
カリキュラムワーキンググループ論点整理 

      

 平成 21 年 2 月 12 日 

観光庁 観光資源課 

 

昨年開催された第１回及び第２回カリキュラムワーキンググループで

は、観光産業におけるマネジメントを担う人材の育成のため、①観光系大

学に期待されること・社会的使命の明確化、②経営マネジメント教育充実

の必要性の確認、③既存のカリキュラムの分析、課題の抽出、④経営マネ

ジメント層に必要な資質の明確化について議論を行った。 

第３回カリキュラムワーキンググループでは、産業界の人材の育成・活

用の現状を確認するとともに、昨年より議論してきた観光系大学における

観光マネジメント人材育成のためのカリキュラム案を事務局より提案す

ることとする。 

 

 

１ 20 年度のアウトカムイメージ  

（網掛け部は第３回カリキュラムワーキンググループで議論すべき事項、

斜体字は前回カリキュラムワーキングでの検討事項） 

（１）カリキュラムワーキンググループでの議論の成果のレポート化・

情報発信 

・ 観光系大学に期待されること・社会的使命の明確化  

・ 経営マネジメント教育充実の必要性の確認 

・ 既存のカリキュラムの分析、課題の抽出 

・ 経営マネジメント層に必要な資質の明確化 

・ 産業側の採用、人材の育成・活用についての課題の明確化 

・ モデル的なカリキュラムについて 

（観光マネジメント人材育成のためのカリキュラムについて） 

・ カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ  

 

（２）年度末の産学官連携検討会議での普及啓発  

・ 平成 21 年３月 12 日、13 日に産学官連携検討会議を開催し、ワ

ーキンググループの議論内容を報告  

 

 

 

資料１ 



２ 第２回カリキュラムワーキンググループでの論点整理  

（１）既存のカリキュラムの分析、課題の抽出 

・ 国内の観光系大学で提供されている経営マネジメント分野の教

育内容は、海外の観光系大学と比べて、経営戦略論、人材管理、

ファイナンス等、充実が必要な分野があるため、海外の観光系

大学、ビジネススクール等を参考に、内容の拡充を図るととも

に、経営マネジメントの基本科目を確実に履修させるような工

夫が必要。 

・ カリキュラム作成にあたっては、業界のニーズを把握するため、

業界関係者と連携し、管理職として成功するための資質や特殊

技能について意見を聞き、カリキュラムに反映させることが必

要。 

・ セントラルフロリダ大学では、１年次で基礎として一般教養を

教え、残りの３年間でマーケティング、会計、金融、ＩＴ、人

材管理等の経営学を中心に学ばせる。経営学を教える際は、観

光・ホスピタリティに経営学をどう応用するかを強調する。そ

のため、大学はホスピタリティに特化したカリキュラム開発が

必要となる。 

 

（２）経営マネジメント層に必要な資質の明確化 

・ 観光産業は、グローバル化の進展と経営環境が激変しているこ

とから、これらの状況をチャンスと捉え、事業の構造改革と成

長戦略を同時に行うことのできる資質を身につけた人材が求め

られている。 

 

（３）その他の論点 

＜教員について＞ 

観光分野における人材育成については、大学側（教員）が業界に必

要な人材のニーズを聞き出すなど、業界の実態を理解し、意見を聞く

ことが重要。 

 

＜キャリアパスについて＞ 

観光分野における人材育成については、高等教育機関の教育内容も

重要ではあるが、産業界においても付加価値の高い魅力ある産業であ

りつづけるとともに、心理的・財政的に魅力あるキャリアパスを学生

に提示していくことが重要。 



 

＜産学官連携のあり方＞ 

産学が連携したケーススタディの作成やフィールドワークの実施

など、実践を多く取り入れるとともに、カリキュラムにインターン

シップを組み込むなど、大学と産業界が一体となり、学生のキャリ

ア形成に取り組むことが重要。 

 

３ 今後のスケジュール（平成 20 年度）（別紙１） 

 ＊下記の会議以外にも電子メール等の活用により議論を行うことも想

定。 

（１）第４回産学官連携検討会議（３月 12 日、13 日） 

・ ワーキンググループでの議論の報告  

→ 産学官連携検討会議において第１回、２回、３回のカリキュ

ラムワーキンググループの議論の結果を報告し、同会議出席者と

の問題意識の共有を図る。 

 

 

４ カリキュラムワーキンググループ名簿（別紙２） 

 

以上 

 



上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

インターンシップモデル
事業参加者への

アンケート調査の実施

親
会
議

アンケート結果等を元に
来年度のモデル事業の
あり方について検証

来年のモデル事業の
方向性を確定

（モデル事業（案）の作成）

親会議の分科会として、
モデル事業の実施結果と

今後の方向性について報告
（親会議参加者との問題意識の共有化）

第1回
ｶﾘｷｭﾗﾑ

ＷＧ
11/11

ｶﾘｷｭﾗﾑ

分科会②

アンケート
結果報告

•観光系大学に期待されること・社会的使命の
明確化
•経営マネジメント教育充実の必要性の確認
•既存のカリキュラムの分析、課題の抽出

•産業側の採用、人材の育成・活用についての課題の明確化
•観光マネジメント人材育成のためのカリキュラム案について
•カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめについて
•２１年度に向けての具体的提言

△ △

△ △

国内外のカリキュラム
調査・分析

調査・結果報告

ＷＧの議論の内容を報告（親会議
参加者との問題意識の共有化）

報
告
書
の
作
成

産学官連携事業スケジュール
平成21年2月12日

第4回
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

ＷＧ
12/16

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

分科会①

3/12・3/13

第5回
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

ＷＧ
２/12

第４回

第3回
ｶﾘｷｭﾗﾑ

ＷＧ
２/12

•有識者による海外の観光関連大学の現状に
ついての講演（予定）
•既存のカリキュラムの分析、課題の抽出
•経営マネジメント層に必要な資質の明確化

第2回
ｶﾘｷｭﾗﾑ

ＷＧ
12/16

資料１－別紙１



「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」 

カリキュラムワーキンググループ 委員等名簿 

 

委 員 

【大学関係者】 

上地 恵龍  琉球大学 観光産業科学部 観光科学科 教授 

小畑 力人  和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授 

篠原 淳   山口大学 経済学部 教授 

轟 博志   立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授 

    ツーリズム＆ホスピタリティインスティテュート 教務主任 

中村 清   早稲田大学 国際教養学部 教授 

橋本 俊哉  立教大学 観光学部 観光学科長 

 

【観光事業者】 

井本 博幸  株式会社ジェイティービー 常務取締役総務部長 

小原 健史  株式会社和多屋別荘 代表取締役 

佐藤 信幸  日本の宿古窯 代表取締役社長 

沢柳 知彦  ジョーンズ ラング ラサール株式会社 

 マネージング ディレクター 

東 良和   沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役社長 

森谷 一彦  株式会社帝国ホテル 取締役人事部長 

 

オブザーバー 

【観光関係団体】 

小関 政男  社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 

最明 仁   社団法人日本経済団体連合会 観光委員会 企画部会 委員 

柵木 鬼美夫 社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 

 事務局長・常任理事 

満野 順一郎 社団法人日本ホテル協会 事務局長 

奥山 隆哉  社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長 

 

【省庁】 

下大田 真一 文部科学省 高等教育局専門教育課 課長補佐 

城福 健陽  経済産業省 商務情報政策局 参事官 

 

【事務局：観光庁】 

加藤 隆司  観光庁 観光産業課長 

水嶋 智   観光庁 観光地域振興部 観光資源課長 

 

敬称略：順不同 

資料１－別紙２ 


