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資料４

【 】・・・３大学での必修・選択の区分

赤字：必修、青字：選択
Ｃ・・・コーネル大学
Ｆ・・・セントラル・フロリダ大学
Ｌ・・・ローザンヌホテルスクール



1

１ 経営学概論 ＜必修＞ 【Ｃ】

企業経営の基礎となる会社の仕組み、経営
者の役割、組織、雇用制度、企業の効率的・
効果的な運営のための理論構築、環境分析
や競争戦略など、経営者として意思決定を行
う際に必要となる概念や手法を学ぶ。



2

２ 経営戦略概論 ＜必修＞ 【Ｃ】

企業のグローバルな競争優位を維持し、企
業を成長・存続させるための方針・計画であ
る経営戦略の意義、戦略策定に関する基本
的な理念、経営戦略の歴史、戦略階層等、経
営戦略の概要を学ぶ。



3

３ ＩＴ概論 ＜必修＞ 【Ｃ・Ｆ・Ｌ】

情報技術（ＩＴ）の基礎（ITコンセプト、ビジ
ネス用ソフト、機器選択の課題・標準化・
効果等）と、ビジネスに必要なコンピュータ
技術を実習にて学ぶ。また、ＩＴビジネスの
現状と、各業界とＩＴの関わり方についても
学ぶ。



4

４ 会計概論 ＜必修＞ 【Ｃ・Ｌ】

会計の基礎として、その役割と類型、原則、
会計の歴史的変遷、簿記、財務諸表（貸借対
照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）
について、理論、基本構造、計算方法等を学
ぶ。



5

５ 財務概論 ＜必修＞ 【Ｃ・Ｌ】

財務の役割と歴史的変遷、金融制度、資金
調達と運用（投資等）、予算管理、配当政策、
企業価値分析等について、その意義と手法を
学ぶ。

企業決算、投資決定手法、株式投資、金融
機関、金融市場、為替、Ｍ＆Ａ等を、場合に
よってはケーススタディも利用して学ぶ。



6

６ マーケティング概論 ＜必修＞ 【Ｃ】

企業活動におけるマーケティングの歴史
と役割、基本的な考え方を理解するととも
に，マーケティング領域（製品、流通、価格、
販促・広告、戦略等）、ブランディング、マー
ケティング戦略策定、消費者行動、マーケ
ティングの課題等について、ケーススタディ
も活用しながら学ぶ。



7

７ 組織行動論 ＜必修＞ 【Ｃ・Ｌ】

組織が目的を効率的かつ効果的に達成
するために、組織と従業員の関係、特に従
業員（人間）の心理・行動について学ぶ。

組織文化、組織設計・改革、人事制度設
計、モチベーション、リーダーシップ、コミュ
ニケーション手法等。



8

８ 観光関連法規 ＜必修＞ 【Ｃ】

観光産業に従事する者が 低限知って
おくべきホスピタリティ産業関係の法律
（観光立国推進基本法、通訳案内士法、
国際観光ホテル整備法、旅行業法、観光
圏整備法、旅券法等）や約款について学
ぶ。また、ホスピタリティ産業に関係する
法的問題とその解決法についてケースス
タディ等から学ぶ。



9

９ コミュニケーション基礎 ＜必修＞ 【Ｆ・Ｌ】

オーラル・文書によるコミュニケーション
の理論と基本的スキルを学ぶ。オーラル
分野は、プレゼンテーション技術と実習、
対人コミュニケーション技術、文書分野は、
多様なタイプのビジネス文書（社内・社外
向け）の作成による。



10

１０ 統計・定量分析手法 ＜必修＞

【Ｃ・Ｆ・Ｌ】

経済データに馴染むとともに、平均、分
散、標準偏差、比率、構成比、相関といっ
た統計学の基本的手法と、データ収集方
法、データの品質評価、データ解析方法
（単回帰、重回帰、多変量解析等）等統計
学の基礎を学ぶ。統計用コンピュータソフ
トを使った実習含む。



11

１１ 経済学 ＜必修＞ 【Ｆ・Ｌ】

ミクロ経済：消費者理論、生産者理論、市場
メカニズム、需要と供給、競争と規制等につ
いて学ぶ。

マクロ経済：経済循環、経済活動、国民所
得、国際収支、為替、関係諸変数、景気変動
のメカニズムと財政・金融政策の役割・効果
等について学ぶ。



12

１２ ホスピタリティ産業（入門） ＜必修＞

【Ｆ・Ｌ】

ホテル、旅館、レストラン、旅行業、航空
会社、鉄道会社、テーマパーク等、ホスピ
タリティ産業を構成する主要業種や産業
全般についての歴史、業界構造、業務内
容、並びに旅行者マーケット（国内旅行、
海外旅行、インバウンド）について学ぶ。



13

１３ サービスマネジメント ＜必修＞
【Ｃ・Ｆ・Ｌ】

ホスピタリティ産業における経営資源
（人材、施設、資金、情報等）の管理運営
手法、組織設計、それに必要な統計を学
ぶ。なお、定量データを用いて管理運営
をするため、コンピュータソフトを用いた
実習と、データ分析結果の伝達(表現）手

法についても学ぶ。



14

１４ 経営戦略論 ＜必修＞ 【Ｃ】

内部要因・外部要因の分析、ケーススタ
ディ等を用い、経営戦略・全社戦略・事業
戦略の策定のプロセスや手法、事業ポー
トフォリオ、戦略の評価等を学ぶ。



15

１５ ホスピタリティ産業のＩＴ ＜選択＞
【Ｃ・Ｆ】

ホスピタリティ産業におけるＩＴの活用
状況と、管理職として知っておくべきホス
ピタリティ産業独自の情報システム（対
消費者のためのＩＴ・・・予約、在庫管理、
セールス等／経営管理のためのIT・・・
会計、財務等）の基本を学ぶ。



16

１６ 管理会計 ＜選択＞ 【Ｃ・Ｆ・Ｌ】

企業内の経営意思決定と業績管理に
必要な管理会計の意義と目的、体系、
各種会計データとその分析スキル（原価
計算、損益分岐点分析、投資判断等）、
コスト・マネジメントを学ぶ。



17

１７ 収益管理 ＜選択＞ 【Ｃ】

収益管理の原則と、ＩＴを活用した効率
的な管理手法やレベニューマネジメント・
イールドマネジメントについて学ぶ。

ホテル、レストラン、航空会社等、ホス
ピタリティ産業のケーススタディを活用す
る。



18

１８ 企業税務 ＜選択＞ 【Ｃ】

税務会計の基本構造、課税所得計算、
売買損益、棚卸資産会計、固定資産会計、
法人税法、租税原則等について学ぶ。



19

１９ ホスピタリティ産業の財務管理＜選択＞

【Ｃ・Ｆ】

ホテルや料飲施設等、ホスピタリティ
企業の財務の特徴を学ぶ。財務諸表分
析、資産評価、投資、企業価値等。



20

２０ コーポレートファイナンス ＜選択＞

【Ｃ】

コーポレートファイナンスの目的（企業
価値の 大化）と理論、分析手法を学ぶ。
投資評価方法とリスク、資本調達、資本
コスト、キャッシュフロー、企業価値の算
出、ＤＣＦ法、ポートフォリオ理論、オプ
ション理論、金融市場、財務戦略等。



21

２１ サービスマーケティング ＜選択＞

【Ｃ・Ｌ】

ホテル、旅館、レストラン、旅行業、航空
会社、鉄道会社、テーマパーク等、サービ
ス産業に特徴的なマーケティング戦略や
その策定手法、成果等について、ケースス
タディ等から学ぶ。特に、消費者行動につ
いては、調査方法と合わせて詳しく学ぶ。



22

２２ マーケティング調査 ＜選択＞ 【Ｃ・Ｌ】

マーケティング戦略策定等の際の意志決
定の基礎となる情報の収集・分析・解釈に
ついて学ぶ。マーケティング調査手法（定量
調査・定性調査）の種類とそれぞれの特徴、
調査設計、調査票作成、実査、データ分析
手法、分析結果のプレゼンテーション手法、
プレゼンテーション実習等。



23

２３ ブランド論 ＜選択＞ 【Ｃ】

ブランド価値の創出、ブランド要素の組
み合わせ、コミュニケーション戦略、マー
ケティングとの関係等について学ぶ。



24

２４ ホスピタリティ産業の人材管理＜選択＞

【Ｃ・Ｆ】

ホスピタリティ産業に特有な人材管理
の課題や管理手法を、ケーススタディ等
を利用して学ぶ。人材の雇用、育成、労
務管理、評価、報酬、モチベーション、イ
ンセンティブ等。



25

２５ リーダーシップ論 ＜選択＞ 【Ｃ】

管理職として求められるリーダーシップの
重要性、リーダーシップのタイプ、リーダー
シップ技術等について学ぶ。リーダーシップ
技術の中には、コミュニケーション手法（口
頭、文書）、プレゼンテーション、コーチング、
指導の課題等を含む。



26

２６ 法律概論 ＜選択＞ 【Ｃ】

ビジネスや経済活動に関係する法律の
概要を学び、リーガルマインドを醸成する。

民法、商法、会社法、金融商品取引法、
商業登記法、経済法、労働法、有価証券
法、租税法、知的財産基本法、不動産関
連法等。



27

２７ ロジカル・シンキング ＜選択＞

管理職・経営者にとって必要な客観的・
論理思考力、概念理解能力、分析能力、
伝達能力を学ぶ。分解や因果関係といっ
た事象や論理を構造化する手法（フレー
ムワーク、ピラミッド構造、ロジックツリー）
等。



28

２８ リスクマネジメント・企業コミュニ
ケーション論 ＜選択＞ 【Ｃ・Ｌ】

危機管理、CSRの観点を踏まえた社内
統制、広報・宣伝戦略についての基本を
学ぶ。特に社外用文章力向上にむけ、記
述課題を含む（ビジネスレター、販売促進
資料、ネガティブ・メッセージ、調査分析報
告等）。



29

２９ 宿泊施設マネジメント論 ＜選択＞ 【Ｆ】

主に、ホテル開発におけるフィージビリ
ティスタディ、資産価値評価、更新投資、
資産・施設の管理、活用に関する基礎を
学ぶ。また、宿泊業界の概要、組織構造、
利益構造、運営メカニズム（人材管理、
会計、財務）マーケティング、ブランディ
ング等について、ケーススタディを含め
て学ぶ。



30

３０ 旅行業産業論 ＜選択＞ 【Ｆ・Ｌ】

国内外の旅行業界の概要、組織構造、
利益構造、運営メカニズム（人材管理、会
計、財務）、マーケティング、ビジネス領域
の拡大等について、ケーススタディを含
めて学ぶ。



31

３１ イベント管理 ＜選択＞ 【Ｃ・Ｆ】

イベントを含めたＭＩＣＥ市場（会議、学
会、大会、インセンティブ、展示会、イベン
ト）と業界の概要、商品開発、大規模イベ
ント（スポーツ、アーティスト、発表会）の
企画から実施までの運営メカニズムと管
理、利益構造、スタッフの採用・育成、関
連施設、マーケティング、効果等について、
ケーススタディを含めて学ぶ。



32

観光地論 【Ｆ】

観光地域の形成、観光地の社会学、日
本固有の風土論、地域振興、観光地の
経済、交流産業等を学ぶ。



33

日本文化論・歴史論 【Ｃ】

日本固有の文化（茶道、華道、能楽、歌
舞伎等）や、歴史（観光地関係）について
学ぶ。



34

英語（語学） 【Ｌ】

国際的な業務で活躍し得るビジネスス
キルとしての英語（オーラル・読み書き）
を習得する。


