
（順不同）
氏名

大学関係者 亜細亜大学
経営学部
ホスピタリティ・マネジメント学科

学部長 大島　正克

大学関係者 跡見学園女子大学 副学長 山田　徹雄
大学関係者 桜花学園大学 人文学部 学部長 加藤　慈海
大学関係者 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授 鈴木　勝
大学関係者 大阪観光大学 観光学部 学部長 中尾　清
大学関係者 川村学園女子大学 観光文化学科 教授 西岡　祥文
大学関係者 杏林大学 外国語学部 教授 鳥尾　克二
大学関係者 神戸国際大学 経済学部　都市環境・観光学科 教授 前田　武彦
大学関係者 神戸夙川学院大学 学長 渡瀬　信之
大学関係者 札幌国際大学 観光学部 学部長 中鉢　令兒
大学関係者 秀明大学 観光ビジネス学部 学部長 大庭　由子

大学関係者 淑徳大学
国際コミュニケーション学部
経営コミュニケーション学科

学科長 松岡　幸次郎

大学関係者 首都大学東京 都市環境学部 学部長 杉浦　芳夫
大学関係者 松蔭大学 観光文化学部 学部長 澤田　利彦
大学関係者 城西国際大学 学長 水田　宗子
大学関係者 城西国際大学 観光学部 学部長 石田　益実

大学関係者 駿河台大学
現代文化学部
観光ホスピタリティコース

教授 福永　昭

大学関係者 西南女学院大学
人文学部
観光文化学科

教授 飯田　一郎

大学関係者 高崎経済大学 副学長 大宮　登
大学関係者 多摩大学 グローバルスタディーズ学部 学部長 松林　正一郎

大学関係者 筑波学院大学 理事 本庄　幹也

大学関係者 帝京大学
経済学部
観光経営学科

教授 向山　秀昭

大学関係者 帝京平成大学 レジャービジネス学科 学科長 小浪　博英
大学関係者 東海大学 観光学部設置準備室 室長 松本　亮三

大学関係者 東洋大学
国際地域学部
国際観光学科

学科主任 飯嶋　好彦

大学関係者 長崎国際大学 学長 潮谷　義子
大学関係者 長崎国際大学 人間社会学部 学部長 木村　勝彦
大学関係者 長野大学 環境ツーリズム学部 教授 図師　雅脩

大学関係者 阪南大学
国際コミュニケーション学部
国際観光学科

教授 吉兼　秀夫

大学関係者 一橋大学大学院 商学研究科 教授 山内　弘隆
大学関係者 平安女学院大学 学長 山岡　景一郎

大学関係者 北海商科大学 学術発展センター センター長 伊藤　昭男
大学関係者 松本大学 学長 菴谷　利夫
大学関係者 明海大学 ホスピタリティー・ツーリズム学部 学部長 草野　健
大学関係者 山口大学 学長 丸本　卓哉
大学関係者 山口大学 経済学部 学部長 藤井　大司郎

大学関係者 山梨県立大学 学長 伊藤　洋
大学関係者 横浜市立大学 副学長 岡田　公夫
大学関係者 横浜商科大学 商学部 学部長 小林　雅人
大学関係者 立教大学 観光学部 学部長 豊田　由貴夫

大学関係者 流通科学大学 サービス産業学部 学部長 井上　芳郎
大学関係者 流通経済大学 社会学部 教授 米田　和史
大学関係者 和歌山大学 学長 小田　章
大学関係者 和歌山大学 副学長 小畑　力人
大学関係者 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 暫定副学部長・准教授 原　忠之

大学関係者　出席４５名
観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 会長 舩山　龍二
観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 常任理事・事務局長 柵木　鬼美夫　

観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 事業部 部長 橋本　良介　
観光関係団体 （社）日本観光協会 会長 中村　徹
観光関係団体 （社）日本観光協会 理事長 吉田　正嗣
観光関係団体 （社）日本観光協会 審議役 阿部　修二
観光関係団体 （社）日本ホテル協会 会長 中村　裕
観光関係団体 （社）日本ホテル協会 事務局長 満野　順一郎
観光関係団体 （社）日本旅行業協会 会長 金井　耿
観光関係団体 （社）日本旅行業協会 理事・事務局長 奥山　隆哉
観光関係団体 （社）国際観光旅館連盟 会長 佐藤　義正
観光関係団体 （社）日本経済団体連合会 産業政策本部 伊東　新之助
観光関係団体 東日本旅客鉄道(株)　 経営企画部　 課長 利根川知子

観光関係団体　出席１３名

所属

「観光教育に関する学長・学部長等と観光庁との懇談会」　出席者名簿
6/16（火）13:00～16:30　三田共用会議所３階「大会議室」



氏名所属
関係省庁 経済産業省 商務情報政策局 参事官 城福　健陽
関係省庁 経済産業省 商務情報政策局 課長補佐 寺田　康裕
関係省庁 文部科学省 高等教育局専門教育課 企画官 坂口　昭一郎
関係省庁 文部科学省 高等教育局専門教育課 係長 佐野　浩幸
関係省庁 観光庁 長官 本保　芳明
関係省庁 観光庁 次長 神谷　俊広
関係省庁 観光庁 観光地域振興部 部長 大黒　伊勢夫

関係省庁 観光庁 観光資源課 課長 水嶋　智
関係省庁 観光庁 観光資源課 課長補佐 川島　雄一郎

関係省庁 観光庁 観光資源課 課長補佐 竹谷　健治
関係省庁　出席１０名

出席者合計　６８名


