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書　　　評

太田孝著『昭和戦前期の伊勢参宮修学旅行と旅行文化の形成』

古今書院　2015年　224p.　5,400円（税別）

書評するのがむずかしい本なのであろう。博士

論文をまとめた本ならば，学術雑誌に書評が出て

もおかしくないが，本書刊行後 3年近くたっても

管見にない1）。書評を書きにくい理由は，本の内

容にもよるが，著者の異色の経歴にもある。著者

は，横浜市立大学文理学部 （地理学研究室） を卒

業後，近畿日本ツーリストに40数年間勤務され，

最後は社長にまでなられた方である。退職後，ま

た横浜市立大学大学院都市社会文化研究科に入学

して地理学の教員のもとで研究を始められ，「昭

和前半期における修学旅行と旅行文化」という博

士論文をまとめられた2）。本書は，その論文がも

とになっている3）。このような経歴を知っている

と，書評を書こうという勢いにもブレーキがかか

りそうになるが，以下においては，手加減はか

えって失礼と判断し，地理学の立場から評者の思

うままを記したい。

本書は，「序」，Ⅰ～Ⅵ章，「あとがき」などか

ら成る。

「序」では，開口一番，本書が，昭和戦前期の

修学旅行が昭和前半期 （1960年まで） のツーリズ

ム形成に対して与えた影響について考察するもの

であると述べる。戦後の日本人の旅行スタイルの

特徴は，「団体型周遊駆け足旅行」という言葉で

表現されるマスツーリズムであり，案内人の指示

を要求する他律的旅行という特性を持っていると

いう。著者は，その淵源を，経済・社会的環境と

いう外的要因ではなく，それに反応する内的土壌

（意識）に求めようとする。すなわち，戦後復興

期の早い時期からツーリズムの形成が可能だった

のは，戦前期に人々の心の中にその土壌ができて

いたからだとの仮説を設定する。そして，昭和戦

前期の修学旅行経験が，日本人の旅行に関する行

動意識を形成したと考え，修学旅行に着目する

（「あとがき」によれば，旅行会社に入社して数年

間，修学旅行業務を担当した経験が研究の根底意

識にあるという）。また，他律的旅行者という旅

行行動特性だけでなく，旅行事業基盤 （旅行産業）

の形成にも目を向けるとする。研究方法について

は，地域社会の事例研究 （著者は 「社会的顕微鏡」

と呼ぶ） を行なうと述べる。研究の視点として

は，戦時体制下の修学旅行抑制策のもとでも特例

で実施を許された伊勢参宮修学旅行を取り上げる

こと （それゆえに，修学旅行の代表例ではなく特

殊事例とも言えるが），修学旅行を受け入れる目

的地の観光事業者等 （供給側） と，子供を送り出

す学校・地域側 （需要側） の両面から考察するこ

と，修学旅行を学校行事のひとつとして位置づ

け，学校と地域との関係を考えること，修学旅行

における子供の体験・情報が地域社会にもたらす

影響を明らかにすることを挙げる。「序」の最後

ではまた，「日本人の旅行行動特性の形成を修学

旅行経験の考察を通して明らかに」すると繰り返

される （13頁）。なお，書名の「旅行文化」につ

いては明確な規定が書かれていないが，「ツーリ

ズム」以外に「旅行行動特性」という意味あいで

も使っているようである。

Ⅰ章「昭和前半期の社会情勢から見る学校と地

域社会」は，昭和前半期の学校教育とその時代背

景概説といった内容である。2節では昭和戦前期

の学校行事とその政治的背景，3節では戦中期の

学校制度を述べ，昭和初期から太平洋戦争時の学

校行事が地域をあげての行事であり，戦時体制強

化，天皇制教化の役割を果たすことが求められて

いたと言う。4節は，戦後復興期にGHQの教育

改革によって価値観が大転換するが，1950年代に

は見直しが起きるという話である。修学旅行の記

述はほとんどなく，しかも，教育関係の読みにく
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書の中で最も読みごたえのあるところである。7

節はまとめで，短時間で見学箇所が盛りだくさん

な駆け足の修学旅行が，戦後マスツーリズムにお

ける団体型周遊駆け足旅行の原型となり，団体旅

行等の旅行形態と，それを歓迎する （好む） 旅行

行動の意識形成につながったなどとする。しか

し，これは現象が似ているだけで，因果関係まで

論証できているとは言えないだろう。なお，この

章は，雑誌『人文地理』掲載論文 （太田 2013）

がもとになっている。

Ⅲ章「昭和前半期の学校日誌から見た小学校に

おける学校行事と地域社会」は，愛知県新
しんしろ

城市立

新城小学校の事例研究である。資料は，同校の

「学校日誌」 （1888～1980年分） と「新城小学校文

書」 （1931～1951年分） とが活字化された 『新城小

学校の歩み』と『新城小学校文書綴抜粋』を主に

利用している。2節の対象地域の概観によれば，

昭和戦前期には新城尋常高等小学校 （尋常科と高

等科を併置） があり，戦中期の国民学校を経て，

戦後，新城小学校となった。現・新城市の中心部

に位置し，（著者は明記しないが） 農村部にある

Ⅳ章の学校とは対照的に市街地に立地している。

また，これも著者は気にしていないが（しかし重

要なことであるが），合併前の戦前の新城町時代

には，町内の小学校は本校だけであったと思われ

る。3節ではまず，戦前期から戦中期，終戦直後

までの新城小学校のさまざまな学校行事と，学校

を会場とする地域行事を挙げる。著者は学校と地

域との間に濃密な関係があり，これらの行事が地

域住民に大きな影響を与えたとまとめるが，そこ

までは論証されていない。3節の後半では，愛知

県における郷土教育について述べた後，昭和戦前

期から1960年までの新城小学校での遠足と修学

旅行を分析する。遠足の目的は，戦前の「行軍・

体錬」「敬神観念養成」から「社会見学」「行楽」

に変化し，旅行的文化を形成する大きな要素に

なったとする。遠足・修学旅行の具体的な行き先

や日数なども表に詳しく挙げられていて興味深い

が，データに基づくきちんとしたまとめはされて

いない。

い内容がたくさん盛り込まれて，修学旅行の話を

期待した普通の読者は，ここで挫折するであろ

う。ちなみに，本書は修学旅行以外の話が多い。

修学旅行について書いてあるのは主にⅡ章とⅤ章

で，Ⅲ章とⅣ章は一部だけである。博士後期課程

の指導教員が教育学専門だったことによるのか，

本書は教育史関係の記述も多い。

Ⅱ章「昭和戦前期の伊勢参宮修学旅行」は，伊

勢神宮内宮前で土産物店を営業していた中村物産

店 （現・勢
せ の

乃國
くに

屋
や

） の資料 （本書では 「勢乃國屋資

料」と呼ぶ） を主に用いた研究である。資料は具

体的には，当店を修学旅行で訪れた学校3381校

分の顧客カード （1929年～1940年），学校からの

予約ハガキ・礼状，修学旅行の栞・行程書などで

ある。栞や行程書を利用して，4節では，東京市

立足立区小学校参宮旅行団の1937年の事例を中

心に，小学校 （団） 6団体の伊勢参宮修学旅行

（1937～1938年） の目的や行程などを詳しく紹介

する。著者は，皇国史観的目的の一方で子供にた

くさんのものを見せようという，本音と建て前の

意識があると指摘する。5節では，中等教育学

校・実業学校 7校 （いずれも1936年） の目的・行

程などが示される。6節の前半は，顧客カードか

ら道府県別・校種別の来店校数を集計し，全道府

県だけでなく，朝鮮・台湾・満州からも来ている

ことを言う。来店校数の多い朝鮮・東京・長野に

ついては，来店学校の膨大なリストまで掲載され

ている。著者は，地域の連合体で修学旅行が実施

されていることに注目している。6節の後半で

は，顧客カードと予約ハガキの分析に基づき，戦

前の修学旅行には旅行会社が介在せず，学校と旅

館・土産物店が直接やりとりや紹介をしていたこ

と，土産物店の本業関係以外に，御神楽の手配，

バス・電車の予約，写真屋の手配などをして，

「勢乃國屋が伊勢地区における修学旅行受け入れ

予約の窓口の役割を果たしていたこと」 （92頁），

さらには，予想される来店日の 1ヶ月ほど前に，

予約ハガキを同封した自店の名物神
かみ

代
よ

餅
もち

を学校あ

てに送付していたことなど，土産物店のリアルな

営業形態が明らかにされている。この部分は，本
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年長の老人でも2010年の調査時に74歳で，小学

校の修学旅行を経験したのは戦後であり，戦前期

の修学旅行が戦後のマスツーリズムに影響してい

るという本書の仮説の直接的資料にはならない。

最後に著者は，修学旅行に始まる旅の経験によっ

て「旅縁」のグループが地域社会に形成され，そ

れが昭和後半期の会員型募集旅行に継承されてい

るとまとめるが，出自が違うものを無理やり結び

つけているという感じがする。

Ⅴ章「戦後復興期の修学旅行」ではまず，GHQ

の神道指令によって伊勢神宮参拝が中止されたこ

とを，『東京都教育史稿』所収の資料などによっ

て述べる（資料によれば，伊勢神宮だけでなく神

社全体の参拝が禁止されている）。次に，食糧不

足などの生活困窮の中でも修学旅行が復活したと

し，1940年代後半～1950年代における東京都の

修学旅行の事例を，『日野市戦後教育史』『武蔵野

市教育史』『練馬区教育史』によって挙げる。4

節では，1954～55年に交通関係の事故が続発した

ことを受けて，1955年に文部省が修学旅行の基

準について通達を出したとし，著者はこれを「実

施のお墨付きを得たということであり，結果的に

戦後復興期の修学旅行復活の大きな力となった」

（193頁） と評価する。また，1958年の学習指導要

領改訂で，修学旅行が教育課程に位置づけられた

という。5節では，主に先行研究に基づいて，臨

時列車だけでなく，東京と京阪神をむすぶ修学旅

行専用列車「ひので」と「きぼう」が1959年に

誕生したこと，また，伊勢新聞の記事を引用し

て，東海地区と東京をむすぶ「こまどり」が翌

1960年に登場したことを記す。6節では，修学旅

行に関わる民間団体，（財） 日本修学旅行協会と

（財） 全国修学旅行研究協会が1952年と1955年に

設立されたこと，近畿日本ツーリスト （株） や

（株） 日本旅行の前身会社が （再） 設立され，日本

交通公社などとともに修学旅行に参入していった

ことを述べる。「修学旅行の獲得が旅行会社の業

績を伸ばし，発展させた」 （199頁） との文章に

は，1966年から数年間，旅行会社で修学旅行営

業を経験したという著者の実感がこもっている。

Ⅳ章「昭和前半期の農村における住民意識と旅

行文化形成」は，三重県度会郡玉
たま

城
き

町
ちょう

原 （旧：東
ひがし

外
と き だ

城田村
むら

大字東原） の事例研究である。2節の研

究対象地域の概観によれば，旧東外城田村は東原

など八つの集落から成っていた （1955年に田丸町

などと合併して玉城町が誕生する）。Ⅲ章と違っ

て農村地帯である。その中で対象地域の東原地区

は，1955年国勢調査時点で世帯数が154あり，全

528世帯の東外城田村では最も規模が大きかっ

た。3節の小学校の沿革によれば，旧東外城田村

には昭和戦前期に東外城田尋常高等小学校 （尋常

科と高等科を併設） があり，戦後，東外城田小学

校と改称した （合併後は外城田小学校）。著者は

言及していないが，小学校は，東原でなく，旧東

外城田村の中央に位置する蚊
か の

野集落に立地する

（村役場も同様）。3節では，東外城田村役場関係

文書のうち「村会協議会事項書綴」（1925～1946

年，いわゆる議会関係の書類）から学校関係の記

述を抽出し，学校に対する村の支配力が強かった

ことや （修学旅行の実施時期にも口出しをしてい

る），地域の行事が小学校で行なわれていたこと

を指摘する。後者は，公立の小学校では普通のこ

とであろうが，Ⅲ章と同じように地域住民への学

校の影響力が強かったとまとめるのは言いすぎで

あろう。また，前者の村政の関与については，戦

前の村財政において教員給与などの教育費の占め

る割合が高かったことも背景として考えられよう

（著者は，この点にはまったく触れていない）。4

節では，1950年代頃の原 （旧東原） 地区の青年団

活動を，東外城田村文書中の原青年団の雑誌

（1956年） と，当時の青年だった人々 （現在の「原

老人会」会員）へのインタビューなどによって考

察する。キャンプや日帰り旅行・演芸会などさま

ざまな活動が活発に行なわれていたこと，富士参

りや山上参り，富士参りに参加した人による富士

参り日待ち組もあったことが述べられる。また，

修学旅行についても話を聞いているが，（序で提

起した） 外部情報入手やそれの地域社会への影響

に関する回答はあまりなく，著者はむしろ友人と

の絆づくりに意義を見出している。もっとも，最
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一番の感想である。

ところで著者は，学部・大学院とも地理学教員

の指導のもとにあったというが，本書には地理学

を意識したところがない。日本人の旅行文化形成

に対する問題意識が非常に強くて，学問の境界の

ようなものをはるかに超越していたのであろう

（しいて言えば，214頁，215頁に「観光学」の語

がある）。

とはいえ，地理学の観点から本書を見るなら

ば，いくつか改善すべき点がある。ひとつは，地

図表現の活用に乏しいことである。本書に所収さ

れた図の数は，合計41枚にのぼる （ちなみに，図

表目次はない）。図版は主に，景観・人物などの

写真 （古写真の複製を含む） や資料の写真・画像

で，（資料ではなく） 主張を補強するために挿入

されたと思われる地図は，図Ⅲ-3：新城市位置

図，図Ⅳ-2：三重県全図，図Ⅳ-3：玉城町全図，

図Ⅳ-4：玉城町部分図，図Ⅳ-5：伊勢市商圏図

の 5枚にすぎない。しかも，後の 3枚は，原資料

の地図の画像をそのまま掲載したもので，前二者

は，どこにでもあるような市町村境界図の画像に

地名を補入しただけである。著者がみずから描い

たと考えられる地図は 1枚もない。おそらく著者

は，地図を描く訓練を受ける機会がなかったので

あろう。言うまでもないことだが，地図を描くこ

とは，新たな発想を得るヒントになる。Ⅱ章の伊

勢参宮修学旅行の行程や勢乃國屋来店学校の所在

地，Ⅲ章の遠足・修学旅行の行き先など，地理学

の心得があれば，地図を描いてみたくなるデータ

はたくさんある。Ⅳ章の紹介でも少し触れたよう

に，小学校がどこに立地しているかといった空間

的関心が本書に乏しいのは，ここのところにも起

因しているかもしれない。

地理学の観点としては，地域論的視点もある。

地域社会を扱ったⅢ章，Ⅳ章では，町・村という

行政地域と小学校の学区の関わりに留意すべきで

あるが，上述のように，著者は気にしていない。

また，小学校で行なわれる地域行事の「地域」と

は何なのか，どこなのかにも目配りすべきだが，

関心が見られない。

そして，「第一次ベビーブームによる子供の激増

で，学校が独自で列車・旅館・バスを確保し修学

旅行を計画することが難しい状況」 （200頁） の中

で，旅行会社が果たした役割を評価すべきとす

る。7節では，戦後の民主教育やGHQの神道指

令の中で伊勢修学旅行が復活した要因として，

「逆コース」 （保守化） という背景と教師の戦前の

修学旅行経験・教育観，伊勢の地元関係者の取り

組みを挙げる。以上のように盛りだくさんな内容

を，資料を引用しつつ一章にまとめている。ひと

つひとつのテーマは興味をひかれるが，概説的で

あり，追究が浅いことは否めない。

Ⅵ章「おわりに」は章ごとの要約である。

以上，簡単なコメントをはさみながら長々と内

容を紹介してきた。ここで，本書最初の問題意識

に立ち返ると，昭和戦前期の修学旅行が行動意識

に影響を与え，さらに昭和前半期あるいは戦後の

マスツーリズム形成に対しても影響を及ぼしたと

いう仮説は論証できたのであろうか。評者は，論

証できていないと考える。上にも記したが，戦前

期の修学旅行の形態や旅行業者の営業形態に，戦

後のそれと類似のものがあるのは確かである。し

かし，だからといって，影響関係があるとは言え

ない。まして，同時代でなく，10年，20年以上

もの時間があいている。両者を結ぶとされる人々

（子供）の意識は検証のしようがない。影響を与

えられたとする「旅行文化」の内容も時期もはな

はだあいまいである。時期については，「序」の

最初では昭和前半期とするものの，マスツーリズ

ムは1960年以降により顕著になる現象である。

もし，どうしても影響関係を論証しようとするな

らば，科学研究における対照実験のような事例と

比べるべきである。たとえば，修学旅行のあった

地域 （年代） となかった地域 （年代） とで，その後

の旅行形態が違うのかという比較が考えられる。

しかし，評者が推測するに，それらの結果に違い

はなく，修学旅行経験の有無は影響しないであろ

う。結局のところ，著者は論証しようのない信念

を仮説にしてしまい，それを論証したことにして

いるのではないかというのが，本書全体に対する
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 2） 博士論文本文，論文要旨，審査結果要旨は，

横浜市立大学の「横浜市立大学学術機関リポ

ジトリ」で公開されている。審査結果要旨で

は，さまざまな問題点が指摘されている。

  https://ycu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_

main&active_action=repository_view_main_

item_detail&item_id=19&item_no=1&page_

id=4&block_id=34

 3） 博士論文は，「はじめに」と「おわりに」を

含めて全部で 8章であったが，本書では，

「おわりに」の手前の「戦後復興期の労働

観・余暇に関する意識と旅行文化」の章が省

かれている。

 4） 著者は，元近畿日本ツーリスト社長だっただ

けあって，新聞などマスメディアに訃報記事

が出ている。
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先ほど，図はほとんど写真で，地図が 5枚しか

ないと述べたが，グラフもまったくない。本書に

は数値を並べた表もあり，数字自体の資料的価値

が高いものはそれでもよいが，データが容易に手

に入るものならば，グラフ化して主張を分かりや

すくする工夫がほしい。また，グラフにすること

によって気づくこともあるだろう。文章面では，

論理的でない記述が散見される。典拠が明示され

ていない箇所もある。著者の経歴からしてやむを

えないのかもしれないが，地図と同様，論文を書

く訓練を受ける機会が十分ではなかったのであろ

う。

以上，主に地理学の立場から拙評を記してき

た。ツーリズム研究には明るくないゆえ，評価す

べき点を見落として，批判ばかりを述べてきたか

もしれないが，Ⅱ章のような一次資料の分析結果

はやはり有益であろう。著者の今後の研究に期待

したいところだが，実は著者は，2015年1月，本

書の刊行直前に亡くなられた4）。鬼籍に入られた

著者には望むべくもないが，本書の成果を活用す

る研究が現れることを願い，拙評を終えたい。

注

 1） 短い紹介としては，渡辺 （2016） がある。


