返り振り返り振り返り

アンケート結果6結果
 

（６）ご意見・自由なご感想（自由記述・両日合わせて） 

１ 生徒の一生懸命さに好感が持てた。（実数４） 
２ 声が聞き取りにくい時があった。（実数３）→２回目からはミニメガホンを

使用使用             
３ 楽しかった。（実数３） 
４ 歩いている時や自由見学の際、自然に参加者と会話ができるようにな

るとも と良か た （実数1）るともっと良かった。（実数1）
５ おいしいお店などの実体験を語れるともっとよい。（実数1） 
６ もっと具体的な話ができるとよかった。（実数1） 
７ 歴史の勉強になった。（実数1）
８ もっと短時間でよい。（実数1） 
９ 役割分担を明確にし、引率者のコントロールがもっと必要。 （実数1）
    →２回目には改善 
                                                 



振り返り 振り返り 
生徒の感想・反省 

 

・ 多くの見知らぬ人の前で話をするのは緊張したが、楽しい経験だった。
 

・ タイムテーブルの設定と時間通りの実施に最も心を砕いた。 

お客様にどう喜んでいただくか工夫するのは大変だ たが やりがいが・ お客様にどう喜んでいただくか工夫するのは大変だったが、やりがいが
あった。 

・ 地元のことを改めて知る良いチャンスとなり、有意義だった。 

・ 調べたことをどう伝えたらわかりやすいのか考えさせられた。 

・ 募集の難しさを実感した。「江戸日本橋観光めぐり」事務局関係で参加して
下さる方が多く助か た下さる方が多く助かった。

・ ガイドをしたお店や美術館の方とつながりができ、お礼状を持って伺った時
にも大変元気づけられ、うれしかった。 

・ ガイドをしている途中に「私も女学館出身なのよ。」と声をかけて下さる方が
たくさんいて、地元の学校であることを実感でき、励みになった。 

繁華街だったので 大きな声を出しても 参加者に伝えることが十分にでき・ 繁華街だったので、大きな声を出しても、参加者に伝えることが十分にでき
ず大変だった。 

 



ボランティアガイドを終えて ボランティアガイドを終えて 
これからの展望これからの展望

 
予定の回終了後 建設技術研究所の伊藤室長（当時）より依頼を受け 韓国仁川市 予定の回終了後、建設技術研究所の伊藤室長（当時）より依頼を受け、韓国仁川市 

の教育ＮＰＯの方々を対象に、１月７日に３回目のボランティアガイドを実施した。 

今回は韓国の方だったので、通訳つきでの実施だったが、温かい国際交流をさせてい 

ただき、生徒の意識も高まった。終了後、生徒がお礼状を韓国語でお出しした。 

 「江戸日本橋観光めぐり」でも、今後ロイヤルパークホテルを起点に、外国の方々に対 

するガイドの実施を模索しているが 今回ジュニアボランティアガイドを体験した生徒かするガイドの実施を模索しているが、今回ジュニアボランティアガイドを体験した生徒か 

らも英語で外国の方々をご案内できるような機会を持ちたいという希望が出ている。より 

良い国際交流に発展させることができればと考えている。 

 
                           
                           仁川市教育ＮＰＯの方々との 

記念写真                           記念写真
 
 

                    
                      



資料６ 

山の楽校ボランティアガイド育成事業山の楽校ボランティアガイド育成事業山の楽校ボランティアガイド育成事業山の楽校ボランティアガイド育成事業

青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市



山の楽校とは 

平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

八戸市の南部、南郷区（旧南郷村）増田地区に位置し、平成１５
年３月に閉校となった増田小中学校の校舎、体育館を活用した
体験観光交流施設体験観光交流施設。

地域のシンボルでもあった学校の校舎は、なんとか残して欲しい
との地元住民の強い要望もあり、近くの世増ダム（青葉湖）と一
体に考えた観光エリアの拠点として平成１７年６月に青葉湖展望
交流施設『山の楽校』として生まれ変わる。

体験メニューはこの地域の生活文化そのもの。そば打ちや、豆
腐、味噌作り、炭焼き、昔ながらの野菜作りなど様々。運営を支
える楽校の先生はすべてこの地域の住民 素朴で 温かいおも

山の楽校 

える楽校の先生はすべてこの地域の住民。素朴で、温かいおも
てなしが好評で八戸近郊を中心に年々来校者が増えている。 

そば打ち体験  手焼きせんべい体験  そば蜂蜜採取体験  そばの花畑の散策 



１ 事業概要 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

八戸観光コンベンション協会 
・事業企画 
・連絡調整 
・講師手配 

・検定事業者 

協力依頼 協力依頼 

中沢中学校 
・ガイド希望生徒

募集

山の楽校 
・会場提供 
体験指導

連絡 

の募集 
・講義会場準備 
・父兄への承諾願
いと連絡

・体験指導

いと連絡 

連絡 

送迎  ・学校、受入施設の協力 
・保護者の協力 
・地域一帯での人材育成

保護者 

地域 帯での人材育成



２ 事業の様子 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

南郷に関する学習 おもてなしセミナー南郷に関する学習
・歴史（中沢の地名の由来、上り街道・・・） 
・食文化（南部せんべい発祥について・・） 
・南郷（八戸）の日本一、唯一のもの・・・・ 

おもてなしセミナ
・お客様が求めるもの 
・コミュニケーションの大切さ 
・ガイド実践模擬 



２ 事業の様子 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

ガガイドの様子 

てんぽせんべい 



３ ジュニア検定 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

南郷ジュニア検定 
・講義で学んだ知識の定着

八戸ふるさと検定 
・２１年度テキスト発行及び第１回初級試験講義で学んだ知識の定着

・地元への興味、再確認 
・なにかひとつ自慢できるものを作る 

２１年度テキスト発行及び第１回初級試験 
・地元への郷土愛の醸成、市民一人ひとり
が観光案内人 
・観光ガイドの底辺拡大 
子どもたち 総合学習 組み込みを提・子どもたちの総合学習への組み込みを提

案 



４ 事業を終えて 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

・お客様の生の声、そして体験されたあとのお客様の反応を

●事業の成果 

お客様 声、そし 体験されたあ お客様 反応を
総合すると、純粋に一生懸命ガイドする子どもたちのガイドは
お客様にとっても心を打たれるようで、大変好評であった。 

・子どもたちの受け答えの技術の向上がはっきりと感じられた。 

・ガイドとしての経験を重ねる度に、相手の気持ちを考えた対
応や行動が自分で考えられるような子どもに成長していった応や行動が自分で考えられるような子どもに成長していった。

どもたち 姿勢 現役 ガイドも刺激を受け ガイド全・子どもたちの姿勢に、現役のガイドも刺激を受け、ガイド全
体のスキルアップにつながった。 



５ さいごに 
平成２２年５月 
八戸観光コンベンション協会 

・総合学習の延長として、地域に関する学習を取り入れ、それ

●今後への期待 

総合学習 延長 し 、地域 関する学習を取り入れ、それ
を発表できる場として、ガイド事業を広めてもらいたい。 

・子どもの育成という観点からも、教育機関との連携を全国的
に検討してもらいたい。 

・子どもたちからの情報発信を期待したい。 


