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産学共同研究に基づく実証セミナーの実施成果と課題産学共同研究に基づく実証セミナ の実施成果と課題 

2011.3.1 第3回 観光経営マネジメント教育推進WG





実証 概実証セミナー概要

実施の概要 
 産学共同研究の成果を活用したケース教材を用いて、産学共同研究参加大学の学生を主対象とした講義を実施 

施実施の目的
実証セ ナ 開催に際し 受講生 講師 オブザ バ （産学共同研究参加企業 大学関係者等）を対象に 実証セミナー開催に際して受講生、講師、オブザーバー（産学共同研究参加企業、大学関係者等）を対象に
アンケ トを実施し ケ ス教材や ケ ス教材を用いた講義の成果と課題について検討する アンケートを実施し、ケース教材や、ケース教材を用いた講義の成果と課題について検討する

首都大学東京首都大学東京

●経営学に関しては基礎的ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞがない学生●経営学に関しては基礎的ﾊ ｯｸｸ ﾗｳﾝﾄ がない学生
（都市環境学部 自然・文化ﾂｰﾘｽﾞﾑｺｰｽ）も含まれる 

実証セミナ ●専門的ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを補うため、事前の基礎知識
の付与と論点を提示する事前講義を実施

実証セミナー
の付与と論点を提示する事前講義を実施

○産学共同研究成果に基づくケース教材を活用 
○事前の基礎知識の付与と論点の提示 
○主として学部学生が対象 早稲田大学○主として学部学生が対象
○研究ﾃｰﾏ 教官のﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞに応じた講義形式

●経営学に関する基礎的な知識を有する学生（商学

○研究ﾃｰﾏ、教官のﾊ ｯｸｸ ﾗｳﾝﾄ に応じた講義形式

●経営学に関する基礎的な知識を有する学生（商学
 部）が多い
●なじみの薄い観光産業を取り上げたケース理解の 

ため 事前 付資料 よる自習と講義冒頭 確認ため、事前配付資料による自習と講義冒頭の確認
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実証 概 首都大学東京実証セミナー概要（首都大学東京）

実証セミナーの実施概要実証セミナ の実施概要

株式会社ジェイティービー 東日本旅客鉄道株式会社株式会社ジ イティ ビ 東 本旅客鉄道株 会社

テ マ名 旅行業のグロ バル 訪日外国人の行動分析に基づく観光動態把握テーマ名 旅行業のグローバル

事業展開に伴う人材育成戦略
訪日外国人の行動分析に基づく観光動態把握
とスム ズな旅行を行うための課題把握に関す事業展開に伴う人材育成戦略 とスムーズな旅行を行うための課題把握に関す
る研究る研究

担当講師 テイラー雅子（大阪学院大学） 倉田陽平（首都大学東京）担 講師 テイラ 雅子（大阪学院大学） 倉田陽平（首都大学東京）

実施日時 事前講義   ：2/16(水)10:30～12:00 事前講義  ：2/16(水)13:00～14:30
実証セミナー：2/24(木)10:30～12:00 実証セミナー：2/24(木)13:00～14:30

場所  首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス場所 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

主対象  都市環境学部 自然・文化ﾂｰﾘｽﾞﾑ ｺｰｽの学生 都市環境学部 自然・文化ﾂｰﾘｽﾞﾑ ｺｰｽの学生 

実証セミナー実施までのスケジュール実証セミナ 実施までのスケジュ ル

事前講義 教材 布 実事前講義 2/16  ケース教材配布  実証セミナー 2/24

・実証セミナー実施に際しての論点や ・事前講義で習得した内容を踏まえ、
・課題の提示とディスカッション 
ロ ルプレイング

実証セミナ 実施に際しての論点や
基礎知識の習得 

事前講義で習得した内容を踏まえ、
各自でケース教材の読み込み  ・ロールプレイング

など                 …など
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実証 概 稲 大学実証セミナー概要（早稲田大学）

実証セミナーの実施概要実証 実施概要

IHG・ANA･ホテルズ
株式会社 近畿日本ツ リスト 株式会社

グループジャパン 
株式会社
ANA総合研究所

近畿日本ツーリスト

株式会社

株式会社

ロイヤルパークホテル
合同会社 

ANA総合研究所 株式会社 ロイヤルパ クホテル

テーマ名 デスティネーション・マーケ 若年層の旅行需要活性化 旅行事業におけるリスク・ 日本版テ マ名 デスティネ ション マ ケ
ティング 

若年層の旅行需要活性化
についての一考察 

旅行事業におけるリスク
マネジメント 

本版

「宿泊施設統一会計報告
‐ﾎﾃﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ通じた地域
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発による絆づくり

～若者よ、旅に出よ!!～  様式(USALI)」の利用による

利益性向上ﾌ ﾗﾝﾄ 開発による絆づくり‐ 利益性向上

担当講師 太田正孝 
（早稲田大学）

守口剛 
（早稲田大学）

中出哲 
（早稲田大学）

長谷川惠一 
（早稲田大学）（早稲田大学） （早稲田大学） （早稲田大学） （早稲田大学）

実施日時 2/18(金) 2/18(金) 2/18(金) 2/18(金) 
17:00～18:00 15:30～16:30 15:30～16:30 17:00～18:00 

場所 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学場所  早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学

主対象 商学部（報告者ゼミ所属） 商学部（報告者ゼミ所属） 商学部（報告者ゼミ所属） 商学部（報告者ゼミ所属）
の学部3年生 の学部3年生 の学部3年生 の学部3年生

実証 実施ま ジ実証セミナー実施までのスケジュール

教材 布       実証セミナー 2/18 事前学習の確認ケース教材の配布 事前 認

各自による事前学習
・講義の冒頭で、事前に配布
した教材の解説と本講義内

・課題の提示とディスカッション
・各自による事前学習  した教材の解説と本講義内

で論点等提示

課題の提示とディスカッション
・ロールプレイング             …など 

で論点等提示
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実証セミナー受講生アンケート結果
「旅行業のグローバル事業展開に伴う人材育成戦略」（首都大学東京） 

受講生の意見講師の満足度*（N 18） 講義時間の長さ*（N 18）
 

単 技術 意識 教育 はなく 企業 ビジ を実現するため 人材育成

受講生の意見講師の満足度*（N=18）  講義時間の長さ*（N=18）

単に技術・意識の教育ではなく、企業のビジョンを実現するための人材育成の
ために企業・社会・個人などの関わりを考慮しなければならないことが難しくために企業 社会 個人などの関わりを考慮しなければならないことが難しく、
そして非常にやりがいがありました。 

本が観光立 を 指 る とがど うな背景から生じたも あるか日本が観光立国を目指していることがどのような背景から生じたものであるか
理解が深まり、観光関連事業への興味が増した。理解が深まり、観光関連事業 の興味が増した。

事前講義、課題、講義というステップがよかった。セミナーで議論する上で、事
前講義の内容が活かされていてわかりやすか た前講義の内容が活かされていてわかりやすかった。

受講生の意見を引き出して講義を進めていくのは良かったが 受講生同士で受講生の意見を引き出して講義を進めていくのは良かったが、受講生同士で
議論をしたりできるとなお良い。 

講義 ベ （ ） 座学 デ バ オブザーバーの意見講義のレベル*（N=18）  座学とディスカッションのバランス*（N=18）
 

オブザ バ の意見

学生になじみのない「人材マネジメント」に興味を持たせるのは難しいと感じた。
むしろ社会人研修（特に初級クラス）として非常に有効ではないかむしろ社会人研修（特に初級クラス）として非常に有効ではないか。

ケース前段に企業や業界の説明があり、教材内にも同様の情報がちりばめら
れ、興味をそそられるストーリーになっていた。

事前講義により人材マネジメントの概論を学んだため ケースの読み説きや事前講義により人材マネジメントの概論を学んだため、ケ スの読み説きや
ディスカッション中の論点整理に関する共通言語ができていて理解しやすかった
のではないか。ただし概論の習得にはもう少し時間をかけることが望ましいと感
じたじた。

講師 意講師の意見

学問分野としての興味（N=9）  産業分野としての興味（N=9） 
理想としてはケース分析の講義前にケース分析レポートを学生に課しておくと、

自分の意見が固まった状態で講義に参加できるので理解も深まりやすい。それ
が難しい場合は 講義後にレポートを提出させることが有効が難しい場合は、講義後にレポ トを提出させることが有効。

学生の理解度を深めるためには、事前に分析の切り口となる理論やフレーム
ワークを習得してからケース分析を行う。論点に沿った質問をいくつか設定して
おくと取り掛かりやすい 時間が許す限り個人で考え グループで討議し 発表おくと取り掛かりやすい。時間が許す限り個人で考え、グル プで討議し、発表
するところまで持っていくことができると良い。 

ケース教材は必ず何かテーマがあり、その理論やフレームワークを学んでから
それを現場に適用するための練習教材としてケースを作成することが重要それを現場に適用するための練習教材としてケ スを作成することが重要。 

インターンシップなどと絡めて、ケース教材を活用すると有効だと思う。さらに、
インターンシップの体験を学生自身がケース教材にまとめる課題を出すというア
プローチもあるのではないか

6
*事前講義と実証セミナーを合わせた母数 

プロ チもあるのではないか。
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実証 受講生 結果実証セミナー受講生アンケート結果
「訪日外国人の行動分析に基づく観光動態把握とスムーズな旅行を行うための課題把握に関する研究」（首都大学東京） 

受講生の意見
講師の満足度*（N 10） 講義時間の長さ*（N 10）

講師とのインタラクティブな講義ができたことがよかった

受講生の意見
講師の満足度*（N=10）  講義時間の長さ*（N=10）

講師とのインタラクティブな講義ができたことがよかった。

外国人が日本の何に興味を持っているかが分かれば、観光戦略は立てやすく外国人 本 何 興味を持 る 分 れ 、観光戦略 やすく
なるだろうと思った。 
デ タはおもしろかったが 議論の焦点が曖昧であったため 残念データはおもしろかったが、議論の焦点が曖昧であったため、残念。

データ分析を行うことで明らかになる様々な特徴の考察はやりがいがあり、興デ タ分析を行う 明 なる様 な特徴 考察 やり あり、興
味を持った。 
日本が観光立国を目指すことを知識としていたが どのような背景から生じた日本が観光立国を目指すことを知識としていたが、どのような背景から生じた
ものであるかという理解が深まり、「観光」とそれに関わる事業へ興味が増した。 

オブザ バ の意見

講義 ベ （ ） 座学 デ バ

オブザーバーの意見

講義のレベル*（N=10）  座学とディスカッションのバランス*（N=10）
観光産業そのものに興味を抱くようなケースにはなっていない。背景、経緯説

明となる導入部や 企業ト プの発言 実務担当者 のイ タビ などを組み明となる導入部や、企業トップの発言、実務担当者へのインタビューなどを組み
込むことで、より臨場感をもって興味を喚起できるのではないか。込むことで、より臨場感をもって興味を喚起できるのではないか。

あくまでも統計学ではなく、マーケティングにおける統計の活用がテーマだと思
うので ケテ グの概論などのサブ教材が必要ではないか 逆に統計手法うので、マーケティングの概論などのサブ教材が必要ではないか。逆に統計手法
の講義に特化するのであれば、その観点からのミッション（問いかけ）が必要。今の講義に特化するのであれば、その観点からのミッション（問いかけ）が必要。今
の状態ではどちらに読み解けばよいかが明確でない。 

のテ は企業側 の サ テ グとして有効だ たと思われる のこのテーマは企業側へのコンサルティングとして有効だったと思われる。この
分析結果を基に担当セクションとのディスカッションにもつなげられるのではない分析結果を基に担当セクションとのディスカッションにもつなげられるのではない
か。 

今回のケ は 切り を変える とによ て観光に関連した様々な学問分野今回のケースは、切り口を変えることによって観光に関連した様々な学問分野
のケースとして活用できるのではないか。

学問分野としての興味（N=5）  産業分野としての興味（N=5） 
のケ スとして活用できるのではないか。

講師の意見講師の意見

自分の使いたい情報をどう入手するかを学ぶため、調査の設計手法からデー
タ分析ま 含めた イク を イ 繰り返 実践的 行 たタ分析まで含めたサイクルをトライ＆エラーで繰り返しつつ実践的に行いたい。
そのためには企業側の理解と協力が必要となる。そのためには企業側の理解と協力が必要となる。

学生が真剣に取り組むよう、議論の成果を企業側がチェック、フィードバックす
るような体制が望ましるような体制が望ましい。

就業経験のない学部レベルでは 問題構造のはっきりした分かりやすいケー就業経験のない学部レベルでは、問題構造のはっきりした分かりやすいケ
スを選択に導入すべき。 

理論と 授業と 実践と ケ 教材学習が 確 対応理論としての日々の授業と、実践としてのケース教材学習が明確に対応してい
るような教材設計が必要である。

7
*事前講義と実証セミナーを合わせた母数 

るような教材設計が必要である。
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実証 受講生 結果実証セミナー受講生アンケート結果
「デスティネーション・マーケティング‐ﾎﾃﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ通じた地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発による絆づくり‐」（早稲田大学） 

受講生の意見講師の満足度（N 26） 講義時間の長さ（N 26）
 

受講生の意見講師の満足度（N=26）  講義時間の長さ（N=26）

観光関連産業に興味はなかったが、グローバルな市場でまだ世の中に広まっ
ていないものを広められる可能性を感じ 興味を持ったていないものを広められる可能性を感じ、興味を持った。
旅行業についてアカデミックに考えることがなかったので新鮮だった。 
事前に資料が配布されていたので、講義に入りやすかった。資料の読込や情
報収集に時間をかけ ディスカッションに臨めるとよい 想像以上に学生の発報収集に時間をかけ、ディスカッションに臨めるとよい。想像以上に学生の発
言機会があることに驚いた。 
学生同志のディスカッションの時間をもう少し取ってほしかった。
企業の方の意見も聞いてみたかった企業の方の意見も聞いてみたかった。

ブザ講義 ベ （ ） 座学 デ バ オブザーバーの意見講義のレベル（N=26）  座学とディスカッションのバランス（N=26）

デスティネーションマーケティングの必要性等について冒頭で伝えるとより効果
的 な か的ではないか。
ケース教材をきちんと読ませることがいかに難しいことかと感じた。ケ ス教材をきちんと読ませることがいかに難しいことかと感じた。

「座談会」で終わってしまわないよう、適宜議論の要点を確認しつつ、その要点
が講義 学 概念 枠組 ど 結び 押 があが講義で学ぶ概念・枠組みとどう結びついてうるかを押さえておく必要がある。 
観光サービスの供給側の主体をどこに置いて考えるのかによって視点は変化観光サ ビスの供給側の主体をどこに置いて考えるのかによって視点は変化
する。そこが難しい。 

講師の意見 

石垣島・八重山諸島に実際に旅行した学生が少ないため、彼らの過去の旅行
学問分野としての興味（N=26）  産業分野としての興味（N=26） 

石垣島 八重山諸島に実際に旅行した学生が少ないため、彼らの過去の旅行
体験とリンクさせながら理解させることになるが、ツーリズムを専攻している学
生ではないこと 加えてケ ス自体の ンテンツに対する知識が不足している生ではないこと、加えてケース自体のコンテンツに対する知識が不足している
ためディスカッションの内容が初歩レベルに留まり、効果が落ちる面がある。  ためディスカッションの内容が初歩レ ルに留まり、効果が落ちる面がある。

デスティネーション・マーケティングの考え方、手法に関して事前指導をすれば、
より効果的に展開できたかも知れないより効果的に展開できたかも知れない。

学生は観光産業に対して消費者としての親近感はあっても、ビジネスとして見学生は観光産業に対して消費者としての親近感はあっても、ビジネスとして見
る視点は強くない。今回のような機会が観光産業に対する観察や分析の基礎
となるとなる。 
観光産業界への興味喚起のため、魅力的なケースの紹介やゲストスピーカー観光産業界 の興味喚起のため、魅力的なケ スの紹介やゲストスピ カ
の招聘など、ツーリズムの多様な実例を持ち込むことが効果的ではないか。 

82011.3.1 第3回 観光経営マネジメント教育推進WG 8 



実証 受講生 結果実証セミナー受講生アンケート結果
「若年層の旅行需要活性化についての一考察～若者よ、旅に出よ！！～」（早稲田大学） 

受講生の意見講師の満足度（N 7） 講義時間の長さ（N 7）
 

ブザ バ ぜ

受講生の意見講師の満足度（N=7）  講義時間の長さ（N=7）

オブザーバーの方の意見もぜひいただきたい。
先に各々が直島についての情報を収集していると様々な意見を出せたと思う先に各々が直島についての情報を収集していると様々な意見を出せたと思う。 
議論する時間が短いのは残念だった。 

オブザーバーの意見
 

オブザ バ の意見

旅行に関連するマーケティング分野については、学生が消費者としての体験
から実感を得やすく 深く考える以前の直感的議論になりがちだと感じた 基礎

講義 ベ （ ） 座学 デ バ

から実感を得やすく、深く考える以前の直感的議論になりがちだと感じた。基礎
知識やフレームワークを与えて、考えさせるための準備が必要ではないか。 

講義のレベル（N=7）  座学とディスカッションのバランス（N=7） ケース教材として、主体が誰でどのようなアクションを起こし、どのような結果が
もたらされたかというストーリーの明快さを保つ必要があるもたらされたかというスト リ の明快さを保つ必要がある。

ケースを読んで十分納得できなかった点、モヤモヤした点を引き出し、参加者
全員でカバーしていくような導きが重要だと感じる。

教員としてディスカッションをコーディネートする上では ディスカッションのゴー教員としてディスカッションをコーディネートする上では、ディスカッションのゴー
ルが明示されていると取り組みやすい。学生をうまく誘導し議論が活性化すれ
ば、学生の理解度も深まると思われる。

講師の意見 

直島は実際に訪問した学生が少なく、ケースを読むだけでは具体的なイメージ
学問分野としての興味（N=7）  産業分野としての興味（N=7）  がつかみにくいと考えられる。 

学生は顧客としての視点で観光および観光産業をとらえている ビジネスの視学生は顧客としての視点で観光および観光産業をとらえている。ビジネスの視
点で観光産業をとらえるため、課題設定などの工夫を行なうことが必要と思われ
る。 

他の講義と独立したかたちでケ スを用いた討論をしても 学生の興味を喚起他の講義と独立したかたちでケースを用いた討論をしても、学生の興味を喚起
し、理解度を深めることは難しいと思われる。全体の講義の中でどのように位置
づけるかという視点が重要である。 

補足説明も含めて60分という時間は短すぎる 今回は模擬授業だけを独立し補足説明も含めて60分という時間は短すぎる。今回は模擬授業だけを独立し

て実施したが、授業の中でサービスマーケティングおよび観光マーケティングの
講義を行った後に、ケース討議を実施することが望ましい。 
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実証 受講生 結果実証セミナー受講生アンケート結果
「旅行業におけるリスク・マネジメント」（早稲田大学） 

講師の満足度（N 12） 講義時間の長さ（N 12） 受講生の意見講師の満足度（N=12）  講義時間の長さ（N=12）

普段から損害保険について学んでいるため 本講義のリアルな情報や映像を

受講生の意見

普段から損害保険について学んでいるため、本講義のリアルな情報や映像を
基に進行される内容は非常に良い刺激となり、旅行に対する視点で知識を深基に進行される内容は非常に良 刺激となり、旅行に対する視点で知識を深
めることができた。 
今までは保険という分野でのリスクマネジメント勉強ばかりだ たので それ以今までは保険という分野でのリスクマネジメント勉強ばかりだったので、それ以
外での手段を学ぶことができ、今回の旅行業者としての立場から考えるスタン外での手段を学ぶ とができ、今回の旅行業者としての立場から考える タン
スは興味深かった。 
旅行業が想像力を駆使してお客様の安全を守るという意味で非常に意義のあ旅行業が想像力を駆使してお客様の安全を守るという意味で非常に意義のあ
る仕事だと感じた。る仕事 感 。

旅行業＝リスクマネジメント業というのが新鮮な発想であり、旅行業に興味を
持 た

講義 ベ （ ） 座学 デ バ

持った。 
もう少し講義時間が長ければディスカッションに余裕が生まれたのではないか

講義のレベル（N=12）  座学とディスカッションのバランス（N=12）
もう少し講義時間が長ければディ カッションに余裕が生まれたのではな か
と思う。 

オブザーバーの意見
 

旅行産業にま わるリ ク ネジメ ト 基礎的な知識を導入とし 具体

オブザ バ の意見

旅行産業にまつわるリスク・マネジメントの基礎的な知識を導入としつつ、具体
的な思考を引き出す展開は学生を引きつけたのではないかと思う。ただしケース的な思考を引き出す展開は学生を引きつけたのではないかと思う。ただしケ ス
分析の視点が消費者（旅行者）なのか事業者（旅行社）なのか、混在しているよ
うにも感じられたうにも感じられた。

導入部で用語の定義を明確にすることが重要だと感じた。導入部で用語の定義を明確にすることが重要だと感じた。

どの立場から述べているかを明確にすべきではないか。企業サイドと顧客サイ
ドでリスク ネジメントの認識は異なるものと思われるドでリスク・マネジメントの認識は異なるものと思われる。

学生の理解を深める上では、事例についての丁寧な説明が余強く求められる
学問分野としての興味（N=12）  産業分野としての興味（N=12） 

学生の理解を深める上では、事例についての丁寧な説明が余強く求められる
と思う。 

講師の意見
 

講師の意見

今回のケースとプレゼンは、旅行業におけるリスク・マネジメントの全体像を示
しながら 旅行企画におけるリスク・マネジメントに焦点を当てて 演習を行ったしながら、旅行企画におけるリスク・マネジメントに焦点を当てて、演習を行った
が、リスク・マネジメントでは、事件が発動した場合の対応、保険処理、法的問題
等についての理解が必要である。

観光学としての確立した理論や学問があるものでなく 学際的手法を用いて観光学としての確立した理論や学問があるものでなく、学際的手法を用いて、
観光業に対して種々の学問分野から検討していく手法をとることになると考えら
れる。リスク・マネジメントの分野では、特に、種々の事例をもとに、理解を深める
ことによって 学問的な興味が高まっていくものと考えられる

10

ことによって、学問的な興味が高まっていくものと考えられる。
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実証 受講生 結果実証セミナー受講生アンケート結果
「日本版『宿泊施設統一会計報告様式(USALI)』の利用による利益性向上」（早稲田大学） 

講師の満足度（N 7） 講義時間の長さ（N 7） 受講生の意見
講師の満足度（N=7）  講義時間の長さ（N=7）

通常は製造業中心に講義が行われているため サ ビス業を取り上げたこと

受講 の意見

通常は製造業中心に講義が行われているため、サービス業を取り上げたこと
が新鮮であり、製造業とは違う難しさがあっておもしろかった。

会計数値の配賦に関するテーマであるが、各部門での利益管理や評価などの
組織論の話が必要となる部分で 他部分の分野の知識が必要であり 学問分組織論の話が必要となる部分で、他部分の分野の知識が必要であり、学問分
野として一層の興味が湧いた。

今回のケースはロールプレイングを通じて、ホテル側の視点から考察したので、
いつもと違う考え方ができたいつもと違う考え方ができた。

今回は宿泊を例に挙げていたが、他の観光産業ともそれぞれ異なる点がある、 観
と考えられ、一層興味が沸いた。 

講義 ベ （ ） 座学 デ バ
オブザーバーの意見

講義のレベル（N=7）  座学とディスカッションのバランス（N=7）  
事前に学生にケ を読ませてデ カ シ を実施する とが深い理解に

オブザ バ の意見

事前に学生にケースを読ませてディスカッションを実施することが深い理解に
つながると感じた。ロールプレイングはそれぞれの立場から議論できるため、何つながると感じた。ロ ルプレイングはそれぞれの立場から議論できるため、何
が問題なのかを把握しやすい。 

学生の専門や知識にばら きがあるため その点をうまく する仕組み学生の専門や知識にばらつきがあるため、その点をうまくフォローする仕組み
が必要。さらに学生の理解度を深めるためには、各自の専門との学際的な理解が必要。さらに学生の理解度を深めるためには、各自の専門との学際的な理解
が必要になる。 

講師の意見
 

講師の意見

従来は製造業を例としたケースを、観光産業界の設例へと転換するだけでも、
学生は興味を持つはずである 理論面だけではなく ビジネスの実践面での

学問分野としての興味（N=7）  産業分野としての興味（N=7） 
学生は興味を持つはずである。理論面だけではなく、ビジネスの実践面での
データを利用することによって、実態に近いデータを提示できることから、学生
に疑似体験をさせることができる。

消費者として観光産業界を見ることだけでなく 将来の職場の候補として考え消費者として観光産業界を見ることだけでなく、将来の職場の候補として考え
る場合の、ビジネス・モデルのひとつという観点で、観光産業界の事例を見るこ
とができるような工夫があるとよい。

マネジメント関係の学問領域の基礎的な理論はもちろん 関連領域や教養関マネジメント関係の学問領域の基礎的な理論はもちろん、関連領域や教養関
係の科目について、しっかり学ばせる必要がある。観光産業界特有の議論の
みを提示しても、基礎力のない学生には理解ができないか、観光産業界特有
の議論のみで全てを理解したかのような錯覚を持つ恐れもあるの議論のみで全てを理解したかのような錯覚を持つ恐れもある。

科学的な根拠に基づいた理論やモデルといったものを軽視する傾向を払拭す
る必要がある。そのためにも、教員は、理論と観光産業界やサービス産業に特
有な問題の両面について 十分な知識を持つ必要がある

11

有な問題の両面について、十分な知識を持つ必要がある。
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実証 成果と課題 まとめ実証セミナーの成果と課題（まとめ）

◎ 実証セミナーは学生におおむね好評◎ 実証セミナーは学生におおむね好評◎ 実証セミナ は学生におおむね好評
・首都大学東京では「大変満足」28%、「満足」39%、早稲田大学では「大変満足」33%、「満足」52% 
◎ 実証セミナ は学生におおむね好評
・首都大学東京では「大変満足」28%、「満足」39%、早稲田大学では「大変満足」33%、「満足」52% 

■実践的なケ ス教材が学生の観光領域への興味喚起 理解促進■実践的なケ ス教材が学生の観光領域への興味喚起 理解促進■実践的なケース教材が学生の観光領域への興味喚起、理解促進
・観光を扱った具体的なケース教材が学問領域や産業界としての観光関連分野への注目を高めた

■実践的なケース教材が学生の観光領域への興味喚起、理解促進
・観光を扱った具体的なケース教材が学問領域や産業界としての観光関連分野への注目を高めた 観光を扱った具体的なケ ス教材が学問領域や産業界としての観光関連分野への注目を高めた

 ・観光分野のケースを扱うことで、学生の専門分野の知識にも深みを与えた 
 観光を扱った具体的なケ ス教材が学問領域や産業界としての観光関連分野への注目を高めた
 ・観光分野のケースを扱うことで、学生の専門分野の知識にも深みを与えた 
 ・観光分野のケースを取り上げたことで、観光立国の背景に対する理解が深まった  ・観光分野のケースを取り上げたことで、観光立国の背景に対する理解が深まった 

成成■ケース教材とケースメソッドは学部学生にも有効■ケース教材とケースメソッドは学部学生にも有効成 成 

■ケ ス教材とケ スメソッドは学部学生にも有効
 ・「概論→ケース→ディスカッション」の流れが理解度を深めることに貢献した 

自 考 が 鮮 体 学 も が

■ケ ス教材とケ スメソッドは学部学生にも有効
 ・「概論→ケース→ディスカッション」の流れが理解度を深めることに貢献した 

自 考 が 鮮 体 学 も が
果果

 ・ケース教材を素材として自ら考え発言することが新鮮で、主体的な学習にもつながった ・ケース教材を素材として自ら考え発言することが新鮮で、主体的な学習にもつながった

■ケース教材に関する事前学習の有用性■ケース教材に関する事前学習の有用性

果 果 

■ケ ス教材に関する事前学習の有用性
 ・事前配付資料や事前講義を踏まえて講義を実施したことが学生の興味と理解を促進した 
■ケ ス教材に関する事前学習の有用性
 ・事前配付資料や事前講義を踏まえて講義を実施したことが学生の興味と理解を促進した 

■産学共同研究成果の社会人学習への応用の可能性■産学共同研究成果の社会人学習への応用の可能性■産学共同研究成果の社会人学習への応用の可能性 
・具体的・実践的な教材と教育手法は、社会人教育の場面でも効果を発揮するものと期待される

■産学共同研究成果の社会人学習への応用の可能性 
・具体的・実践的な教材と教育手法は、社会人教育の場面でも効果を発揮するものと期待される 具体的 実践的な教材と教育手法は、社会人教育の場面でも効果を発揮するものと期待される 具体的 実践的な教材と教育手法は、社会人教育の場面でも効果を発揮するものと期待される

■ケースについて検討する前提となる基礎知識の付与が必要 ■ケースについて検討する前提となる基礎知識の付与が必要 
 ・ケースで扱う企業・業界が置かれた環境などの基礎知識を提示することが必要

ケ スで取り上げる分野の理論やフレ ムワ クについて事前に学習することが重要
 ・ケースで扱う企業・業界が置かれた環境などの基礎知識を提示することが必要

ケ スで取り上げる分野の理論やフレ ムワ クについて事前に学習することが重要 ・ケースで取り上げる分野の理論やフレームワークについて事前に学習することが重要 ・ケースで取り上げる分野の理論やフレームワークについて事前に学習することが重要

■ケース教材とケースメソッドをより効果的なものとするため、学習指針の提示が必要■ケース教材とケースメソッドをより効果的なものとするため、学習指針の提示が必要ケ 教材 ケ ソッ を り効果的なも する 、学習指針 提 必要
 ・フレームワークや論点を明確にし、深みのあるディスカッション展開のため、学習指針を明示することが必要 

ケ 教材を幅広く活用するため グガイドとなる資料をあわ 整備する とが重要

ケ 教材 ケ ソッ を り効果的なも する 、学習指針 提 必要
 ・フレームワークや論点を明確にし、深みのあるディスカッション展開のため、学習指針を明示することが必要 

ケ 教材を幅広く活用するため グガイドとなる資料をあわ 整備する とが重要
課課

 ・ケース教材を幅広く活用するため、ティーチングガイドとなる資料をあわせて整備することが重要 ・ケース教材を幅広く活用するため、ティーチングガイドとなる資料をあわせて整備することが重要
課 

題

課 

題■講義全体の構成や事後フォロー等により学習効果を高めることが重要■講義全体の構成や事後フォロー等により学習効果を高めることが重要題 題  ■講義全体の構成や事後フォロ 等により学習効果を高めることが重要
 ・通常の講義とケースメソッドの組合せや、ディスカッション後の課題提出等により理解度向上を図ることが重要
■講義全体の構成や事後フォロ 等により学習効果を高めることが重要
 ・通常の講義とケースメソッドの組合せや、ディスカッション後の課題提出等により理解度向上を図ることが重要
 ・就業経験のない学生が産業界のケースを本質的に理解するため、インターンシップ等と組み合わせることも必要  ・就業経験のない学生が産業界のケースを本質的に理解するため、インターンシップ等と組み合わせることも必要 

■ケース教材作成やケースメソッド提供のバラツキを抑えるためのブラッシュアップが必要■ケース教材作成やケースメソッド提供のバラツキを抑えるためのブラッシュアップが必要■ケ ス教材作成やケ スメソッド提供のバラツキを抑えるためのブラッシュアップが必要
 ・幅広く活用できる教材の蓄積や、より深みあるディスカッション誘導のため、大学サイドでの検討も必要
■ケ ス教材作成やケ スメソッド提供のバラツキを抑えるためのブラッシュアップが必要
 ・幅広く活用できる教材の蓄積や、より深みあるディスカッション誘導のため、大学サイドでの検討も必要
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