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H20.12.16  

観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 

第２回カリキュラムワーキンググループ 議事録【概要】 

 

開催概要 

日時・場所：平成 20 年 12 月 16 日（火）13:00～15:30 

観光庁国際会議室（中央合同庁舎２号館 16 階） 

 

出席者：（順不同・敬称略） 

＜委員＞ 

【大学関係】 

・琉球大学 観光産業科学部 観光科学科 教授 上地 恵龍 

・和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授 小畑 力人 

・山口大学 経済学部 教授 篠原 淳 

・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 轟 博志 

【観光事業者】 

・株式会社ジェイティービー 常務取締役総務部長 井本 博幸 

・株式会社帝国ホテル 取締役人事部長 森谷 一彦 

 

＜ゲストスピーカー＞ 

・セントラルフロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ経営学部  

学部長 Abraham Pizam 

・セントラルフロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ経営学部  

准教授 原 忠之 

・立教大学 観光学部教授・観光学科長 橋本 俊哉 

 

＜オブザーバー＞ 

【観光業界団体】 

・社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関 政男 

・社団法人日本経済団体連合会 観光委員会 企画部会 委員 最明 仁 

・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 柵木 鬼美夫 

・社団法人日本ホテル協会 事務局長 満野 順一郎 

・社団法人日本旅行業協会 総合企画部 会員サービスグループ 副部長  

池田 良（代理出席） 

 

【省庁】 

・文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長補佐 下大田 真一 

・経済産業省 商務情報政策局 参事官 城福 健陽 

・観光庁 次長 神谷 俊広 

参考 
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・観光庁 観光地域振興部 部長 大黒 伊勢夫 

・観光庁 観光産業課 課長 加藤 隆司 

・観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長 水嶋 智 

 

議事次第： 

○開 会 

○挨 拶 

○議 事 

１ カリキュラムワーキンググループ論点整理 

２ 経営マネジメント層に必要な資質から見たカリキュラムの検討について 

３ 日米観光系大学カリキュラム比較分析 

４ 観光系大学カリキュラム解説 

５ セントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリティ経営学部  

Abraham Pizam 学部長・原准教授との意見交換 

６ その他 

○閉 会 

 

主な議事 

（１）カリキュラムワーキンググループ論点整理【13:05～13:10】 

（水嶋課長より資料１について説明） 

 

（２）経営マネジメント層に必要な資質から見たカリキュラムの検討について

【13:10～13:15】 

（竹谷課長補佐より資料２について説明） 

 

（３）日米観光系大学カリキュラム比較分析【13:15～13:35】 

（ＪＴＢＦ朝倉氏より資料３について説明） 

 

（４）観光系大学カリキュラム解説【13:35～14:05】 

 ○和歌山大学【13:35～13:50】 

（小畑力人委員より資料４－１説明） 

・観光学部の設置の経緯として、2004 年５月設立構想を発表した。同年７月より

文部科学省と折衝を始め、2007 年４月に経済学部観光学科を設置し、2008 年

４月に観光学部をスタートした。したがってまだ１～４年次の全学年は揃って

いない。現在１、２年生のみの在学ということもあり教養科目が中心となって

いる。 

・観光学部設置の背景としては、観光立国宣言等があり、また、国立大学におけ

る観光系学部設置を支援する文部科学省の動きもあった。 

・観光学部の設置にあたっては、国土交通省の「高等教育機関における観光教育

システムのあり方に関する調査」というコーネル大学のカリキュラムと日本の
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大学の観光学部カリキュラムを比較した資料や、経済産業省の調査研究事業等

を参考にした。その中で観光学の確立が課題として浮かび上がり、現状として

経営と地域へのアプローチの弱さが前述の国土交通省の調査で指摘されてお

り、その点を強く認識した。 

・北海道大学、立命館アジア太平洋大学などと同様に、各２千万円の補助を受け、

共通テキスト作りにその資金を活用した。また、未来型教育システムの確立を

文部科学省から委託され、二年間に渡り２億円を超える補助を受け、日本の観

光教育のコンテンツの充実や、海外の大学から授業を受ける eラーニングなど

のシステムを構築した。 

・カリキュラム設計ポリシーとして、初年度事業では１年生の講座を高等学校と

のつなぎとして充実させている。また、フィールドワーク等、実学を重視して

いく教育を考えている。具体的には観光経営、文化交流、地域再生など、理論

と実学を融合させるほか、インターンシップの全学生参加、専門基礎科目の設

置、専門以外の授業の受講、外国語の重視などを掲げたカリキュラムの構成と

なっている。（カリキュラム表を参照）。 

・観光学部には、観光経営学科、地域再生学科の２つの学科を設置。教育基礎課

程は広範囲に渡っており、英語を中心とした語学力、日本文科系、観光に関す

る基礎教育科目、経営系科目となっている。また、専門教育課程では、ホスピ

タリティ、地域再生、リーダーシップ論などがあり、演習を２年間履修のち卒

業となる。学科にはならなかったが、文化交流部門の科目群を充実させ、その

中で観光プロデューサー、地域観光プランナーを人材モデルとして育成するこ

とを目指している。地域再生と文化交流をファンダメンタルとして、経営とい

う視点で統合させることをカリキュラムポリシーとしている。 

・初年度は基礎演習を中心に、共通テキストの使用や教員による担当者会議を毎

週開くことにより、大学教授法の改善を図っている。 

・外国語のスキルの充実のため、１週間に１つのテーマを設定し、90 分授業を６

コマ実施するなど、大学として学生が外国語のスキルを身につけやすい仕組み

を構築している。実際、TOEFL は 500 点を超える学生もおり、今後、このよう

な学生を増やすことを目的としている。また英語のみの授業や、華道・茶道も

一部英語で教える講座など、日本文化に関する教養教育も充実させている。 

・今後は、国内外の大学とネットで結ぶことで海外の大学の教育コンテンツの集

積と配信を行っていく予定。 

・産学官連携の一例として、インターンシップを長野県飯田市と提携し８月に３

泊４日の実習を行っている。また県内の 13 の行政地区でもインターンシップ

を行っている。今後初の３年生のカリキュラムが始動することからも、より一

層のカリキュラム充実のため１期生のキャリアサポート戦略会議を行ってい

く。 

 

（質疑応答） 

Ｑ．神谷俊広（観光庁 次長） 

・経済学部を基盤とした観光学科としての位置づけと観光学部になってからの位
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置づけの違いは？ 

Ａ．小畑力人委員（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授）  

・文科省との話し合いの中で、はじめから観光学部の設置を想定していたため、

方針は一貫している。また、経済学部から観光学部へ移行する際に、経済学部

に残ることを希望する学生がいることを懸念したが、結果的には全員観光学部

へ転部した。 

 

Ｑ．井本博幸委員（㈱ジェイティービー 常務取締役総務部長） 

・カリキュラム編成においては、理論と実践のバランスをとっていくとのことだ

が、具体的にはどのように進めていくのか？ 

Ａ．小畑力人委員（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授） 

・１年次のゼミは７～８名のクラス編成とし、山口大学を参考に課題探求型を目

指した。これまで２年次にゼミはなかったが来年春より２年次から 20 名の教

員がゼミを行う。ゼミは学生 80 名の希望を取るので、教員によっては学生が

２～３名のケースもある。インターンシップについても、２週間～半年の期間、

全員が１回は参加することになっている。文部科学省への申請も、「２割の学

生を海外大学へのインターンシップ、留学へ」としているため、これを実現さ

せたい。 

 

Ｑ．神谷俊広（観光庁 次長） 

・地域プランナー育成コースの学生は、自治体に就職希望しているか？ 

Ａ．小畑力人委員（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授） 

・進路調査によると公務員を希望している学生は 12 名、官民で悩んでいる学生

が 22 名で、合わせると学部学生の半数近くを占める。２月下旬からは公務員

を目指す学生のエクステンション講義を、本講義と別にやる予定。 

 

○立教大学 【13:50～14:05】 

（橋本俊哉氏より資料４－２説明） 

・観光学部の学生の活躍の場も広がり、それに対応するカリキュラムが必要と

なっている。観光学部の歴史としては、戦後すぐにホテル関係の人材育成講

座が立ち上がり、1967 年に社会学部観光学科が設置された。これは４年制大

学では日本初である。98 年に観光学部昇格の際に大学院も設置され観光学研

究科が立ち上げられた。学部創設以来 2011 名の卒業生を輩出している。大学

院の修士課程が 157 名、観光学博士 25 名を輩出。現在、学生数は２学科体制

で１学年 350～400 名が在籍している。2002 年、池袋キャンパスに MBA コース

を開設し、その中でホスピタリティ関係の実務教育が行われ、観光学部の教

員がその講座に関わっている。 

・観光学科と交流文化学科の２学科体制で教育を行っている。大学院への進学

は一部の学生で、ほとんど就職しているのが現状である。MBA コースは実務経

験者の人が多く、観光研究所は社会人向けの公開講座を実施している。 

・立教大学には教育のテーマとして 
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①「観光・ホスピタリティ経営」…ビジネスとしての観光、観光を支える幅広

い産業の仕組み、経営について学ぶ 

②「観光文化」…観光文化現象を学ぶ領域として観光主体の問題、観光による

文化的な側面から学ぶ 

③「観光地計画」…地域社会における観光、観光における地域振興について学

ぶ 

以上の３つの柱が掲げられており、2006 年に観光文化の領域が交流文化学科

として分科した。いずれも社会科学系の教育内容をベースとしている。本学部

では、現代社会における観光について、この３つの柱を基に多角的に教えてい

る。また、２つの学科は双方向に他学科の授業を履修できる。 

・教育理念として理論と実践を有機的に結合することを目的に、複眼的視野をも

ち、他文化を理解する国際的人材の育成を目指している。必修科目は他大学に

比較して多く、２学科とも必修 18 単位となっており、２年次以降には学科の

特徴が出てくる。教育目標は、観光の動向を客観的にとらえる見識、判断力、

分析力を身につけた観光関係のリーダーを育成することとしている。立教大学

としてもリベラルアーツ、教養教育を重視する教育理念を念頭においている。 

・「観光学科」のカリキュラムの特徴として、ビジネスとしての観光を教育の柱

にしており、実業界のトップを特任教授やゲストスピーカーとして招いている。

基礎力と応用力のバランスを持ち、リーダーとしての素養を備えた人材を育成

することを目的とした科目を設置している。また、特徴的な取り組みとして、

卒業生のネットワークをインターンシップに反映したり、自由研究として、学

生自体が研究を進め、自分で社会の中から問題を抽出し調査していくプロセ

ス・結果を単位として認定している。例えば起業、国際ボランティアを行い、

その中で持った問題意識の解決などを教員が指導している。 

・演習は２年次からで基礎力を養成するため、様々な調査の方法や、発表の仕方

を学ぶ。また、ほとんどの学生が、同じ教員の演習を継続履修する。２年次で

は、学生の９割がどこかのゼミに所属している。 

・「観光インターンシップ」は２つの科目に分かれており、2008 年から正式な単

位としてスタートした。１つは地域・観光計画系で、自治体の観光部局や観光

調査機関において実施。２つ目は、観光関連産業のインターンシップというこ

とでＯＢのネットワークを活かし、夏休みの２週間から１ヶ月、最長で３ヶ月、

ホテルなどで実習するものである。 

・観光学科では、経済産業省と文部科学省とのプロジェクトでアジアから優秀な

学生を招き、日本で学んだ上で就職してもらう教育プログラムが進行中である。

このプロジェクトには、全国で 20 大学ほど参加しているが、観光系大学とし

ては、立教大学のみである。この中で産学連携科目として、ＪＴＢ、ＪＡＬ、

スターウッド等、実業界の方を大学に招き、実際に話を聞くような講座を開講

している。また、メンターとして留学生をサポートする日本人学生を選抜し、

一緒に受講するような仕組みを採用している。 

・「交流文化学科」のカリキュラムの特色として、文化現象としての観光につい

て学ぶため、体験型授業や情報発信力を高めるプログラムを設置している。ま
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た、コミュニケーション能力を向上させる科目群として、語学・文化の両面か

ら学ぶ科目を設置している。 

・演習は２年から実施し、学科独自の授業のほかに観光学科の授業も履修ができ

る。また、１年次向けの特色ある科目として「早期体験プログラム」があり、

観光体験が少ない学生を現地で教育している。本年度は、在籍学生のほぼ半数

の 183 名がこのプログラムに参加した。現場で実際に起きている事を実体験す

ることで、学生の学習意欲を向上させる狙いがあり、一定の効果を得ていると

言える。 

 

＜産業界からの意見＞ 

森谷一彦 委員(株式会社帝国ホテル 取締役人事部長） 

・観光業は多様な業界の集まりである。ホテル業界について言えば、他産業と比

べて労働条件が必ずしも良いとは言えないかもしれないが、学生が就職したい

と思えるような魅力ある業界にしなければいけない。後継者を作り、業界全体

を盛り上げる責任があると思っている。 

・このような形で優秀な人材を育成するためのカリキュラムを検討していただけ

るのはありがたいことである。カリキュラムとインターシップを組み合わせて、

キャリア形成に大学全体が取り組むことは重要である。 

・ホテル業に勤めることは、理論と実践の有機的な結合なので、４年間の課程の

中でどのようにキャリア形成がされていくか関心、期待を持っている。観光学

部・学科に入学する学生は入学前から観光に対する意識を持っている人がほと

んどだと思う。４年間専門教育を受ける間に学生の希望も絞られていくと思わ

れるので、採用の段階で企業と学校側と学生が一致する形に持って行ければ、

後継者づくりができると思う。我々も勉強するので、大学側にもホテル業界の

みならず観光業界の実態を理解していただき、それをカリキュラム形成に盛り

込み、キャリア形成に取り組んでいただきたい。 

 

井本博幸 委員(株式会社ジェイティービー 常務取締役総務部長) 

・今回説明のあった和歌山大学や立教大学は、経営的視点を持ちカリキュラムを

組んでいると思った。 

・大学で学んだ知識とスキルを、社会でどう活かせるか、つまり知恵に変えるこ

とができるかが大切。入社後に最も必要なのは、考え抜く力＝構想力、交渉力、

コミュニケーション力、具体的に実行する力である。知識を知恵に変えること

を体得するところが必要なので、ゼミも実業界と連携し、ケーススタディやフ

ィールドワークなど実践の舞台をできるだけ取り入れてはどうか。そのような

視点で充実したカリキュラムにして欲しい。 

・ＪＴＢグループでは、いろいろな学部の人材を受け入れて、企業独自の人材育

成システムでふさわしい人材を育成しているものの、時代の状況が変わり経済、

社会環境が激変していく中で、変化を予見し、自ら考え抜いて具現化し、チャ

レンジし、失敗したら検証して仕組み化する、そういう人材を求めている。そ

うしないと企業は生き残れない環境である。そのような現実をどう学問の中で
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取り入れるかが課題であろう。その辺を、うまく産業界と大学とが連携できれ

ばと思っている。 

・また、日本が現在置かれている状況から、グローバル化は避けられない。それ

をチャンスと捉え、事業の構造改革と成長戦略を平行して行うことができる人

材育成がこれから本当に求められると思う。旅行業界だけでないが、時代と共

に概念を超えて領域を広げなければならない時に、それが可能になるようなカ

リキュラムも大学には必要であろう。 

 

（５）セントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリティ経営学部  

Abraham Pizam 学部長・原准教授との意見交換【14:30～15:20】 

Abraham Pizam 氏（セントラルフロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ 

経営学部長）（同大学准教授 原忠之氏による通訳) 

＜セントラルフロリダ大学の観光教育について＞ 

○大学のミッションとカリキュラム 

・ホスピタリティ・マネジメントを学ばせる大学の目的は、学生を経営幹部候補

生、プロの職業人として育成することである。学生が仕事を見つけられないと

なれば、大学の失敗と見なされる。学生が結果として仕事を見つけられるか如

何で、大学は厳しく評価されるべきだと思う。我々は州立大学なので、卒業生

が 100％就職することが地元からも求められており、それが大学の使命だと理

解している。 

・欧米の大学教育の最大公約数は似ていると思うが、我々は学術的探求というマ

クロレベルよりミクロレベルのプロ職業人という「使える人材」を育成してい

るという意識が強い。 

・最初の仕事、または最後の仕事のために学生を教育しているのかというと、答

えは「両方」である。最後の仕事にむかって重要なのは、概念をつかむ能力と

分析能力。卒業生がホスピタリティ産業界で即戦力にならないと、我々の教育

モデルは失敗と見なされる。 

・概念的な理解能力、分析能力を教えているが、これがあれば同じ会社に就職し

ても昇格のスピードが速くなり、大学に行かない者との差別化が図れる。 

・目的と使命が設定できれば、カリキュラムが決まる。答えは簡単で、学術界の

学者は研究室にこもって本を読んでカリキュラムをつくるのではなく、産業界

と面談してカリキュラムをつくればいい。管理者として成功するには何が必要

か聞いて、その中からどういう特殊技能が必要か解釈し、カリキュラムに反映

する。産業界の意見を聞くことから始めて、それに沿って考えれば業界ニーズ

にあったカリキュラムになる。 

・大学は専門学校ではなく高等教育機関なので、立派な人間を育てる教育が重要。

特殊技能、必要な知識だけではなく、一般教養、社会科学、手法を教えること

で、将来経営幹部としての分析能力が育つ。 

・大学４年間のプログラムでは、１年間は一般教養、つまり社会科学分野、エン

ジニアリング、数学、調査方法などを学ぶ。残り３年間は特に２つの分野に注

力するプログラムになっている。１つは、経営マネジメント学としての切り口。
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マーケティング、会計、金融、IT、人材管理等、主に経営学の分野であるが、

それを教える際は、観光・ホスピタリティに応用した際にどうなるか強調する。

ダートマス大学のような製造業を中心にした一般マネジメントのプログラム

ではなく、ホスピタリティに特化したプログラムを大学独自に開発している。 

・２つめは、ホスピタリティ産業そのものを学ぶため、産業別にカリキュラムを

組んでいる。例えば、病院のマネージャーであれば基本的な医学を分かってい

なければいけないのと同様に、ホテルに勤めるのであれば、ホテルの基本は分

からないといけない。学生の興味ある分野だけでなく、ホテル、レストラン、

旅行業、会議、イベント管理、タイムシェア等、全員に広く業界のことを学ば

せる。例えば、学生全員に料理を作らせる。将来幹部となった時、キッチンで

の経験がなければシェフを管理することができないので、その経験は必要であ

る。バー、コンピュータ、会計部門も実地でやらないと幹部候補生としての資

質が備わらない。 

・重要な要素は、ゲスト・サービス・マネジメント。観光産業の業態は多様だが、

ゲストを満足させて帰らせるのは最大公約数である。 

・必修科目は多く、60 時限。必修科目の履修後、学生は自分の興味で専門科目を

履修する。インターンシップは全員 1000 時間で、上司の管理の元に行われる。 

・４年間で理論、実践（実習室でのカリキュラム）、1000 時間の産業界での労働

経験の全てを経験した学生が出来上がる。それに加えて、教養の高い人間とし

て開発しなければいけないので、そういう授業も履修してもらう。 

・現在学部在籍は 2600 名で毎年 700 名卒業するが、全員就職できている。 

 

○教員について 

・教員全員が博士号取得者で、かつホスピタリティ産業で働いた経験をもつ人材

を採用している。博士号を持っていても実践経験のない者については、エクス

ターンシップといって企業にお金を支払って派遣し、１年間その業界を学んで

もらってから教員として採用する。 

・一つの例として、ホスピタリティ博士号を持った人が応募してきたが、タイム

シェア産業を知らなかった。この産業はフロリダでは大変重要な産業なので、

その人を 1年間タイムシェアの会社で勤務させ、業界について学ばせてから教

職につかせた。もう一つの例として、クルーズシップ経営の人材に対する要望

が産業界から出てきたが、大学内に授業をする人材がいなかったので、ディズ

ニーのクルーズ会社の社長に講師を１年半お願いし、学生と共に教員も教えて

もらった上でその企業で見習いをし、その後クルーズシップ経営の講義を持っ

た。 

・その他には、他の大学の教育も行っている。例えば上海師範大学観光学部の全

教員を対象に、４週間ＵＣＦでの集中特別セミナーを開催する。そうすること

で、彼らが観光について十分な教育能力を得ることができる。 

 

 

 



 9

○業界との連携等 

・ＵＣＦでは実務的教育を重視しているカリキュラムの構成となっている。強調

したいのは、我々も産業界の一部だという意識を持っている。象牙の塔にこも

る教育機関では役に立たないので、産業界の一部で、業界の教育を担う重要な

立場にあると自分たちを位置づけている。 

・産業界のニーズに合致したカリキュラムを構築すると、学生が 100％就職する

だけでなく、産業界からこれまでに合計 7200 万ドル（約 80 億円）の寄付金が

得られた。産業界のニーズに合えば、報酬が得られるかもしれないという教育

モデルである。我々のやり方を真似しろと言うわけではなく、一つの成功例の

参考として申し上げた。 

・過去数年間、中国やエクアドル、ヨーロッパの政府からの要請で人材教育を行

っているが、ＷＴＴＣ（世界観光旅行評議会）から南米諸国における観光産業

の人材育成の仕事を受注している。中南米 18 ヵ国の産業界、各国政府、観光

教育機関との会議やアンケート調査を行った。中南米で観光客が多いトップ３、

メキシコ、アルゼンチン、ブラジルの３カ国では政府の協力があって、アドバ

イスを行った。その結果、それらの国々では初めて産業界と学会（教育）が結

びついた。今まで学会と産業界との意見交換はなかったが、政府からそうした

アドバイスを出したことで、観光人材育成に対して徹底的に今までのやり方を

変えることになった（報告書では、産業界と学術界の乖離に関する見解と、そ

れに対する具体的アドバイスを書いている）。 

 

原忠之氏（セントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリティ経営学部 准教授) 

・私はアメリカの観光学部における日本人で唯一の教員である。学術論文の数等

を見ても分かるように、アメリカの観光教育は進んでいる。特にホスピタリテ

ィ経営教育は諸外国に比べて群を抜いていることから、アメリカの先進的な取

り組みを日本でも取り入れるのも方法の一つだと考えられる。そのことについ

ては、いつでも協力したい。 

 

（意見交換） 

Ｑ．上地恵龍 委員（琉球大学 観光産業科学部観光科学科 教授） 

・教員の人材開発について、時間とコストの制限がある中で、資質を高めるには

どうしたらよいか。 

 

Ａ．Abraham Pizam 氏（セントラルフロリダ大学  

ローゼン・ホスピタリティ経営学部 学部長） 

・方法は２点ある。１つは、もし余裕があれば、一番優秀な教員をアメリカ、

イギリスなどの大学へ留学させ、修士号や博士号を取らせる。世界中の大学

が長い間やっている方法であり、それしか王道はない。 

・２つ目は、既にいる教員（文化人類、社会学、地理、文学などの学者は除外

して）で経営に精通している人を我々の大学のようにプログラムが確立して

いる大学へ派遣し学ばせる方法がある。経営のバックグランドのある人の方



 10

が、観光とはいえビジネスの側面が強いため、ホスピタリティ・マネジメン

トを学ぶにはより近道である。日本にはビジネススクールや経営系、博士号

のいい大学があるので、５～６ヶ月でいい人材に育つだろう。 

 

Ｑ．轟博志委員（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） 

・ＵＣＦにおける産業界と学術界の連携は、州政府や連邦政府など、行政が仲

介したのか？それとも大学が独自に行ったのか。開拓した方法があれば伺い

たい。 

 

Ａ．Abraham Pizam 氏（セントラルフロリダ大学  

ローゼン・ホスピタリティ経営学部 学部長） 

・ＵＣＦは州立大学だが、州からの援助は０％。すべて大学が自力で開拓した。 

 

Ｑ．最明仁氏（（社）日本経済団体連合会 観光委員会企画部会 委員） 

・経団連は製造業、金融など直接観光に関係のない企業も多い団体なので、観光

系大学の卒業生をどう採用するか議論の対象となる。 

・ＵＣＦの学生は、将来の就職に対して高い意識を持っているようだが、日本の

大学生はそうなのだろうか。経団連の企業に対して、観光系大学卒業生を採用

しようとした場合、学生にどのようなセールスポイントがあり、どのような人

材を輩出できるのか伺いたい。 

 

Ａ．Abraham Pizam 氏（セントラルフロリダ大学  

ローゼン・ホスピタリティ経営学部 学部長） 

・生徒の立場から言うと、いかに観光産業に就職させるようにしむけるか、これ

が問題。それには、昇進の見込がない、人生に可能性がないと思わせない、非

常にいい業界だと思わせる仕組みや心理的・財政的にこの産業で働くのは悪く

ないと思わせる仕組みが重要である。例えばホテルの総支配人になれば、何百

億単位を稼ぐ施設のトップとして、施設や人間を管理下で動かすことができる。

業界に対する一般的な偏見、つまり単純作業だけではないか、といった偏見を

とり除き、ダイナミックな仕事でそれに見合った給料があると示すことが大切

である。実際にアメリカ・アジアでは、人生を捧げるキャリアとして悪くない、

というイメージ確立に成功している。 

・産業界の立場に対しては、いかに観光系の学生を採用してもらうかが課題とな

る。観光系の学生を採用した方がいいと思わせるためには、学生に価値を付け

ることが必要である。採用する企業がその学生に価値があると、採用した初日

から思わせることが大切。入社してから訓練するが必要なく、仕事についた瞬

間から業界に必要な知識や特殊技能を持っていると企業は学生に価値を見出

してくれる。 
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篠原淳 委員（山口大学 経済学部 教授）  

・日本における観光系大学のカリキュラムは、カリキュラムの構成段階において

例えば経営に特化した構成ができなかったのが現状ではないか。米国の例のよ

うに、大学の教員が実務界に入り、そこで自分自身が教育を受け、理論に役立

てる内容を学んでくることを消極的に考えていた。 

・その業界に必要な人材を聞き出すことにより、着実に人材の必要性が高まるよ

うに、どこまで学生を引き上げられるか、産業界も我々も考えていくべきだと

思う。 

 

下大田真一氏（文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長補佐）  

・文部科学省では、経済産業省と産学人材育成パートナーシップを実施し、分野

が限定されているが、大学側と企業側とのミスマッチの解消を踏まえた人材育

成を検討している。このミスマッチについては、前回、観光関連の企業におい

ては、大学卒業の学生よりも、専門学校卒業の学生に求めるものが強いと伺っ

たところであり、観光分野でもミスマッチが起こっており、同じだと分かった。 

・和歌山大学のカリキュラムを見ると、経済学部からスタートした経緯もあり、

経営系の授業科目が充実している。大学と企業が協力していいカリキュラムを

作ってほしい。 

・カリキュラムの作成にあたっては、授業科目の名称だけだと十分にイメージ・

理解できないので、養成する技術、能力等を掲げたベンチマーク、目標、ねら

い等を作成することも１つの方法ではないだろうか。 

 

宮内浩氏（経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課 課長補佐） 

・経済産業省は、集客交流人材育成、特に事業系と地域系の人材、広がりと深さ

をミックスした人材育成の支援をしている。実証事業として、既存の高等教育

（MBA）の中で新しい科目づくりにも取り組んでいる。 

 

○閉会【15:20～15:30】 

 水嶋智（観光庁 観光地域振興部 観光資源課長） 

・今日は、まず具体的なカリキュラムについてご議論いただいた。観光関連分野

の人材を、いかに高等教育機関で育て、実業界で育成していくか、総合的なキ

ャリアパスや人材育成の問題を総合的に考えなくてはいけない。 

・２つめは、ピザム先生から刺激的な話をいただいた。アメリカのホスピタリテ

ィ・マネジメントの高等教育機関は、産業界と一体化しないと成功はない。 

・観光立国の時代の中で、まだまだ日本はこの分野で発展途上の面がある。これ

は大学の教育のあり方の問題だけでなく、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、学生にアピールしていかなければならない。観光立

国の推進のためにも産学官が謙虚な姿勢で、それぞれが実行しなければならな

いことがあることに気づかされた。 

 


