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米国観光ホスピタリテイ分野の
「継続教育」「卒業後教育」背景「継続教育」「卒業後教育」背景

1. 個人ニーズ
– 昇進速度加速による収入増、自己実現意欲

2 観光ホスピタリテイ企業ニーズ2. 観光ホスピタリテイ企業ニ ズ
– 時代の変化に対応する従業員再教育、経営幹部候補者養成、

優秀な人材引きとめ 自社で教育施設抱える非効率は×優秀な人材引きとめ 自社で教育施設抱える非効率は×

3. 地方政府・自治体ニーズ
– 個々人のスキル（就業可能性）を高めて、産業セクター成長を

支援 雇用創出へのインフラ整備

教育機 ズ4. 教育機関ニーズ
– 組織内資産・人的資源の有効活用機会、名声確立・顧客ベー

スの確保



１. 個人ベースの選択肢選択肢

• 大学卒学士号を持ち、数量分析スキルを持ち（
GMAT)、着実な勤務経験を積上げて既に中間

管理職階層におり、大学院の学費支払能力が管理職階層におり、大学院の学費支払能力が
ある→正規の修士課程進学可能

但し 上記条件を満たしても 働き盛りの時点• 但し、上記条件を満たしても、働き盛りの時点
で、フルに退職して１－２年時間と学費を投資

来出来る人間は限られる



個人ベースの選択肢選択肢

• 上記の条件全ては満たさない、又はまとまった
時間が無いが意欲はある→社会人教育対象
者者

サーテイフィケイト（修了証明）プログラム

意欲のある個人に社会・業界内での上昇機会を提供する



事例１（UCF：エベント経営・MICE）

• 形態：週二日９時から５時を月一回、６ヶ月で
完了。（総計７２時間）

• The Program is delivered in module format with one module a month for six months. The first and 
last modules meet onlast modules meet on

– Saturdays from 9 a.m.to 5 p.m., 
– and modules 2~5 meet on Fridays from 11 a.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m. 
– Breaks and lunches are provided both days.

• クラス規模と費用：２５名で締切。総額＄２千
ドル。朝食昼食付、完了時に修了証明書。ドル。朝食昼食付、完了時に修了証明書。

• Enrollment is limited to 25 participants. The cost is 
$2,000.00 for the program. Students must attend all p g
modules to earn the Certificate in Event Management. 



事例１（UCF：エベント経営・MICE）
• 第一節：MICE・エベント産業界の紹介
• Module 1 introduces the participants to event typologies 

and event management models. The breadth of the 
i d t i l d th t t d t li ll f thindustry is explored so that students realize all of the 
career opportunities in this growing professional field. 
Students form groups on the first day and continue toStudents form groups on the first day and continue to 
work on event projects throughout the program. 



事例１（UCF：エベント経営・MICE）

• 第二節～五節：エベント経営のリスク管理
、技術、促進、企画と開催手法を勉強勉強

• Modules 2～5 cover event risk management, event 
technology, event promotion, and event design and 
production. Each of these sessions help students 
learn more about how to produce events. Strategies 

d ti l i di d d t d tand operational issues are discussed and students 
incorporate this knowledge into their projects.



事例１（UCF：エベント経営・MICE）
• 第六節：総括。業界団体の内容と履歴書、面談のコツ
を紹介 MICE分野での起業の機会も議論を紹介。MICE分野での起業の機会も議論。

• Module 6 brings all of the elements of the program together 
as students present their projects Additionally they willas students present their projects. Additionally, they will 
explore career opportunities and advancement in the event 
industry. Professional organizations serving the event 
industry will be discussed along with the various 
certifications they offer. Resumes and interviewing skills will 
b h d St d t ill l h h t dibe honed. Students will also have a chance to discuss 
strategies for launching a business.



２. 企業ベースの社会人教育需要
ホスピタリテイ企業経営環境の激変• ホスピタリテイ企業経営環境の激変

– ホテル：一昔前までは「旅行代理店送客」頼み

• 顧客のプロフィールを知る必要なし

• 「来るものは拒まず」

– インターネット発展による個人旅行客増加

• 顧客の反応→観光商品にブランド性が無ければ 口コミの相顧客の反応→観光商品にブランド性が無ければ、口コミの相
対的重要性上昇

• セールスとマーケテイングの差異が重要にセ ルスとマ ケテイングの差異が重要に

• 顧客のニーズを把握し、それを満たす商品が自社在庫として
存在するか。

• 必要知識を選択集中して組織的に従業員教育す
るニーズ発生 社内資源（講師・スペース）無しるニーズ発生 社内資源（講師・スペース）無し



２. 企業ベースの社会人教育需要
実例：世界展開している欧州レストランチェーンの支店長教育

Tuesday Wednesday Thursday FridayMondaySunday Tuesday Wednesday Thursday Friday

07:30 - Breakfast
08:00 – M3 – Finance
GP plus focused?

07:30 – Breakfast
08:00 M4 (Marketing –
Consumer Insights, 
project Tiger?

07:30 Breakfast
08:00 M5 - (HR) Building 
Bench Strength – org 
best practice (succession

07:15 – Leave 
Accommodation
07:30 Breakfast
08:00 – Country groups

MondaySunday

More Delegates arrive 
Free Day – Acclimatise 

08:00 - Breakfast
08:30 Intro:
Brand XXX, prog aims 
etc Still CAPEX & investment 

led

project Tiger? best practice (succession 
plans) to achieve Rule of 
7

08:00 – Country groups 
to plan 30,60 & 90 day 
actions to implement 
BCs (email to Line Mgr)
09:30 Presentations to 
SSP Exec Board 
Member
10:30 - M6 –: From

y
and R&R

12:30 – Lunch at Rosen 
– prep for Site Visits

etc
09:30 – M1 (del intro their 
markets, CM – MSL 
model

12:30 – Lunch at 
Rosen

12:30 – Depart Rosen 12:30 – Lunch (site 
visits tbc – Mall or

Int 
Delegates 
advised to 

i

13:00 – Leave Rosen on 
Ops site visits
Visits likely to be 1-2 
hours long. Return to 

13:00 – Project Tiger
Case study, LSM
14:30 – Groups to 
discuss how they can put 

10:30 - M6 –: From 
Management to 
Leadership
12:00 Delegates leave for 
the Airport

13:00 – EPCOT – lunch 
visits
15:00 – Debrief lunch 
visits

13:00 – M1 continues
Includes OM planning 
activity
14 30 M2 (O ) S t

prep for Site VisitsRosen visits tbc Mall or 
Airport?)

arrive on 
Saturday

g
Rosen to discuss 
implications for group 
approach 
16:30 Close 

lessons into action? 
16:30 Close

15:30 – Duncan 
Dickson – How Disney 
do what they do?

19:30 Dinner Teams to 17:00 Close

14:30 – M2 (Ops) – Set 
up business challenge 1 -
discuss in groups etc

19:30 – Depart Free Evening –
No evening meals or 
activities are planned

19:30 Dinner – Teams to 
visit different restaurant 
PLUS discuss Business 
Challenge Action plans 

17:00 Close –
Participants free to 

enjoy the park!
08:45 – meet at Rose 
& Crown (UK section)

19:30 – Depart 
Accommodation
20:00 – Dinner – At 
Maggianos
Seating to be pre-
arranged
Guest speaker - tbc

Business 
Challenges 

Implementatio
n & Cascade



３.地方政府から見た社会人教育意義
ホスピタリテイ企業 観光経営環境の激変• ホスピタリテイ企業・観光経営環境の激変

– 専門教育を施さないと、激変する業界ニーズに合致し
た人材層を育成しきれない 失業率改善せず、又は人
材の域外からの輸入＝給与収入の送金＝Leakageg

– 大学学部で経営幹部候補育成 大量生産モデルでな
いため、総需要に追いつかず。いため、総需要に追いつかず。

– 既存労働力のスキル・知識向上*させ、個人収入増＝
個人所得税 法人税増加個人所得税、法人税増加

• *インバウンド獲得は結局世界に対し「観光」を輸出産業と位
置づけて勝負を挑むことに他ならない。置づけて勝負を挑むことに他ならない。

• その意識を以って人材開発・教育がなされているか

域内資産活用し 必要な教育を実施– 域内資産活用し、必要な教育を実施



４.教育機関から見た社会人教育意義
観光 ホスピタリテイ学部経営• 観光・ホスピタリテイ学部経営

– 大学学部 最大需要時に合わせた資源配置（＝日時、

月での需要増減が激しい）で、固定資産関連費・固定
費が相対的に大きいビジネスモデル

• 社会人教育は変動費項目比率が高いプロダクト。
– ローザンヌホテルスクール、コーネルホテルスクール例

収益率は経営能力次第– 収益率は経営能力次第

• 口コミや評判の影響大 教員選択には注意必要。

個人向け– 個人向け：

• 費用対効果に敏感。Certificateから大学院への道は魅力

• 産業界と連携しインターン制度との併合もあり

– 企業向け：

• 顧客のニーズ把握＝marketingの実践要、自分たちの教育
が産業界に有益か、厳しく審査される



４.教育機関社会人教育ビジネスモデル
ロ ザンヌホテルスク ルの例– ローザンヌホテルスクールの例

• オペレーション・人事、財務・マーケテイング、リーダーシッ
プと経営 戦略 ２日半で１節 SF1 800プと経営、戦略、２日半で１節、SF1,800 

http://www.ehl.ch/EhlLHC/ProgammeModules.aspx?Langue=2

• ブランド名を利用して 部品は世界から調達• ブランド名を利用して、部品は世界から調達
– （世界から流動的に調達、固定資産保有を抑制）

コーネルホテルスクールの例– コーネルホテルスクールの例

• 財務、戦略、オペレーション、料飲、人事、マーケテイング
資産運用・不動産 2日半で$1 850、資産運用・不動産 2日半で$1,850

» http://www.hotelschool.cornell.edu/industry/executive/
– 産業界、他大学からも教員調達産業界、他大学 も教員調達



日本の学部で検討可能なステップ部 検

1. 地域住民・企業ニーズ充足型モデル

– 講座開設型、企業研修下請け型

2. 域外ニーズも俯瞰した全国モデル2. 域外 ズも俯瞰した全国モデル

– 講座開設型、企業研修下請け型

世界を意識した 英語又は他言語 行うグ3. 世界を意識した、英語又は他言語で行うグロー
バルモデル

– 副次的にはMICE、国際会議同様の効果もあり。

• 但しブランド名が弱いうちは世界で名の売れた外国教員、但しブランド名が弱いうちは世界で名の売れた外国教員、
企業経営者を呼ばないと集客が困難かも。



社会人教育方向性社会人教育方向性

• 社会人教育は上手く商品化すれば各利害関係者社会 教育 商品 す 各利害関係者
に恩恵が多い

– 全体のパッケージングが鍵– 全体のパッケ ジングが鍵

• 日本のインバウンド２０００万時代実現に向けた
社会人教育 ズは膨大社会人教育ニーズは膨大

– 教育機関が教えたいことを勝手に教えるのでなく、企教育機関が教えた とを勝手に教えるのでなく、企
業・社会の知識インフラ習得ニーズを踏まえ、観光ホ
スピタリテイ産業が世界との競争力を強化できる知識タリテイ産業 世界 競争力を強化 きる知識
・科目を提供することが鍵



時間切れの際の時間切れの際の

ご質問・反論・批判・お叱り宛先

Thara@mail.ucf.edu 
tadhara3@yahoo.co.jp
http://www.hospitality.ucf.edu/faculty_thara.htm p p y y

大変 有難うござ ま た大変に有難うございました。
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