
 

 

カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ 

 

観光庁 観光資源課 

 

１ 検討の経緯 

観光立国の推進にあたっては、人材育成、とりわけ大学等の高等教育機関に

おける観光の振興に寄与する人材の育成が重要であるとの認識から、国土交通

省及び観光庁では、平成 19 年１月より「観光関係人材育成のための産学官連

携検討会議」を開催している。平成 20 年３月からは、参加者の拡充（観光系

大学関係者のみならず、観光関係学部・学科を持たない大学や産業界のトップ

の参加）、議論の充実（情報伝達に加え、テーマを定めた講演会や分科会等の

開催）、交流機会の創出（懇親会の開催）等を実施し、産学官の連携強化に努

めてきた。 

平成 20 年度においては、本会議・分科会等で指摘のあった「観光分野にお

ける経営マネジメント教育の充実」について検討するため、本会議の下に「カ

リキュラムワーキンググループ」を設置し、観光経営マネジメント人材育成の

ための教育内容のあり方について議論を行った。 

本中間とりまとめは、当該ワーキンググループでの議論をもとに、 

① 観光経営マネジメント教育の必要性 

② 観光系大学における既存のカリキュラムの分析・課題の抽出 

③ 観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラム等に関する現状の把

握・課題の整理 

という３つの論点を中心に議事を取りまとめ、今後の提言を行ったものである。 

 

２ 観光経営マネジメント教育の必要性 

(1) カリキュラムワーキンググループ設置の経緯 

   近年、観光関係学部・学科を設置している大学が急増しているが、その

教育内容に関しては、各大学の志向や重点の置き方に相当程度の幅がある。

また、卒業生の就職実績や採用担当者の意見等から、各分野の教育内容と

実社会のニーズとの乖離について検証が必要となっている。 

特に、観光の分野においては近年旅の形態が大きく変化しつつあり、旅

行業における IT の普及によるビジネスモデルの変化や、宿泊産業における

経営と所有の分離の広がりなど、観光産業においては経営環境の劇的な変

化が生じている。このため、国際競争力を強化し激変する経営環境に対応

可能な経営マネジメント人材を育成するための教育内容の充実が急務とな
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っている。そこで観光庁では、平成 20 年 11 月にカリキュラムワーキング

グループを設置し、観光系大学における経営マネジメント人材育成のため

の教育内容のあり方等について検討を行った。 

(2) 観光関係高等教育の類型 

観光系大学が志向する教育内容については、そのカリキュラムの方向性

により、概ね人文科学を中心としたもの、地域振興に主眼を置いたもの、

接遇者養成を意識したもの、経営学を中心としたものに分類することがで

きる。 

いずれの分野についても、観光立国推進に資する重要なテーマであるこ

とから、今後、それぞれの分野での研究・教育の一層の充実が期待される

が、今回のカリキュラムワーキンググループでは観光産業のニーズを踏ま

え、経営を中心とした教育内容に特に焦点を当て、観光経営マネジメント

人材の育成について集中的に議論を行った。 

(3) 産業界から観光系大学への人材育成ニーズ 

残念ながら、現状では観光産業からの観光系大学への期待は必ずしも高

いとは言い切れない。しかしながら、観光産業関係者からは、産学官連携

検討会議やワーキンググループにおいて、観光系大学に対し、激変する経

営環境に対応可能な人材の輩出を期待しているとの意見が出されているこ

とから、今後、観光系大学には、こうした経営マネジメントの分野で能力

を発揮できる人材の育成が求められている。 

 

３ 既存のカリキュラムの分析・課題の抽出 

観光産業へ多くの人材を輩出している欧米の観光・ホスピタリティ系大学

と日本の既存の観光系大学のカリキュラムの比較を行ったところ、日本の観

光系大学においては経営マネジメントに関する授業として、特に、経営戦略、

財務、人的資源管理等の科目が不足していることが明らかとなった。そのた

め、観光産業のニーズに応えるためには、経営マネジメント人材に必要とさ

れる科目の拡充と、それらの科目を必修科目として設定する等、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求められる。 

 

４ 観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムについて 

(1) カリキュラムの構成について 

観光産業における経営マネジメントを担う人材を育成するためのカリキ

ュラムの検討にあたっては、カリキュラムの全体構成（バランス）と、各

授業の内容（コンテンツ）の両面からの検討が必要となる。 



 

 

カリキュラムの全体構成（バランス）については、一般的な企業の各階

層に必要とされる標準的なマネジメントスキル（経営戦略、IT、会計、財

務、マーケティング、人事・組織など）に加え、経済学、統計・分析手法

や観光関連法規に関する知識の習得など、観光産業で勤務する上で求めら

れるビジネススキルを検討し、カリキュラムに反映させる必要がある。 

一方、各授業の内容（コンテンツ）については、観光産業のニーズに応

えるためにも、一般的な経営学の概念に観光産業の特殊性を加味した内容

とすることが重要である。更に、観光系大学が産業界に既に多くの人材を

輩出している専門学校との比較優位を確立するためには、実務能力に加え

て、将来の管理者として必要となる課題概念化の能力、課題や現象につい

て定量的に分析する能力等を獲得する必要があることから、学生が主体的

に参加できるプロジェクト形式の演習や、実践的なケーススタディを利用

した科目の開発が重要である。 

(2) 「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」につ

いて（別紙参照） 

観光分野における経営マネジメント人材を育成するための教育内容を明

らかにし、観光産業からのニーズの高い「観光経営マネジメント人材」の

育成を志向する観光系大学のカリキュラム構築に資するため、本ワーキン

ググループでは、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモ

デル案」を作成した。 

カリキュラムモデル案は、以下の基本的な考え方に基づき作成している。 

① カリキュラムワーキンググループでの議論（日米欧観光・ホスピタリテ

ィ系大学のカリキュラム分析、委員のご発言等）をもとに、「観光経営マ

ネジメント」に必要な分野（経営戦略、IT、会計、財務、マーケティン

グ、人事・組織、ビジネススキル、産業論）を設定。 

② 観光・ホスピタリティ系大学として国際的に評価の高いコーネル大学

（米国）、セントラルフロリダ大学（米国）、ローザンヌホテルスクール

（スイス）のカリキュラムを参考に、各大学の科目設定の有無によって

各科目の重要性を測り、各分野に必要と考えられる科目を配置。 

③ 学習の熟度に応じて、１・２年次を基礎学習、３・４年次を専門学習の

期間と位置づけて各科目を分類し、各科目の特殊性を考慮した上で「必

修科目」と「選択科目」を設定。 

今後、経営マネジメント人材の輩出を目指す観光系大学においては、本

カリキュラムモデル案を参考に産業界のニーズを踏まえたカリキュラムを

構成することを期待する。 



 

 

５ 今後の課題 

(1) カリキュラム内容のさらなる充実 

観光産業界側からは、理論と実践の有機的な結合により、理論のみなら

ず具体的な実行力を伴った人材の育成を強く求められていることから、観

光分野における経営マネジメント人材の育成にあたっては、産学が連携し

たケーススタディの作成やインターンシップの実施、企業からの講師の派

遣等を実現することが求められる。更に、カリキュラムの内容等の教育内

容の充実を図るためには、産業界が大学に具体的なニーズを伝えることが

大変重要であり、観光系大学の教育に産業側も積極的に関与することが必

要である。 

また、大学側においても、各科目の充実とともに他の大学との単位互換

を促進するなど、経営マネジメント人材育成に必要な科目をいずれの大学

においても履修できるような工夫が求められる。 

(2) 社会人教育のあり方について 

観光産業の国際競争力強化のためには、将来的に観光産業への就職を期

待される観光系大学における学部生の教育に加え、観光経営マネジメント

人材育成のためのカリキュラムを既に観光産業に従事している既卒者に応

用し、従業員の再教育を行うことも有効であると考えられる。 

特に、都市に比して教育機会の少ない地方においては、社外教育機関の

一つとして観光系大学等を活用した社会人講座の開催など、社会人が学べ

る場の提供についての検討が必要である。 

(3) 大学における教員の確保・養成について 

観光系大学の教育の一層の充実を図る上で、産学連携による、理論と実

務に長けた教員の養成が急務と考えられる。例えば、セントラルフロリダ

大学（米国）では、教員の採用にあたり博士号取得者といったアカデミッ

クバックグラウンドを有する候補者に一定期間実業界で実務経験を義務付

けている。このように、理論と実務経験を兼ね備えた教員を養成するため

の仕組みを構築することも一つの方策と考えられる。 

現実には、理論と実務に長けた教員の確保が必ずしも容易ではないこと、

また、都市部と地方との間で教員の確保に関する容易さに程度の差がある

との指摘もあることから、例えば、教員をプールして不足している大学に

派遣するなど、今後、教員の確保についての具体的な検討が必要となる。 

これらの課題については、各大学の経営や運営方針そのものと密接に関

連する問題であり、観光系大学の大学運営の責任者を交えた議論が必要で

あると思われる。 



 

 

(4) 産業側の採用、人材育成・活用について 

観光系大学が産業界のニーズに即した人材の育成を求められる一方で、

観光関連産業が優秀な人材をひきつけるためには、観光産業自身にも就職

後の魅力あるキャリアパスを提示することが必要である。具体的には、大

学において習得した専門知識を評価するとともに、就職後の研修のあり方

や、他産業と比較した場合の待遇、昇進のスピード、業務の魅力等を明示

し、学生が積極的に観光産業を選択するような環境づくりに努めることが

求められる。 

 

６ 21 年度に向けての具体的提言 

平成 21 年度については、本ワーキンググループで提案された「観光経営マ

ネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」の一部科目を利用した

モデル事業を観光系大学等で実践する。具体的には、実際の授業をモニタリ

ングし、その結果を各大学へフィードバックすることで、今後の観光系大学

のカリキュラム内容の充実を図ることとする。 

さらに、「社会人教育のあり方」等の今後の課題について継続的に議論する

ため、関係者により順次具体的な検討を行っていくこととする。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案

凡例）　赤字：必修科目　　青字：選択科目　　緑字：一般教養とのバランスを考慮すべき科目

科目
番号

科目名 科目概要
科目
番号

科目名 科目概要

1 経営学概論
経営学の基礎と、環境分析や競争戦略など、
意思決定を行う際に必要となる概念・手法の理
解。

13 サービスマネジメント
ホスピタリティ産業の組織設計、運営手法に関す
る理解。

2 経営戦略概論
企業の競争優位を維持し、企業を成長・存続さ
せるためのグローバルな視点での経営戦略の
意義と基本的な理念の理解。

14 経営戦略論
経営戦略・全社戦略・事業戦略の策定のプロセ
スや事業ポートフォリオなどに関する理解。

ＩＴ
ＩＴスキルを修得し、
業務管理のために
ＩＴを活用できる

3 ＩＴ概論
情報技術（ＩＴ）の基礎（ITコンセプト、機器選択
の課題・標準化・効果、セキュリティ等）の理解。

15 ホスピタリティ産業のＩＴ
ホスピタリティ業界のＩＴ（対消費者のためのＩＴ
（例：予約システム）、経営管理のためのＩＴ（例：
会計、財務システム）等）に関する理解。

16 管理会計
管理会計に必要な知識とスキル（原価計算、損
益分岐点分析、ユニフォームシステム等）の習
得。

17 収益管理
イールドマネジメント、レベニューマネジメントの
理解。

18 企業税務
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、固定資産会計等の理解。

19
ホスピタリティ産業の
財務管理

ホスピタリティ産業（主にホテル・料飲）で特徴的
な財務管理に関する理解。

20 コーポレートファイナンス
企業価値の最大化を図るための理論と手法
（DCF法、ポートフォリオ理論、オプション理論等）
の理解。

21 サービスマーケティング
サービス産業（ホテル、テーマパーク等）に特徴
的なマーケティングに関する知識の習得。

22 マーケティング調査
マーケティング調査（定量・定性調査）、調査設
計、結果分析の手法の理解。

23 ブランド論
ブランド価値の創出、維持、コミュニケーションな
どに関する理解。

24
ホスピタリティ産業の
人材管理

ホスピタリティ産業に特徴的な人事管理に関す
る理解。

25 リーダーシップ論
管理職として求められるリーダーシップ（リーダー
シップの重要性、リーダーシップ技術等）に関す
る理解。

8 観光関連法規

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、観光圏整備法等）に関する理
解。

26 法律概論
民法、商法・会社法・金商法、、不動産関連法
等、経済活動に必要な法律の理解とリーガルマ
インドの醸成。

9 コミュニケーション基礎
オーラル・文書（社内・社外文書）などによるコ
ミュニケーションに関する基礎的な理解。

27 ロジカル・シンキング
管理職・経営者にとって必要だと思われる概念
理解能力・分析能力の習得。

10 統計・定量分析手法
データ収集方法、データの品質評価、推計、仮
説検証、多変量解析等、基礎的な統計学の理
解。

28
リスクマネジメント・企業コ
ミュニケーション論

危機管理、CSRの観点を踏まえた社内統制・広
報・宣伝戦略に関する理解。

11 経済学 マクロ経済・ミクロ経済の基礎の理解。 29 宿泊施設マネジメント論
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、活用に関する理解。

30 旅行業産業論
旅行業界の概要と、旅行会社の運営メカニズム
に関する理解。

31 イベント管理
商品開発、マーケティング、スタッフの採用・育
成、効果分析等、大規模イベント（スポーツ、アー
ティスト、発表会）の管理に関する理解。

32 観光地論

33 日本文化論・歴史論

34 英語（語学）

分野 能力

１年次・２年次・・・各分野の基礎を学ぶ ３年次・４年次・・・専門的、業界別の知識・スキルを習得する

会計概論
会計の基礎（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）、国際会計
基準等）の理解。

経営戦略
企業経営を理解し、
戦略立案ができる

会計
会計と、国際会計基準に
ついての知識を習得する

観光に関する基本的な
概念や、観光産業に携わ
るものに求められる文化
的・語学的知識を習得す
る

産業論
観光産業の各業界の
特徴や潮流などを
理解する

4

5

6

人事・組織
戦略実現のための
組織構築と人事管理に
ついて理解する

7

12

財務概論
財務の基礎（資金調達・資本政策、企業価値、
財務分析等）の理解。

専門教養

財務
金融・財務についての知
識を習得する

マーケティング
マーケティングの理念と
手法を習得する

ビジネススキル
ビジネスに必要な
基礎スキル・知識を
習得する

ホスピタリティ産業(入門）

マーケティング概論
マーケティングの基礎（製品、流通、価格、販
促・広告、戦略等）の理解。

国際的な業務で活躍し得るビジネススキルとしての語学の習得。

組織文化、組織設計、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等、組織
及び人間行動に対する理解。

ホスピタリティ産業全般に関する理解。

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、交流産業等に関する理解。

日本固有の文化（茶道、華道、能楽、歌舞伎等）・歴史の理解。

組織行動論

資料4－2(別紙)

 


