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なぜ観光経営マネジメント人材育成か？ 

平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略 ～『元気な日本』復活のシナリオ～」において、7つの戦略分野のうち、平成 年 月 日に閣議決定された 新成長戦略 『元気な日本』復活のシナリオ 」にお て、 の戦略分野のうち、

成長分野の一つとして「観光立国・地域活性化戦略」が、成長分野を支えるプラットフォームとして「人材・雇用戦略」が掲げ
られた。 

なぜ観光か 
●定住人口が減少局面となった中、社会活力の維持にとって、交流人口の増加が必要であり、観光はその手段の一つ 
●観光消費活動は、運輸・宿泊・旅行サービス・飲食・農林水産・小売・製造など、広範に渡り、産業全体への波及効果が高い 
●製造業などこれまでの主要外需産業が成熟した中、増加傾向にあるインバウンド観光は、新たな外需産業として成長が期待できる 

●定住人口が減少局面となった中、社会活力の維持にとって、交流人口の増加が必要であり、観光はその手段の一つ 
●観光消費活動は、運輸・宿泊・旅行サービス・飲食・農林水産・小売・製造など、広範に渡り、産業全体への波及効果が高い 
●製造業などこれまでの主要外需産業が成熟した中、増加傾向にあるインバウンド観光は、新たな外需産業として成長が期待できる 

ぜ 育成

●観光を構成する様々な価値（運輸・宿泊・飲食・もてなし・案内など）の提供過程には人が関わっている 
●成熟した国内観光需要、増加傾向にある訪日外国人旅行需要など、現在の観光には多種多様、また新規の価値が求められている 
●需要の多様化・新規発生に伴い、それに対応するため、ニーズを見つけ出す人材や新たな価値をつくりだす人材が求められている

●観光を構成する様々な価値（運輸・宿泊・飲食・もてなし・案内など）の提供過程には人が関わっている 
●成熟した国内観光需要、増加傾向にある訪日外国人旅行需要など、現在の観光には多種多様、また新規の価値が求められている 
●需要の多様化・新規発生に伴い、それに対応するため、ニーズを見つけ出す人材や新たな価値をつくりだす人材が求められている

なぜ人材育成か 

※人材育成と並行し、事業支援やプロモーションなど、観光活性化のための施策は別に講じている ※人材育成と並行し、事業支援やプロモーションなど、観光活性化のための施策は別に講じている 

●観光産業には 価値を売る分野 価値を提供する分野 価値を生み出す分野（外部的なニーズと内部的なシーズをつなぐプロデュー●観光産業には 価値を売る分野 価値を提供する分野 価値を生み出す分野（外部的なニーズと内部的なシーズをつなぐプロデュー

なぜマネジメントか 

●観光産業には、価値を売る分野、価値を提供する分野、価値を生み出す分野（外部的なニーズと内部的なシーズをつなぐプロデュー
  ス・コーディネート・ビジネスモデル構築など商品・事業の企画・運営）が存在する 
●ここでは、このうち価値を生み出す仕事に必要な能力を「マネジメント能力」と総称している 
●観光産業を合理的に発展させるためには、これら各分野に携わる人材・方法の育成・形成をバランス良く進める必要がある 

●観光産業には、価値を売る分野、価値を提供する分野、価値を生み出す分野（外部的なニーズと内部的なシーズをつなぐプロデュー
  ス・コーディネート・ビジネスモデル構築など商品・事業の企画・運営）が存在する 
●ここでは、このうち価値を生み出す仕事に必要な能力を「マネジメント能力」と総称している 
●観光産業を合理的に発展させるためには、これら各分野に携わる人材・方法の育成・形成をバランス良く進める必要がある 

●観光産業界に多く存在する中小・零細の企業等においては、トップマネジメント人材の採用・育成が困難な状況にある 
●大手企業等においても、事業・競争エリアの国際化や、ITなどビジネス技術が急速に発展する中、個別業務を専門的に推進するミド 

ルマネジメント層にも、 トップマネジメントと同等のマネジメントスキル・ポテンシャルが求められるようになってきた

●観光産業界に多く存在する中小・零細の企業等においては、トップマネジメント人材の採用・育成が困難な状況にある 
●大手企業等においても、事業・競争エリアの国際化や、ITなどビジネス技術が急速に発展する中、個別業務を専門的に推進するミド 

ルマネジメント層にも、 トップマネジメントと同等のマネジメントスキル・ポテンシャルが求められるようになってきた

なぜ現状では不足なのか 
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  ルマネジメント層にも、 トップマネジメントと同等のマネジメントスキル ポテンシャルが求められるようになってきた
●また、地域開発やニューツーリズム開発など、複数の事業者や資源を連携させて事業を展開するビジネス領域が新たに誕生し、こ 
  の領域では自組織の運営とは別に、ステークホルダー全体をマネジメントできるスキル・ポテンシャルが求められている 

  ルマネジメント層にも、 トップマネジメントと同等のマネジメントスキル ポテンシャルが求められるようになってきた
●また、地域開発やニューツーリズム開発など、複数の事業者や資源を連携させて事業を展開するビジネス領域が新たに誕生し、こ 
  の領域では自組織の運営とは別に、ステークホルダー全体をマネジメントできるスキル・ポテンシャルが求められている 



平成２１年度までの検討経緯 



観光関係高等教育の現状と課題  

卒業生の進路観光関係学部・学科等の設置状況推移

43大学48学科 定員4,877名（平成22年4月） 観光関係分野への
就職は約23％ 

【平成19年3月 国土交通省調べ】 
観光関連大学33大学へのアンケート 
観光関連大学卒業生4,216名対象 

教育分野

人文・社会科学系  地域づくり系 

人文科学・社会科学という既存の 都市等の計画論や政策論のアプ

教育分野

ホスピタリティ系  経営系 

学問領域を土台にし、観光という
現象を学ぶ。 

ローチで地域政策や地域づくりに
ついて学ぶ。 

接遇教育を重視し、資格取得な
ど、卒業後すぐに役立つ実務を
学ぶ。 

観光を実学の面から捉え、その
経営について学ぶ。 

日本 は れらの類型が多

14大学15学科定員1,250名 
＊商学部・経営学部配下設置もしくは  

ﾞ ﾞ ﾞ 経
出所）文部科学省「観光関連の学部・学科等のある大学一覧」を参考に観光庁作成

日本ではこれらの類型が多い 学科名にﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・経営・ 
 産業が含まれるもの 

観光庁として資源・地域・接遇の品質の向上にも引き続き取り組みつつ、それらを総合的にコーディネート・プ
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観光庁 し 資源 地域 接遇 品質 向 も引き続き取り組み 、それらを総合的 ディネ
ロデュースして日本の観光産業の国際的競争力を高めていくために、観光産業課としては、産学官連携によ
り、現状では不足している経営系を中心とした教育内容の充実を図る。 



検討会議等の検討テーマと開催スケジュール（平成22年度含む） 

・観光産業のニーズを踏まえた高等教育を実現するためには、「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」を立ち上げた。 
第 会議 席者を観 系学部 学 を 学 び 者 定 が 第 会議 幅広 参 者を募・第2回会議までは出席者を観光系学部・学科を設置した大学及び関係者に限定していたが、第３回会議より幅広く参加者を募る

方式に変更。 
・会議で重要な課題とされた「インターンシップの拡充」及び「カリキュラムの検討」については、個別にワーキンググループを設置。 
・大学の組織的な取組みを促すため、平成21年度より「観光教育に関する学長・学部長等と観光庁との懇談会」を開催。 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

産学官連携検討会議 
（親会議） 

1/12 第1回会議 
     5/31 第2回会議 

           3/12,13 
            第４回会議                      

3/19 第5回会議 
 6/16第１回学長等会議 

 人材育成推進会議 3/23 
 5/29 第２回学長会議 

参加者の拡大 
双方向の議論 

インターンシップ活用 議
 
          3/13,14 第3回会議 

 

インターンシップ活用WG 
（インタ ンシップの拡充

     7/23 第1回WG 
12/11 第2回WG

    12/16 第4回WG 
2/12 第5回WG

 10/29 第6回WG 
12/18 第7回WG

 第8回以降 観光経営 
マネジメント教育推進WGへ統合 

WGの設置 カリキュラムWGの設置 
大学運営責任者と
問題意識の共有 

（インターンシップの拡充
について議論） 

      12/11 第2回WG
        2/22 第3回WG 

    2/12 第5回WG 
モデル事業の実施 

 12/18 第7回WG
   モデル事業の実施    モデル事業の実施 

カリキュラムWG 
（産業界からのニーズを

  11/11 第１回WG 
   12/12 第2回WG 

中間とりまとめ作成 

踏まえた観光系大学にお
けるカリキュラムの検討） 

    2/12 第3回WG 
 

産学官連携実践WG 
（モデルカリキュラム案の

カリキュラム検討から 
実践のフェーズへ 

 9/15 第１回WG 
  10/29 第2回WG 

 
  

カリキュラムモデル案中間
取りまとめ作成 

実践と、社会人教育のあ
り方について検討） 

   12/18 第3回WG
     2/9 第4回WG 

観光経営マネジメント教
育推進ＷＧ 

  
 カリキュラム実践から 

  10/15 第1回WG 
    12/17 第2回WG 

観光人材育成のための 
産学官連携実践に関する検討 
中間取りまとめ作成 

（観光経営マネジメント教
育を実践する上での具体
的な課題について検討） 

観光経営マネジメント教育

 普及のフェーズへ 
     3/1 第3回WG  

  産学共同研究の実践 
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成果１ カリキュラムモデル策定（概要）         【参考資料参照】 

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
分野 

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 

科目番号 科目名 科目番号 科目名 

経営戦略 
1  経営学概論 13  サービスマネジメント 

2 経営戦略概論 14 ホスピタリティ産業の経営戦略論2  経営戦略概論 14 ホスピタリティ産業の経営戦略論

ＩＴ 3  ＩＴ概論 15  ホスピタリティ産業のＩＴ 

会計 4 会計概論

16  管理会計 

17 収益管理会計 4  会計概論 17 収益管理

18  企業税務 

財務 5  財務概論 19  ホスピタリティ産業の財務管理 

20 サービス・マーケティング

マーケティング 6  マーケティング概論 

20 サ ビス マ ケティング

21  マーケティング調査 

22  ブランド論 

23 ホスピタリティ産業の人材管理
人事・組織 7  組織行動論 

ホスピタリティ産業の人材管理

24  リーダーシップ論 

ビジネススキル 

8  観光関連法規 25  法律概論 

9  コミュニケーション基礎 26 ロジカル・シンキング

10  統計・定量分析手法 27  リスクマネジメント・企業コミュニケーション論 

産業論 

11  経済学 28  宿泊産業論 

12 ホスピタリティ産業(入門）
29  旅行産業論 
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12  ホスピタリティ産業(入門）
30  MICE 

赤字：必修科目 青字：選択科目 



カリキ ラムモデルを参考に 全国6大学の個性や教員の専門分野から バラエティ 豊かなプログラムを提供

成果２ 観光経営マネジメント研修の実施 

和歌山大学  山口大学  首都大学東京 
立命館アジア 
太平洋大学

横浜商科大学  早稲田大学 

カリキュラムモデルを参考に、全国6大学の個性や教員の専門分野から、バラエティー豊かなプログラムを提供 

開催形態  週末集中講座  夜間通期講座  週末集中講座 
夜間通期＋ 

週末集中講座 
週末集中講座  週末集中講座 

開催場所 
フォルテワジマ 

（和歌山市）
山口大学 
（山口市）

秋葉原サテライト 
キャンパス 
（千代田区）

立命館 
アジア太平洋大学 

（別府市）

横浜商科大学 
（横浜市）

早稲田大学 
（新宿区）（和歌山市）  （山口市）

（千代田区） （別府市）
（横浜市） （新宿区） 

 
 ①経営学概論 
 ②経営戦略概論 
 ③マーケティング概論 
 ④ＩＴ概論 

⑤ホスピタリティ産業

 
 ①経済学 
 ②地域固有の観光と環境 
   資源 
 ③旅行契約と約款 

④経営戦略論

 
 ①観光産業論 
 ②観光産業の人事・組織管 
    理 
 ③観光マーケティングI 

④観光マ ケティングⅡ

 
 ①組織行動論 
 ②リーダーシップ論 
 ③経営戦略概論 
 ④サービスマネジメント論 

⑤観光地論

 
 ①観光事業総論 
 ②宿泊経営入門 
 ③観光需要の推移と展望 
 ④地域振興論（ユニバーサ 

ル・ツ リズム１）

 
 ①イントロダクション 
 ②ホスピタリティ産業論 
 ③サービスマネジメント 
 ④マーケティング 

⑤統計・定量分析基礎

講座内容 

⑤ホスピタリティ産業 
 ⑥宿泊施設におけるホスピ 
   タリティ 
 ⑦観光関連法規 
 ⑧観光法規の実際的運用 
 ⑨財務概論 

⑩京都観光と地元金融機

 ④経営戦略論
 ⑤統計定量分析手法 
 ⑥会計・財務 
 ⑦観光宣伝とマスメディア 
 ⑧観光と交通 
 ⑨戦略的人材マネジメント 

⑩組織行動論

④観光マーケティングⅡ
 ⑤観光経営のためのビジ    
       ネススキル 
 ⑥観光経営とメディア 
 ⑦観光経営と地域振興 
 ⑧自然資源の適正利用と 

観光地域づくり

 ⑤観光地論
 ⑥ブランド論 
 ⑦中津市における観光客 
       の動向 
 ⑨中津市における観光産 
       業と地場産業 

⑨中津市における観光地

      ル・ツーリズム１）
 ⑤地域振興論（ユニバーサ 
       ル・ツーリズム２） 
 ⑥地域振興論（ユニバーサ 
       ル・ツーリズム３） 
 ⑦観光政策論 

⑧ホスピタリティーマネージ

⑤統計・定量分析基礎 
 ⑥観光業産業論 
 ⑦ロジカル・シンキング 
 ⑧経済学 
 ⑨リーダーシップ論 
 ⑩宿泊施設マネジメント論 

⑪リスクマネジメント・企業⑩京都観光と地元金融機 
   関の取組み 
 ⑪土産品ブランドの創出  
 ⑫観光企業の経営戦略 
   まとめ 

 ⑩組織行動論
 ⑪「まち」の観光マーケティ  
   ング 
 ⑫国際的視点から提案さ 
   れる地域のホスピタリティ 
       経営 

      観光地域づくり
 ⑨外国人向けホテルの経 
       営戦略 
 ⑩地域と連携した観光レ 
       ジャー施設の経営戦略 
 ⑪企業経営からみた観光 
      地域づくり

 ⑨中津市における観光地

       域づくり 
 ⑩フィールドワークⅠ 
 ⑪フィールドワークⅡ 
 ⑫総合討論会 

⑧ホスピタリティ マネ ジ

       メント 
 ⑨旅行マーケティング論 
 ⑩イベントとまちづくり・後 
       継者育成１ 
 ⑪イベントとまちづくり・後 
      継者育成２

⑪リスクマネジメント 企業 
       コミュニケーション論 
 ⑫まとめ 

 ⑫地域共生型動物園の経 
       営戦略 

 ⑬イベントとまちづくり・後 
       継者育成３ 

連携観光地 
和歌山市 

中心市街地 
中国・山口地域 

多摩動物園 
わくわくランド 

谷中・根津・千駄木 

別府・大分地域 
中津市旧市街地 

横浜内の商店街 
中華街等 

観光関連産業団体 
（旅行会社、航空） 

講座 
スケジュール 

12/12・19 
1/9 

12/2‐24 
12/5・12・19 

1/9・16 
1/20・21・22・23 

12/12・19 
1/23・2/6 

1/16・17・23・24 
2/6 
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成果３ インターンシップモデル事業の実施 

「インターンシップ活用ワーキンググループ」において整理された インターンシップ推進の方向性に沿って 業界「インタ ンシップ活用ワ キンググル プ」において整理された、インタ ンシップ推進の方向性に沿って、業界
団体の仲介のもとインターンシップモデル事業を実施 

インターンシップモデル事業のポイント 
① 大学・学生側と企業側が遵守すべき事項を明確化（大学と企業との間で受入条件等に関する覚書を交わす等） 
② 大学・学生側と企業側の間に業界団体が入り、インターンシップ成立までの過程を円滑化 
  （大学・学生側と企業側双方の窓口の一元化等） 

【大学】 

観光関連学部・学科を有する大学             
その他観光産業へのインターンシッ

【企業】 
各団体の会員企業 

【業界団体】 

（社）日本ホテル協会                           
（社）日本旅行業協会その他観光産業へのインターンシッ

プ参加を希望する大学 
（社）日本旅行業協会              
（社）日本ツーリズム産業団体連合会               

大 学 等業界団体

旅行会社７ 

ホテル６１３大学 
大 学    企 業 等業界団体

３業界団体 その他３ 学生４３名 
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平成２２年度以降の検討課題 

観光 材育成 ため 産学官連携実践 関する検討 成 年度と まとめ観光人材育成のための産学官連携実践に関する検討（平成２１年度とりまとめ） 

これまでの検討から 観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラ
平
成これまでの検討から、観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラ

ムモデルの導入には、教員・教材の充実が必要である。 
成 

 

年
度

２２ 

そのための一手段として度
の
取
り

産学共同研究の実施 
り
組
み 

観光経営マネジメント 
教育の普及 

●大学でのカリキュラムモデルの実践 
・大学間連携等によるカリキュラムモデル全体の実現 
●社会人教育へのカリキュラムモデルの適用 
・カリキュラムモデルを活用した講座の継続開催 

中
長
期
的

産学官連携の

・観光系大学での教育内容を企業の社外教育にも活用 

●産学官連携の実践による具体的成果の創出 
観光産業へ就職を希望する人材への動機づけ

的
な
取
り
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産学官連携の
さらなる強化 

・観光産業へ就職を希望する人材への動機づけ
・産業としての競争力の向上 
・教育機関の研究成果の高度化 

り
組
み 



平成２２年度の実施事項平成２２年度の実施事項
（産学共同研究・観光経営マネジメント研修） 



産学共同研究の目的とスキーム 

共同研究の実践による産学官連携の促進

【企業側のメリット】 【大学側のメリット】

共同研究の実践による産学官連携の促進
● 「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」普及の障害となっている「研究・教育者の不足」と、 
   「教材の不足」を解消するため、産学共同研究を実践する。 
● 産学共同研究の実践を通し、カリキュラムモデルの普及と、産学の自立的・恒常的な協力関係の構築を促す。 

（観光経営マネジメント人材育成のためのカリキ ラムモデル）

【企業側のメリット】
 

・ 大学の知見を活用した経営課題の解決 
・ 大学と連携した産業競争力強化 

【大学側のメリット】
・ 研究データの取得 
・ 企業の人材育成ニーズの把握 
・ カリキュラムモデル導入準備促進 

協力関係の 
構築 

分野 
１年次・２年次 

各分野の基礎を学ぶ 
３年次・４年次 

専門的知識・スキル 
科目名 科目名 

経営戦略
経営学概論 サービスマネジメント 

ホスピタリティ産業の

① 観光産業の研究ニーズの把握 
観光関連産業から幅広い事業分野の企業

（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）
産学共同研究実施スキーム 

② 研究実施大学の選定 
複数の研究テーマに対応可能かつ
カリキュラムモデル導入意向のある
大学を選定経営戦略

経営戦略概論 
ホスピタリティ産業の

経営戦略論 
ＩＴ ＩＴ概論 ホスピタリティ産業のＩＴ 

会計 会計概論 
管理会計 
収益管理 
企業税務 

観光関連産業から幅広い事業分野の企業
を選定 
（例） 
  【旅行会社】 
    A社：国際人事論 

B社 リスク ネジメント

大学を選定
（例） 
  【A大学】 
    国際人事論（A社） 
    ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾘｻｰﾁ（D旅館） 

財務管理（C旅館）
財務 財務概論 

ホスピタリティ産業の 
財務管理 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ マーケティング概論 
サービス・マーケティング 

マーケティング調査 
ブランド論 

ホスピタリティ産業の

    B社：リスクマネジメント 
 
  【旅館】 
    C旅館：財務管理 
    D旅館：ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾘｻｰﾁ 

   財務管理（C旅館） 
    ﾚﾍﾞﾆｭｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（Eホテル） 
 
  【B大学】 
    ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（B社）←C大学 

人事・組織 組織行動論 
ホスピタリティ産業の

人材管理 
リーダーシップ論 

ビジネス 
スキル 

観光関連法規 法律概論 
コミュニケーション基礎 ロジカル・シンキング 

統計・定量分析手法
リスクマネジメント 

 
  【ホテル】 
    Eホテル：ﾚﾍﾞﾆｭｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
    Fホテル：ブランド管理 

    ブランド管理（Fホテル） 
    ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（G航空） 
 
 
③ 産学共同研究の実施統計・定量分析手法

企業コミュニケーション論 

産業論 
経済学 宿泊産業論 

ホスピタリティ産業(入門） 
旅行産業論 

MICE 

 
  【運輸産業】 
    G航空：ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

11 

③ 産学共同研究の実施 
 
④ 研究成果の教材化（ｹｰｽ） 



産学共同参画企業・大学とテーマ・成果物 

課題提示／データ提供 

調査・分析／課題解決 企業名 大学名 

共同研究テーマ ｶﾘｷｭﾗﾑ分野 

近畿日本ツーリスト 
旅行事業における 
リスクマネジメント 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
企業ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

早稲田大学 

IHG・ANA 
ﾎﾃﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 
ﾎﾃﾙ・ﾋﾞｼﾞﾈｽを通じた地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発 

ブランド論 

ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 
日本版「宿泊施設統一会計報告様式
（USALI）」の利用による収益性向上 

管理会計 
」

ＡＮＡ総合研究所 
若年層の旅行需要活性化 

についての考察 
ｻｰﾋﾞｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ＪＴＢ 
旅行業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業展開に 

伴う人材育成戦略
ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ産業の 

人材管理伴う人材育成戦略 人材管理
首都大学東京 

ＪＲ東日本 
訪日外国人の行動分析に基づく観光

動態把握と課題把握 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査 

経営課題解決 
競争力強化 

研究成果の蓄積 
研究論文の発表 

ケース教材開発 

共同研究 
 

カリキ ム 活用
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実証セミナー 
カリキュラムへの活用 

成果と課題のまとめと、今後の施策への反映 



ケース教材と実証セミナーの成果と課題 

◎ 学生にはおおむね好評◎ 学生にはおおむね好評◎ 学生にはおおむね好評
・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% 
◎ 学生にはおおむね好評
・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 

観光分野のケ 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

■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 

観光分野のケ 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

成 成 

 ・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 

■ケース教材とケー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 

ケ 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 た

■ケース教材とケー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 

ケ 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 た

■ケー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 
■ケー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 

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

■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

■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

■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 

 ・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 
 ・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 
 ・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 課 

■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 
 ・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 

■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 
 ・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 

 ケ ス教材を幅広く活用するため、ティ 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 ス教材を幅広く活用するため、ティ 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

題 題 
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■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 
 ・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 
 ・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 



観光経営マネジメント研修の概要 

平成２１年度に実施した同研修のうち カリキュラムモデルに含まれる科目の中で 重要性・有益性が高いとされたものを中

日程 東京 
10/16 17

大阪 
10/30 31

名古屋 
11/13 14

山形 
11/27 28

福岡 
12/4 5

札幌 
12/18 19

平成２１年度に実施した同研修のうち、カリキュラムモデルに含まれる科目の中で、重要性 有益性が高いとされたものを中
心に、当該分野の講師陣によるキャラバン体制を組み、全国６箇所で週末集中講義を実施。 

10/16,17 10/30,31 11/13,14 11/27,28 12/4,5 12/18,19 

9：00 
～9：15 開会 開会 開会 開会 開会 開会 

1
日
目

1
限 

9：15
～12：25 

マーケティング 
講師：内田純一 

マーケティング
講師：内田純一 

マーケティング
講師：乾 弘幸 

マーケティング
講師：乾 弘幸 

マーケティング
講師：乾 弘幸 

マーケティング 
講師：内田純一 

2 13：10 財務 財務 財務 財務 財務 財務目 2
限 

13：10
～16：20 

財務 
講師：松井洋治 

財務
講師：松井洋治 

財務
講師：松井洋治 

財務
講師：寺石雅英 

財務
講師：松井洋治 

財務 
講師：松井洋治 

3 16：30 統計・定量分析法 観光関連法規 観光関連法規 
－

統計・定量分析法 
－

限 ～18：00 講師：朝日幸代 講師：廣岡裕一 講師：廣岡裕一 －
講師：朝日幸代 － 

1
限

9：00 
～12：10

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

人材マネジメント 
講師：ﾃｲﾗｰ雅子

2
日
目 

限 ～12：10 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 講師：ﾃｲﾗｰ雅子 

2
限 

13：10 
～16：20 

会計 
講師：青木章通 

会計 
講師：青木章通 

会計 
講師：青木章通 

会計 
講師：青木章通 

会計 
講師：青木章通 

会計 
講師：青木章通 

16：20 
～16：40 閉会 閉会 閉会 閉会 閉会 閉会 
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観光経営マネジメント研修の成果と課題 

アンケ トでの意見 今年度の課題 今後の対応策

研修参加者のレベルにばらつき
があると思うので、ある程度レベル
別に分ける必要もあると思う。 

象者 ぼ 参 者

アンケートでの意見 

受講生のレベルと提供する期待す
るプログラムの内容に乖離がある

今年度の課題

受講生のレベル別カリキュラムの提供 
‐受講生に研修受講前に経験やスキルを自己

診断できるシート等を作成し、自分のレベルと

今後の対応策

対象者をしぼりこみ、参加者のレ
ベルや参加目的別の講師を選定す
べきだと思う。 

対象を絞って専門的なお話の方を

場合に満足度が下がる傾向がみ
られた。 

ホスピタリティ分野全般を広く浅く
網羅するカリキュラムは初心者に

、
プログラムの内容を意識して参加できる仕組
みづくりを行う。 

業種別カリキュラムの提供 
‐業種別に科目を選択できる仕組み

タ
ー
ゲ
ッ
ト
の聞きたい。今回はホテル関係者へ

の内容が多く感じた。 
旅行関係者向けの情報が少な

かった。 

網羅するカリキュラムは初心者に
とっては、満足度の高いプログラ
ムとなった反面、業種別の専門的
な内容を求める受講生への対応に
課題が残った。 

地域性を考慮したカリキュラムの検討 
-地域によって企業の規模や形態が異なるた

‐カリキュラムモデルをもとに業種別カリキュラ
ムの検討、研修の開催 

の
明
確
化 

各講義の最初に、この分野の知
識を得ることで、どのようなメリット

研修をト タルで受講することに

め、受講者層に合わせた柔軟なプログラム提
供 

研修目的の明確化
識を得る とで、どのようなメリット
があるかを具体的に示すと、参加者
のモチベーションが高まるのではな
いか。 

今回のセミナーを通して、育成し
たい人材像を明確にすべき

研修をトータルで受講することに
よって得られる知識やスキル、人
材像を明確にすることに課題を残
した。 

研修目的の明確化
‐習得できるスキル、目指す人材像などを明らかにして
募集する。 
‐講義の冒頭にブリーフィングを行う。 等 

グループワークの時間がもっと
あってもよい。 

２コマのうち１コマ前半を講義にし、

たい人材像を明確にすべき。 

講師と受講生、受講生同士など双
方向性を意識した講義を取り入れ、
好評を得た一方、座学との時間バ

グループワーク時間の充実 
‐講義時間に基づいたカリキュラム内容の絞り込み 
座学1 マ＋グル プワ ク1 マなどの計画的な時

15 

２コマ目をディスカッションにした方
が効果的。 

ランスや、運営の仕方に課題を残
した。 

‐座学1コマ＋グループワーク1コマなどの計画的な時
間配分の上での講義運営 



インターンシップモデル事業の拡大・意識調査 

平成２１年度も実施したインタ ンシ プ デル事業に いて 参画業界団体に「日観協 を加え インタ ン平成２１年度も実施したインターンシップモデル事業について、参画業界団体に「日観協」を加え、インターン
シップ受け入れ先を拡大して実施。 
本モデル事業および異なるタイプのインターンシップに関するアンケート調査を実施。 

旅行会社９ 
イ
ン
タ
ー

の
た
め
の

大 学   企 業 業界団体 
４業界団体 

ホテル７ 

観光関連公益法人等３ 

その他５

ー
ン
シ
ッ
プ
拡

の
枠
組
み
を
整

１７大学 

学生６２名 

その他５ 拡
充 

整
備 

【新しいインターンシップ】

・就業体験にとどまらない新しいタイプのインターンシップを検討 
・内容面を充実させ学習効果の高いインターンシップを展開する必要性 
・ある程度長期間にわたるインターンシップ期間の確保を前提に検討

イ
ン
タ

充
実
の
た

【新しいインターンシップ】 

ある程度長期間にわたるインタ ンシップ期間の確保を前提に検討

 
連携型

 
継続型

 
長期型

例えば… 例えば… 例えば… 
ー
ン
シ
ッ
プ
内

た
め
の
手
法
を
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連携型インターンシップ
 

継続型インターンシップ 
 

長期型インターンシップ
 

内
容 

を
検
討 



インターンシップモデル事業の成果と課題 

モデル事業について 

・事業についてはおおむね好評 
・受入企業の拡大、学生への周知期間の拡大（延長）を望む意見が散見された 

新しいタイプのインタ ンシップに対する意識調査

期待される効果 懸念される事項  まとめ 

・３ヶ月という期間一つの企業に所属すること
で、就業意識や、大学での学びを高めるた

・すべての学生生活（大学での授業、アルバ
イト、就職活動など）を一時中断せざるを得

・インターン期間の長期化は教育効果向上
の面で評価される

新しいタイプのインターンシップに対する意識調査

長
期
型 

、就業 識 、大学 学 を高
めの「気づき」が得られる。 
・「仕事とは何か？」という問題に向き合う機
会となる。 

、就職活動な ）を 時中断 を得
ないため、学生への負担が大きい。 
・企業側では長期化に対応した受入体制づく
りやプログラム提供に不安 
・特定企業のみの理解にとどまるリスクがあ
る

・一方で長期化による学生生活への負担が
懸念される 
・また企業側では受入に際しての不安が大き
い 

る。

継
続

・大学での学びと企業での経験を交互に繰り
返し、社会で求められる能力を意識して専攻
分野を学ぶため、両者の相乗効果が期待で
きる。

・経済環境の変化に伴い、企業側で複数年
に渡るインターンシップ受入が難しくなる場
合もある。 
・学生の興味が移ろいやすいため、学生のモ

・インターン期間の長期化の効果に加え、大
学での学習と企業での経験の複合化による
相乗効果が期待される 
・「長期型」に比してさらに長期にわたる取組続

型 

きる。 
・早期からインターンシップに取り組むことで
学生は就職を早期に意識し、継続的に向き
合うことができる。 

学生の興味が移ろいやすいため、学生のモ
チベーションを維持するためのサポート、プ
ログラムなどが必要となる（当該企業とのミ
スマッチが生じるリスク）。 

長期型」に比してさらに長期にわたる取組
となるため、企業、学生双方の負担も大きく、
仕組みづくりにも相応の準備期間が必要 

・プログラム作成など企業間の連携により、 ・企業が連携して一つのプログラムを提供す ・複数業種の連携により各企業の受入期間

連
携
型 

広く産業界全体の人材育成にも寄与する。 
・自分の関心分野や適性を見極めることがで
きる。 

るため、複数の企業間での調整が必要とな
り、負担が大きくなることが懸念される。 
 

は短く抑えつつ、学生側にとっては「長期型」
並みのインターン期間を確保 
・学生が複数業種に関わる機会を得ることで
就職時のミスマッチを低減 
・連携する企業間での調整が不可欠

17 

・インターンシップについて企業側は直接的メリットを見出しづらく、社会貢献として実施している状況にある。 
・このことも踏まえ、高い教育効果を期待でき、学生満足度のより高いインターンシップを検討する必要がある。 
・そこで学生側の期待も高く、実現可能性も高いと思われる「連携型」（＝多企業連続型インターンシップ）の実施を検討する。 

連携する企業間での調整が不可欠 



平成２２年度の検討内容平成２２年度の検討内容
（観光経営マネジメント人材育成と産学官連携） 



観光産業の事業領域と観光経営マネジメント人材の活躍フィールド 

中期的視点で観光産業全体の競争力を強化するためには、プレーヤー全体のある程度まとまったレベルアップを中期的視点で観光産業全体の競争力を強化するためには、プレ ヤ 全体のある程度まとまったレベルアップを
図る必要がある。しかし、産業の中心となる旅行業・宿泊業において、多数の中小規模の企業が散在する状況の
ままでは、広範囲で改革の動きを起こすことや、それを担う人材確保の面で障壁が高い。 
⇒観光立国推進に資する人材の活躍フィールドとして、「観光プロデュース・事業モデル構築業務分野」 も含めて 

検討する

観光商品販売に関する業務分野【売る】 

  検討する 

直
接
的
サ
ー

（例）旅行商品の販売、ホテルのネット予約 お土産品の販売 

 
観光客の輸送に関する業務分野【送る】 

（例）鉄道・航空での運行（運航）サービス・座席提供

観
光 観

提
供

ー
ビ
ス 

（例）鉄道 航空での運行（運航）サ ビス 座席提供

 
観光客の受入に関する業務分野【受け入れる】 

（例）旅館での接客・部屋の提供、飲食店での接客・食事の提供 

産
業
を
形
成

観 
 

光 
 

旅

供

地域や観光サービス提供業務のプロデュース 
    ・事業モデル構築に関する業務分野【創る】 

（例）旅行情報会社による地域アドバイス

間
接

成
す
る
業
務

旅 
 

行 
 

   （例）旅行情報会社による地域アドバイス 
      鉄道会社による地域開発 
      地域行政機関等による地域活性化政策 
      個人で活動している地域アドバイザー 
      大学と地域が連携した地域資源開発 

接
的
サ
ー
ビ
ス

務
要
素 

者 

創
造 
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      金融機関による事業再生 
      IT系企業による予約・販売・在庫管理システム構築 

       

ス 



マネジメント人材に求められる資質～採用条件・活躍条件の現状～ 

主体性 

行動力 

自ら進んで物事に取り組むこと 

評論・願望だけでなく、その実現に向かって行動すること →

新

採 

用
基
礎

コミュニケーション力 

ホスピタリティ 

分りやすく書く・話す、人の話を理解すること 

相手の喜ぶことをすることに喜びを感じること 
新
卒
採
用
時 

用 

条 

件

礎
的
能
力 

リーダーシップ  学生間レベルでのリーダー経験・誘導力 
件 

※新卒の採用で重視されるポイントは、上記の5要素 
専攻した学問分野は 就職志望先として影響

観光経営知識 

リ ダ シ プ

観光経営カリキュラムの各分野の経営の知識・スキル 
※学生時代の学習、入社後の学習 

 
 

 

活

⇒専攻した学問分野は、就職志望先として影響 

観
光
経リーダーシップ

成熟度 
成功・失敗体験 

構想力
実務を通して蓄積する実務レベルでの経営の経験知・ 
ノウハウ・精神

初
級
マ
ネ
ジ
メ

→

5
～
10
年

活 

躍 

条

経
営
の
知構想力

気力 
・ 
・ 

ノウハウ・精神
メ
ン
ト
層
以
降

年
目
の 

条 

件 

識
・ス
キ
ル
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・ 降 

※採用条件に加え、マネジメントを担う上で、さらにこれらの能力が必要となる 

ル 



観光経営マネジメント人材を拡大する３つのアプローチ 

観光経営マネジメント人材を 
拡大するためには… 

観光経営に対する 

３つの要素が重なる 
面積を大きくする 

ことが重要である強い興味 …ことが重要である。 

実務的な 
 【そのための３つのアプローチ】 
  Ａ．観光マネジメント理論や課題に触れる 高い「基礎的

「観光経営の 
知識・スキル」 

     ことで、当該分野に対する興味と魅力 
     を感じる 
    Ｂ．基礎力の高い学生の数を拡大する 
   Ｃ．基礎力と観光経営への興味を有する 

高い「基礎的 
能力」 

       社会人が観光経営人材育成のための 
       カリキュラムを学ぶ 
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観光経営マネジメント人材拡大のための産学官連携エリア  

施策実施 施策実施

学部学生・ 
大学院生 

研究者・ 
教育者 

施策実施
エリア１ 

教育分野 
エリア２ 

教育・研究分野の連携 

教員輩出・教材提供 

教育分野 研究分野 
研究者輩出 

研究成果 
・研究者派遣 

情報提供・資金援助 

就職 
・社会人教育 

寄附講座 講師等派遣

施策実施 
エリア３ 

研究分野 
・研究者実務実習寄附講座・講師等派遣

・インターンシップ 

実務分野 

企業や地域機関等

施策実施 
エリア４ 

研究・実務分野の連携 
機

の実務者 施策実施 
エリア５ 

実務分野 

施策実施 
エリア６ 

実務・教育分野の連携 

22 
実施事項に対する支援 



No エリア 実施事項案 No エリア 実施事項案

産学官連携による実施事項案  

No エリア 実施事項案 No エリア 実施事項案

1  観光経営ゼミ・科目・題材の取り入れ （学部・学科を問わない） 19 

エリア５

 企業・地域機関レベルでの人事交流活性化 

2  観光経営学部・学科の新設、観光経営科目の導入（部分導入含む） 20  観光プロデュース・事業モデル構築業務分野の育成・強化 

エリア１ 
教育分野 

エリア５
実務分野 

3  大学間での観光経営科目の相互提供（単位付与含む） 21  観光人材バンクの設置 

4  海外の観光系大学との連携 22  外資系観光関連企業を活用した観光経営人材養成の試行 

5  専門学校との連携 23  観光産業界の福利厚生分野での連携による魅力付け 

6  今年度事業の成果物（ケース教材）の取り入れ 24  より教育的効果の高いインターンシップの検討・試行・展開 

7  教育技術向上得 25  On Campus型インターン（学部講義への企業からの課題付与）拡大 

8 観光経営科目の教育方法の進化・体系化 26 産業界主催の観光論文コンテストの実施

エリア６ 
実務・教育 

8 観光経営科目の教育方法の進化 体系化 26 産業界主催の観光論文コンテストの実施

9 エリア２ 
教育・研究 
分野連携 

 観光経営教材の増加 27  企業による寄付講座の提供 

10  観光経営教員の増加（大学院への進学含む） 28  企業実務者の大学講義への講師派遣と連携強化 

連携11 

エリア３ 
研究分野 

 研究の件数拡大・高度化 29  企業実務者の大学・大学院での観光経営科目の受講 

12  大学間での共同研究の実施 30  企業内研修での大学・大学院講義内容の導入 

13  観光分野の研究成果発表の場の設置 31  観光・経営分野の外国人留学生等の積極的な採用 

14  観光関連学会のプレゼンス向上（国際化含む） 32  産業像・人材像の啓蒙、就職情報提供、就職調査 

15 

エリア４

 産学共同研究の拡大 33  取得知識・スキルを意識した採用戦略へのシフト 

16 大学における企業に対するコンサルティングの実施 34 各省庁における各種産学連携事業・人材育成事業との連動 
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リア４ 
研究・実務 
分野連携 

大学における企業に対する ンサルティングの実施

その他 

各省庁における各種産学連携事業 人材育成事業との連動

17  大学教員（専任講師等）・大学院生の企業での実務経験制度の導入 35  観光庁事業成果の影響力強化 

18  特定テーマについてのラウンドテーブルの設置 



平成22年度に提言された事項（ポイント）  

■ 教材と教員■ 教材と教員 

 ・観光経営マネジメントの教育の実現には、教材と教員の充実が必要 

 ・教材の充実にあたっては、産学共同研究によるケースの蓄積が有効 

ケ ス教材の開発にあた ては 教育目的 ティ チングガイドも明示することが必要 ・ケース教材の開発にあたっては、教育目的・ティーチングガイドも明示することが必要

 ・研究･教員スキルの高度化のために、最先端の研究･技術に触れる機会をつくることも必要 
 

■ 教育の方法■ 教育の方法 

 ・学部生･大学院生･実務者、エリア、ポジションなど、受講者の学習目的･レベル･環境に 

  合った内容･形態で教育を行う必要がある 

・マネジメント(基礎)と観光経営マネジメント(応用)は 段階別に教育する必要がある ・マネジメント(基礎)と観光経営マネジメント(応用)は、段階別に教育する必要がある

 ・実務が先行する当分野では、実務を織り交ぜた教育(ケースやインターンシップ等)が有効 

 ・実務者教育を行うことは、研究者･教員にとって、研究テーマの発掘･教育技術の向上にも 

良い効果をもたらすことが期待できる  良い効果をもたらすことが期待できる
 

■ 産学官連携のあり方 

・大学はまだまだ産業界のニーズ(研究ニーズ･人材ニーズ)を捉えきれていない 大学はまだまだ産業界のニ ズ(研究ニ ズ 人材ニ ズ)を捉えきれていない

 ・産業界も大学側のシーズ（研究シーズ・教育シーズ）を把握しきれていない 

 ・そのために、産学官の絶え間ない議論が必要 

・アメリカなどの産学官連携の成功事例(スキーム)の研究や 産業界全体･省庁横断的な展開
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 ・アメリカなどの産学官連携の成功事例(スキ ム)の研究や、産業界全体･省庁横断的な展開

  が期待される 

 



平成２３年度の実施事項と産学官連携推進体制 



平成２３年度実施施策の全体像 

⑤最先端研究者による研究・教育

⑩共同研究成果発表会開催 
①モデルカリキュラム･ケース教材普及 

⑤最先端研究者による研究・教育
内容についてのセミナー開催 

教 育 研 究 

⑥実務者向け 
    セミナー開催 

③イ タ シ プ デ 事業拡大

②産学共同研究拡大 

③インターンシップモデル事業拡大

④次世代型イン ターンシップ試行 
⑦観光マネジメント教育･就職状況の共有化 
⑧観光立国人材育成推進会議開催 
⑨学長会議開催 
⑪産学官連携のあり方の議論の深化

実 務

⑪産 官 携 あ 議論 深
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平成２３年度施策実施スケジュール  
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インターンシップモデル事業の拡大（実施施策③）  

「全旅連」の参画によりインターンシップ受入規模を拡大するとともに 学生のエントリー検討期間を拡大

大学・学生 業界団体 企業 

・観光関連学部・学科を有する大学 
・その他観光産業へのインターンシップ

各団体の会員企業のうち、インターンシッ
プ受け入れ可能な企業

（社）日本ホテル協会・（社）日本旅行業協会                      
（社）日本ツーリズム産業団体連合会・（社）日本観光協会 

全 旅館 衛 業者組 連 会 全旅連

「全旅連」の参画によりインタ ンシップ受入規模を拡大するとともに、学生のエントリ 検討期間を拡大

受入可能な時期 期間 人数

2・3月 

モデル事業の実施概要を周知（～３／１８） 

会員企業に対して受入意向を確認 （2/14） 

その他観光産業 のインタ ンシップ
参加を希望する大学 全国旅館生活衛生同業者組合連合会（全旅連）

各業界の受入情報を学生に提示、 
学生は参加を検討 

受入可能な時期、期間、人数、
内容を検討し、業界団体へ回答 

 
事前 
調整 各企業の受入情報を大学へ提供 

（3/18） 
（3/23） 

      大学・学生のｱｸｼｮﾝ 
業界団体のｱｸｼｮﾝ

書類選考を実施、 
結果を業界団体に報告 

4～6月 
 

企業 
・ 

学生

書類選考の申込状況を 
各企業へ連絡 

学生の参加希望を集約、 
業界団体あてに提出 

選考結果を各大学 通知

（4/25） 
（4/27） 

     業界団体のｱｸｼｮﾝ 
      企業のｱｸｼｮﾝ 

学生 
ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

選考結果を各大学へ通知

6・7月
大学、企業間で 大学、企業間で 

条

業界団体からの選考結果を 
学生へ通知 

具体的な 

（5/11） 

（6/15） 

6・7月 
個別調整 
事前指導 

実施条件を個別調整 

覚書取り交わし 

誓約書提出/災害障害 
保険・賠償責任保険加入 

実施条件を個別調整

覚書・誓約書 
取り交わし 

7月

実施内容を 
業界団体で 

集約 
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21 
21 

21 

インターンシップ実施 7月 
以降 

22 

秋以降 
事後ﾌｫﾛｰ 

評価・アドバイス実施による成果と課題の共有 



次世代型インターンシップの試行（実施施策④）  

 観光サービスが、「旅行の検討」→「予約・クーポン等の手配」→「目的地への移動」→「目的地での滞在」

といった、一連した行動の流れ全体に価値を提供するものであるという観点から、これらに携わる事業体が
連携し、パッケージ化したインターンシップメニューを提供する。 

消費者行動を基礎として複眼的な視点で観光産業を俯瞰する とで 観光経営 ネジメントに関する理 消費者行動を基礎として複眼的な視点で観光産業を俯瞰することで、観光経営マネジメントに関する理
解を深めることを期待する。 
 平成２３年度は、このタイプのインターンシップを試験的に実施し、参画者へのアンケートなどから、成果
と課題を検証する。と課題を検証する。 

試行イメージ 

１月～ ３～５月 ６月～ 
インターンシップ受入期間 

１１月前半 
８月後半 ９月前半 ９月後半 10月前半 

個別 学生 全体発表会個別 
説明 
＋ 

参画

受入 
条件 
調整

学生

選出 
＋ 

事前

旅行代理
店系企業 

運輸系 
企業

宿泊系 
企業

観光庁 

全体発表会 
＋ 

学生から各受入
企業 の個別参画 

依頼 
調整 事前

指導 
企業への個別

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

※ 各受入先での課題内容はカリキュラムモデルと連動したものとする。これとは別に全体発表会において、観光産業全般に関する提言を発表。 

29 
21 



教育 研究内容の高度化を図るため 観光経営マネジメント分野における国内外の先駆者（教育者 研究者）を

研究・教育者向けセミナーの実施（実施施策⑤）  

教育・研究内容の高度化を図るため、観光経営マネジメント分野における国内外の先駆者（教育者・研究者）を
招聘し、最新の研究をもとにした講義や教育方法に関する講義を行う。 

実施時期 実施場所実施時期

平成２３年９月中旬～１０月中旬 
実施場所 

日本国内５箇所程度（主要３都市・地方都市２箇所を想定） 

カリキュラムリキ ラ

・１回あたり１０コマ程度（観光経営･マーケティング・統計･会計･リスク管理･ＭＩＣＥ・ケースメソッド 等） 
・平日夜間コース１日２コマ×５日程度 or 昼間集中コース１日４・５コマ×２・３日間程度 

講 師 対 象講    師

海外４名（下表）、国内６名を想定 
教授名 大学名 専門分野 備考 

R C ll f H it lit 現役で観光分野の学術研究発表数が一番多く 当分野の世界トップ

対    象 

大学の教育・研究者を中心に、実務者にも開放 

Abraham Pizam 

Rosen College of Hospitality 
Management, University of Central 

Florida 
観光経営 

現役で観光分野の学術研究発表数が 番多く、当分野の世界トップ
クラスの研究者。 
ホスピタリテイ経営分野では世界トップクラスのInternational Journal 
of Hospitality Management編集長。 

Stowe Shoemaker
Conrad Hilton College of Hotel and 

Restaurant Management University of ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ サービスマーケテイング分野の最先端の研究者の一人Stowe Shoemaker Restaurant Management, University of 
Houston 

ﾏ ｹﾃｨﾝｸ サ ビスマ ケテイング分野の最先端の研究者の 人。 

原 忠之 

Rosen College of Hospitality 
Management, University of Central 

Florida 
観光統計 

観光・ホスピタリティ分野では、日本人として唯一の米大学での正規
教員。 
日本での観光経営マネジメント教育普及の必要性の提唱者。 

R C ll f H it lit 第 人者
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Deborah Breiter 

Rosen College of Hospitality 
Management, University of Central 

Florida 
MICE 

MICEの第一人者。
全米で唯一の 学士号プログラムであるBachelor of Science in Event 
Managementを立ち上げた。 



実務者向けセミナーの実施（実施施策⑥）  

大学・団体と観光庁との連携により 以下の通り レベル別の実務者向けセミナーを開催する大学 団体と観光庁との連携により、以下の通り、レベル別の実務者向けセミナ を開催する。

ミドルマネジメント層向け 初級マネジメント層向け 

実施時期
前期：平成２３年７月下旬

成 年夏 秋頃実施時期 前期：平成２３年７月下旬
後期：平成２３年８月下旬 平成２３年夏～秋頃

実施場所 首都大学東京秋葉原キャンパス 東京２回・大阪１回・名古屋１回を予定 

対象 実務者（１０～１５年の実務経験）を中心に、一部教
育・研究者にも開放 

実務者（マネジメント知識初級者）を中心に、一部観光
産業への就業希望者（学生等）にも開放 

５０コマ（１日５コマ×１０日間コマ×２期） 

・１０コマ（１日５コマ×２日間） 
「マ ケティング」「財務」「会計」「統計分析」「人材マ

分野  主な内容  

観光概論  
関係行政機関からの講師による、国・自治体
の観光政策についての講義  

鉄道・航空・旅行・宿泊・飲食・レジャー等、観

内容 
・「マーケティング」「財務」「会計」「統計分析」「人材マ
ネジメント」 等 
・理論講義＋ケースを用いたグループワーク・ディス
カッションの構成 

観光産業論  光関連企業のトップによる、各企業の主要事
業分野の経営に関する講義  

観光経営論  
大学講師・専門家による、経営戦略・マーケ
ティング戦略・ブランド戦略・IT戦略等につい
ての講義

平成２３年度に首都大学東京に開設される「観光経営 平成２２年度にも開催した「観光経営マネジメント研

ての講義

企業管理論  
大学講師・専門家による、「会計管理」「財務
管理」「人材管理」「リーダーシップ」「リスクマ
ネジメント」等についての講義  
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備考 
平成２３年度に首都大学東京に開設される「観光経営
副専攻コース」の一部を、ミドルマネジメント層向けの
内容に編成し、提供する 

平成２２年度にも開催した「観光経営マネジメント研
修」（日本観光協会主催）を、初級マネジメントレベルで
構成し、募集対象も明確にして実施する。 



観光経営マネジメント人材育成推進体制（産学官連携の深化） 

研究分科 
 
 
 

【参加者】企業主管部マネージャー 

人材分科 
 
 
 

【参加者】企業人事部マネージャー(教育･採用) 

必要に応じた連携 

     地域、大学･院研究者、関係省庁 
     ※大きめの規模を想定 

【役 割】共同研究テーマの洗い出し 
     研究者マッチング 

     地域、大学･院教員、関係省庁 
     ※大きめの規模を想定 

【役 割】人材･能力のニーズ･シーズ明確化 
     人材育成方針の策定 

観光庁 
共同研究 

カリキュラ
ム化 

     共同研究ルールの策定 
【テーマ】企業の研究ニーズ 
     大学･大学院の研究シーズ 
     研究者の組み合わせ 

【テーマ】採用時の人材ニーズ 
     実務者の育成ニーズ 
     卒業･科目履修時のスキル保証 
     教員･教材･教育方法開発 

科研費 
申請 

企業 
コンサル

実務者 
セミナー 

企業内 
研修

     研究ルール(費用･権利･義務）等 
【会 議】ＷＧの間に1回程度(自主参加） 

 

     役割分担(費用･権利･義務） 等 
【会 議】ＷＧの間に1回程度(自主参加) 

 
 

コンサル 
等 

研修 
等 

 

観光経営マネジメントＷＧ

 情報共有 
指  揮 

観光経営マネジメントＷＧ
 

【参加者】企業役員クラス・大学学部長クラス・業界団体・関係省庁 ※今年度程度の規模を想定 

【役 割】産学官のリエゾン機能(相互に何が求められているかの情報整理)、連携スキーム構築 
【テーマ】目標設定、先進事例(国内･国外)研究、施策進捗状況、施策検討、連携ルール検討 等 
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【会 議】３か月に１回程度(委員委嘱) 
情報公開 

・普及 
関係省庁
制度調整 等 


