
授業科目名 社会調査演習 

担当教員 西﨑 伸子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

社会調査は、文化人類学・社会学・地理学などの学問分野における基本的な
研究手法である。この授業では、とくに文化人類学的な調査の基本と手法を修
得することを目的とする。まず、授業全体のテーマ、あるいは受講生の関心に
もとづいて、問題設定・仮説構成から、調査の計画・準備、実施(資料・デー
タ収集)、分析に至るまでの調査の流れを示し、質的調査(参与観察・インタビ
ュー)と文献調査の基本的技法が修得できるように演習をおこなう。 

到達目標 
・社会調査に関する考え方・知識を身につける 
・社会調査を企画・実施することができる 
・社会調査を通じて、現代社会の課題を認識し深化することができる   

授業計画 

1.2 授業のガイダンス・フィールドワークとは何か 

3.4 文献研究の技法：① 基礎資料の概要と利用方法、②文献の検索・ 利用方

法、 Web を利用した文献の検索・ 利用方法 

5.6 参与観察の技法：①参与観察とは、②参与観察によるエスノグラフィー 

7.8 インタビュー調査の技法：①インタビュー調査とは、②インタビュー調査

によるエスノグラフィー 

9.10．エスノグラフィーの輪読①、現地調査の準備作業 

11.12 エスノグラフィーの輪読②、現地調査の準備作業、前半のまとめ 

13.14 現地調査の計画発表 

15.16 現地調査の実施 

17.18 現地調査の実施 

19.20 現地調査の実施 

21.22 調査データ(質的データ) の整理法：フィールドノートの整理、調査デ

ータのデジタル化、調査結果を公表する際の問題 

23.報告書およびプレゼンテーション資料の作成方法について 

24.最終プレゼンテーション 

事前･事後 
学習 

配布資料で社会調査およびエスノグラフィーに関する文献リストを提示する。

そのなかから関心があるものを読んでほしい 

テキスト 授業時に資料を配布する 

参考文献 授業時に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業での積極的な貢献（2 割）、報告書（4 割）、プレゼンテーション（4 割）

で評価をおこなう 



 

履修上の注意

履修要件 

社会調査学を同時に履修すること 
調査は授業時間外におこなうことがある。受講人数によっては、グループワー

クをおもにおこなう。コロナ感染症の状況次第で、現地調査の実施は大幅に変

更する可能性がある。それらをふまえて履修すること。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光資源実習 

担当教員 
塩川 太郎 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

但馬地域は海と山に囲まれ、自然の観光資源が充実している。本授業では、海
の観光資源としてスノーケリング体験施設（海コース）、山の観光資源として
スキー場（夏場はキャンプ場として利用）（山コース）にて実習を行う。但馬
地域の自然を利用した観光レジャーを体験するとともに施設の業務に従事す
ることで観光資源の知識及び施設の運営ノウハウやホスピタリティ力を修得
する。 

到達目標 
実習をもとに但馬地域の観光資源の魅力について具体的に述べることができ
る。実習先の海や山の自然環境に関する知識を身に付けると同時にそれらを活
かした観光振興について考えることができるようになる。 

授業計画 

1. 「コース選定」海コース、山コースのどちらか一つのコースを選択する。 

（提携先の事情によりコースは希望に添えないこともある） 

2．「事前講習」実習する施設の基本情報や注意事項など 

3．「実習計画書作成」実習計画書を作成し、学習ポイントを確認する 

4．「実習」 

A)但馬の海コース 

実習施設：竹野スノーケルセンター 

   1 日目：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、目標設定、基礎訓練、レジャー体験 

2～4日目：実習 

スノーケル、カヌー、磯観察の体験プログラム及び施設運営等 

5 日目：目標達成状況等報告、施設長との意見交換 

B)但馬の山コース 

実習施設：県内スキー場施設（キャンプ場等） 

   1 日目：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、目標設定、基礎訓練、レジャー体験 

2～4日目：実習 

キャンプ場、サマーゲレンデ、自然体験プログラム及び施設運営等 

5 日目：目標達成状況等報告、施設長との意見交換 

5．「完了報告書作成・報告会」 
完了報告書を作成し、報告会にて今後の観光振興について意見を述べる 

事前･事後 
学習 

事前：実習施設等を調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成し、報告会を行う。 

テキスト なし 

参考文献 なし 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 



 

履修上の注意

履修要件 

病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
海コースでは一部水中・水上での活動を伴うことがある。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 観光交通業実習 1 

担当教員 
小熊 英国 
中村 敏 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

日本における観光交通産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実
習では、観光立国推進政策の中核的産業である交通産業のうち、鉄道会社、バ
ス会社、航空会社の各施設で実務を遂行することにより、基本的な知識・技能
などの業務遂行力の修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務や予約業務など観光交通サービスの実務を通じて、

観光交通業の仕組みを理解し、地域における観光交通業の役割について理解を
深める。 

到達目標 

将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成の
ため、利用者視点と事業者視点との差異に気付き、観光交通業の業務遂行力の
修得を目標とする。 
・観光交通業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光交通業の基本的業務について、遂行できる。 
・観光交通業の可能性や課題の把握に取り組むことができる。 

授業計画 

駅、バスターミナル、空港などの観光交通業施設において、実習期間 10 日

間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光交通業に

おける顧客対応業務などの実務に従事し、観光交通サービスの業務遂行力を学

修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日に

は施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光交通論を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 観光交通業実習２ 

担当教員 
小熊 英国 
中村 敏 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

日本における観光交通産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実
習では、観光交通業実習１の学修を踏まえ、観光立国推進政策の中核的産業で
ある交通産業のうち、鉄道会社、バス会社、航空会社の各施設で実務を遂行す
ることにより、基本的な知識・技能などの業務遂行力の修得に加え、企画力の
修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務、予約業務のほか、ツアー企画業務などに従事する

ことにより、地域の観光資源を探求し、着地型観光交通や観光地間周遊の現状
と課題を理解し、地域における観光交通業の役割について理解を深める。 

到達目標 

将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成の
ため、観光交通業の企画力の修得を目標とする。 
・観光交通業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光交通業の基本的業務について、遂行できる。 
・観光交通業の可能性や課題を把握することができる。 
・観光交通業の業務内容について、積極的に改善を提案することができる。 
・観光交通業のツアー企画などについて、主体的に取り組むことができる。 

授業計画 

駅、バスターミナル、空港などの観光交通業施設において、実習期間 10 日

間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光交通業に

おける顧客対応業務やツアー企画業務などの実務に従事し、観光交通サービス

の企画力を学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほ

か、最終日には施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光交通論及び観光交通業実習１を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 旅行事業実習 1 

担当教員 
小熊 英国 
高橋 加織 
中村 敏 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

日本における旅行産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実習で
は、観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業のうち、旅行会社の施設で
実務を遂行することにより、基本的な知識・技能などの業務遂行力の修得を目
的とする。 
実習施設では、旅客業務や予約業務など旅行事業サービスの実務を通じて、旅
行業の仕組みを理解し、地域における旅行業の役割について理解を深める。 

到達目標 

将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成のた
め、利用者視点と事業者視点との差異に気付き、旅行業の業務遂行力の修得を
目標とする。 
・旅行業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・旅行業の基本的業務について、遂行できる。 
・旅行業の可能性や課題の把握に取り組むことができる。 

授業計画 

旅行会社の各施設において、実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、旅行業における

顧客対応業務などの実務に従事し、旅行サービスの業務遂行力を学修する。中

間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日には施設長等

との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提出

する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 旅行事業実習 2 

担当教員 
小熊 英国 
高橋 加織 
中村 敏 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

日本における旅行産業は今後の成長が国策的にも期待されている。本実習で
は、旅行事業実習１の学修を踏まえ、観光立国推進政策の中核的産業である旅
行産業のうち、旅行会社の各施設で実務を遂行することにより、基本的な知
識・技能などの業務遂行力の修得に加え、企画力の修得を目的とする。 
実習施設では、旅客業務、予約業務のほか、ツアー企画業務などに従事するこ
とにより、地域の観光資源を探求し、着地型観光事業や観光地間周遊の現状と
課題を理解し、地域における旅行業の役割について理解を深める。 

到達目標 

将来、旅行産業・観光産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成のた
め、旅行業の企画力の修得を目標とする。 
・旅行業の役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・旅行業の基本的業務について、遂行できる。 
・旅行業の可能性や課題を把握することができる。 
・旅行業の業務内容について、積極的に改善を提案することができる。 
・旅行業のツアー企画などについて、主体的に取り組むことができる。 

授業計画 

旅行会社の各施設において、実習期間 10 日間の臨地実務実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、旅行業における

顧客対応業務やツアー企画業務などの実務に従事し、旅行業サービスの企画力

を学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終

日には施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提出

する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

最終発表 50% 、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 旅行事業実習１を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 宿泊業実習１ 

担当教員 

髙橋 伸佳 
中尾 清 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ４単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

人口減少社会においても、わが国の宿泊産業は訪日外国人の増加もあり、宿
泊者数は比較的底堅く推移していく見込みである。しかしながら、中長期的な
観点でみると宿泊産業は慢性的な人材不足を背景に、新たな担い手と生産性の
向上が求められている。加えて、投資ファンドの流入や運営形態の多様化、民
泊事業者の台頭など業界地図が塗り替えられている激変期において、今後も宿
泊産業を持続的に発展させていく新たな対応が必要となっている。 
こうした状況の中、実際の宿泊産業の現場ではどのような管理・運営がなさ

れているのか、課題や改善策は検討しうるのか宿泊施設での現場実習を通して
自ら主体的に検証していく。 

到達目標 

・宿泊産業での現場体験を通じて、宿泊産業の業務を体系的に理解するととも
に、サービスの流れや各部門の関係性について論じることができる。 

 
・宿泊産業における技能（業務遂行力）、志向・態度、コミュニケーション力
といった基本的な力を身に着ける。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊業の実習現場についてのオリエンテーション 

観察・インタビュー技法解説、実習個別目標の設定・記載 

2. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

3. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

4. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、レポート提出 

5. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

6. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

7. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、レポート提出 

8. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

9. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

10. 宿泊業実習③：客室部門、レポート提出 

11. 宿泊業実習④：営業・マーケティング部門、実習・インタビュー 

レポート提出 

12. 実習生発表・まとめ：実習先施設、各部門の概要と機能、オペレーション

体制について発表するとともに、ホテルへの提言をまとめて発表する。 

事前･事後 
学習 

・テキストを事前に通読し、ある程度の専門用語を理解しておくことが必要で

ある。 

・テキストの指定箇所を事前に読み、実習現場における疑問点や実習における

ポイントを整理しておくこと。 

・実習中は部門の研修を終える度にレポートを記載して提出すること。 

テキスト 
・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・「ホテル観光用語事典」日本ホテル教育センター 



 

参考文献 

・「フロント・オフィス・システム＆オペレーション」 

日本ホテル教育センター 

・「宿泊業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「宴会業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「レストラン業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「外客接遇の基礎」日本ホテル教育センター 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（初級）公式テキ

スト第 5版」JTB 総合研究所 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（中級）公式テキ

スト第 4版」JTB 総合研究所 

成績評価 
の 基 準  

レポート（20％）、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度（30％）、

実習発表（50％） 

履修上の注意

履修要件 宿泊産業論を履修していることが望ましい。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄 
各実習施設の部門責任者・管理者には事前に評価表を手交し、実習生に対する

評価をしてもらう。 



授業科目名 宿泊業実習２ 

担当教員 

髙橋 伸佳 
中尾 清 
高橋 加織 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ４単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

人口減少社会においても、わが国の宿泊産業は訪日外国人の増加もあり、宿
泊者数は比較的底堅く推移していく見込みである。しかしながら、中長期的な
観点でみると宿泊産業は慢性的な人材不足を背景に、新たな担い手と生産性の
向上が求められている。加えて、投資ファンドの流入や運営形態の多様化、民
泊事業者の台頭など業界地図が塗り替えられている激変期において、今後も宿
泊産業を持続的に発展させていく新たな対応が必要となっている。 
第２クォーターでの実習した基礎知識をもって、新たな宿泊施設にて実習を

展開する。その際、実習の中で宿泊施設の新たなビジョンを構想しつつ、実現
可能性の高い企画を考案していく実践力を養うものとする。 

到達目標 

・宿泊産業の業務の体系的な理解に磨きをかけつつ、ビジネスモデルを理解し、
課題の発見や業務改善の観点をもって常に業務に取り組む。 

 
・宿泊産業における知識・理解、技能（業務遂行力）、志向・態度、コミュニ
ケーション力に加え、ビジョン形成力、イノベーション力、マネジメント力
の修得にも重きを置く。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊業の実習現場についてのオリエンテーション 

観察・インタビュー技法解説、実習個別目標の設定・記載 

2. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

3. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、実習・インタビュー 

4. 宿泊業実習①：フロントサービス部門、レポート提出 

5. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

6. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、実習・インタビュー 

7. 宿泊業実習②：料飲・宴会部門、レポート提出 

8. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

9. 宿泊業実習③：客室部門、実習・インタビュー 

10. 宿泊業実習③：客室部門、レポート提出 

11. 宿泊業実習④：営業・マーケティング部門、実習・インタビュー 

レポート提出 

12. 実習生発表・まとめ：実習先施設、各部門の概要と機能、オペレーション

体制について発表するとともに、ホテルへの提言をまとめて発表する。 

事前･事後 
学習 

・テキストを事前に通読し、ある程度の専門用語を理解しておくことが必要で

ある。 

・テキストの指定箇所を事前に読み、実習現場における疑問点や実習における

ポイントを整理しておくこと。 

・実習中は部門の研修を終える度にレポートを記載して提出すること。 

テキスト 
・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・「ホテル観光用語事典」日本ホテル教育センター 



 

参考文献 

・「フロント・オフィス・システム＆オペレーション」 

日本ホテル教育センター 

・「宿泊業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「宴会業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「レストラン業務の基礎」日本ホテル教育センター 

・「外客接遇の基礎」日本ホテル教育センター 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（初級）公式テキ

スト第 5版」JTB 総合研究所 

・日本の宿おもてなし検定委員会「日本の宿おもてなし検定（中級）公式テキ

スト第 4版」JTB 総合研究所 

成績評価 
の 基 準  

レポート（20％）、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度（30％）、

実習発表（50％） 

履修上の注意

履修要件 宿泊産業論を履修していることが望ましい。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄 
各実習施設の部門責任者・管理者には事前に評価表を手交し、実習生に対する

評価をしてもらう。 



 

授業科目名 海外実習 A 

担当教員 

塩川 太郎 
桑原 浩 
姚  瑶 
高橋 加織 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

台湾の提携大学にて３週間の海外実習を行う。１週目には、実習に必要な中国
語の講習や台湾の文化体験、ホームステイなどを行い、台湾の習慣や言語を学
んで実習に備える。２週目及び３週目は台中市内のホテルにて実習を行い、海
外における観光施設での経験を積む。また休日等を利用し、台湾の観光地を見
学し、台湾の観光文化への理解を深める。 

到達目標 
海外において観光業の実務経験を積むことで、グローバルな視野を持つ国際的
社会人となることを目指す。また、中国語を学び、その文化を体験することで、
国内において中華圏からの訪日観光客への対応ができるようになる。 

授業計画 

提携大学の協力で、海外実習を行う。 

宿泊先：提携大学内の学生寮及びホームステイ 

期間：２～３月の３週間 

1．(出発前)「事前講習」実習先の情報や安全対策等の講習、 

目標設定、実習計画の作成、初級中国語・台湾語講座 

2. (第一週目)「中国語学習、台湾文化体験」提携大学で中国語や文化を学ぶ 

3. (第二週目)「観光宿泊施設実習」台湾のホテルで実習 

4. (第三週目)「観光宿泊施設実習」台湾のホテルで実習 

（実習中は毎日、実習日誌を作成し、担当教員に報告を行う。） 

5. (帰国後)「完了報告」完了報告書の作成、報告会 

     （報告会には 1年次にも参加を促し、来年度の実習の参考にする） 

事前･事後 
学習 

事前：実習地について調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成（毎日、学んだこと、気付いたことなどを記録する） 

テキスト なし 

参考文献 なし 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 

履修上の注意

履修要件 

海外実習は、異なる文化圏での活動となるため、相手の文化や習慣を尊重し、 
危険な行為を行わないように注意して参加すること。 
病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
「中国語」を履修していることが望ましいが、履修していない場合でも英語等

の外国語コミュニケーション能力があれば参加可能である。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 ホスピタリティ実習 

担当教員 
髙橋 伸佳 
小熊 英国 
高橋 加織 

必修の区分 選択 

単位数 ８単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

顧客の気持ちを動かす満足度向上を組織として実現するかについて、観光サ
ービスの視点から臨地にて実習を行うことにより学ぶ。 
実習施設では、接客業務を内容とする業態であるテーマパーク及びリゾ

ート施設において、定型的なサービスの提供にとどまらず、主として人に
よるおもてなしを手段とする価値創造の重要性を理解し、サービスの担い手と
しての創意工夫を引き出す観光サービスの業務遂行力を修得する。 
また、観光サービスマネジメントの仕組と役割を理解し、現場が直面する課

題と解決策について理解を深める。 

到達目標 

将来、観光サービス産業において経営者等中核的な役割を担う人材育成のた
め、観光サービス業としてのテーマパーク及びリゾート施設の役割や可能性を
理解し、観光サービスの業務遂行力の修得を目標とする。 
・観光サービスの役割、実務の流れについて理解し、説明できる。 
・観光サービスの基本的業務について、遂行できる。 
・観光サービスの可能性や課題を把握することができる。 
・観光サービスの業務内容について､積極的に改善を提案することができる。 

授業計画 

「観光サービスマネジメント論」で学んだ理論を用い、実際の応用例を学ぶ

ことで理論への理解を深める。観光サービス業としてのテーマパーク及びリゾ

ート施設の役割や可能性を理解し、観光サービス産業に必要な接遇やビジネス

スキルを修得するとともに、施設のブランディング戦略も修得するため、８週

間にわたり実践的な職業に従事する実習を行う。 

実習施設において、基礎訓練の後、実習指導者の指導のもと、観光サービス

施設における顧客対応業務などの実務に従事し、観光サービスの業務遂行力を

学修する。中間地点及び最終日には、学生による報告を実施するほか、最終日

には施設長等との意見交換を行う。 

実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

事前学修として、実習施設を調査し、実習計画書を作成すること。 
事後学修として、完了報告書を作成すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

完了報告書 50% 、実習への取り組み姿勢や日報の内容など実習態度 50%  

履修上の注意

履修要件 観光サービスマネジメント論を履修済であること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 観光プロモーション演習 

担当教員 髙橋 伸佳 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

マーケティング・ミックスの一つであるプロモーション。あくまでもプロモ
ーションは単体で成立するものではなくマーケティングプロセスの一環であ
ることを理解しておく必要がある。こうした前提に基づき、本演習では企業や
行政、観光業界で実際取り組まれているマーケティングプロセス全般を学習し
た上で、新たな観光プロモーション手法を検討する講義とする。 
講義においては、企業等の講師を大学に招聘し、観光プロモーション方策の

立案を大学内にて演習形式で展開する。その中で、地域に根差した観光協会、
DMO 等の役割を知り、新たなプロモーション方策を具体的に作成していく。 

到達目標 ・観光協会、DMO 等の立場における観光プロモーション作成能力の修得を目指
す。 

授業計画 

演習期間：8 日間（設問、基調講義、演習指導、講評）で構成 

 

・1～2 日目：オリエンテーション、設問、基調講義、演習 

 

学生自習（現地調査・課題分析） 

 

・3～4 日目：演習、演習指導 

 

学生自習（中間案作成） 

 

・5～6 日目：演習、中間案提出、中間案に対する指導 

 

学生自習（最終案作成） 

 

・7～8 日目：演習、最終案発表会、意見交換、講評 

事前･事後 
学習 

・授業開始後は、学生側の自習を必須とする。 

テキスト ・各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 

・グロービス経営大学院「改訂 4版グロービス MBA マーケティング」ダイヤモ

ンド社（2019） 

・フィリップ・コトラー、ジョンボーエン・ジェームス・マーキンズ「コトラ

ーのホスピタリティ＆ツーリズムマーケティング（第３版）」、ピアソン・エデ

ュケーション（2003） 

・牧田幸裕「デジタルマーケティングの教科書」東洋経済新報社（2017） 



 

成績評価 
の 基 準  

出席・授業参加態度（50％）、最終レポート（50％） 

履修上の注意

履修要件 
・マーケティングプロセスを積み上げていく形で観光プロモーション方法を習

得する演習となっているので、授業に欠席した際は補講を受けること。 

実践的教育 
観光分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 デスティネーション実習 

担当教員 

大社 充 
桑原 浩 
髙橋 伸佳 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

大学が所在する豊岡市近郊には、情緒あふれる町並みが人気の城崎温泉や城下

町の面影を残す出石町、天空の城とよばれる竹田城跡といった人気観光地が点

在している。本実習では、これら大学近郊の観光地の行政機関や第三セクター、

観光協会などの民間事業者といった機関のなかから、学生にとって適切な実習

先を選んで２週間程度の職業体験を行う。観光現場での体験をとおして観光系

の職業についての理解を深めることを目的とする。 

到達目標 

学生にとっては漠然としたイメージでしか認識されていない観光系事業

について、実践的な職業体験を通して、その業種業態の意義や事業の仕組

み、それら職業の価値について学ぶことで、観光系の職業に対する認識を

深め、将来の進路についても考える契機を得ることを目指す。 

授業計画 

1 日目「オリエンテーション・目標設定・基礎訓練・実習」   
2 日目～5 日目 実習「現状分析・課題解決策検討」 
6 日目 実習「中間報告（教員同席）」 
7 日目～9 日目 実習「新規事業作成」 
10 日目「目標達成状況等報告会・施設長との意見交換（教員同席）」 
 
実習中は当日の業務内容等を記載した日報を担当教員及び実習指導者へ提

出する。 

実習後には、完了報告書を提出し、教員による指導を受けることとする。 

事前･事後 
学習 

職業体験として働いてみたい業種や職種に関して、事前に予備学習しておくこ

とで、現場実習への導入がスムーズになり効果的な学習体験となります。 

テキスト 特になし 

参考文献 実習先に合致した参考文献を適宜、紹介する 

成績評価 
の 基 準  

実習レポート（40％）、実習への取り込み姿勢や日報の内容など実習態度

（40%）、報告会（20％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 観光情報演習 

担当教員 野津 直樹 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

近年の情報技術の発達にともない、従来の情報処理技術では扱うことができな
かった様々なデータがビッグデータと呼ばれ、社会・経済の問題解決や業務の
付加価値向上に役立てられるようになった。ビッグデータは観光業界でも活用
が始まり、これまで熟練者の勘と経験則で立案されてきた観光施策が、現在で
は意外なデータから発見されたり、データによって効果を確認したりできるよ
うになっている。本演習では、観光業界で近年よく使われているデータの種類
を知り、その活用法を実践的に学び、オンラインで得られない情報を実地で収
集して補いながら、データを活用した観光施策の立案に挑戦する。 

到達目標 
・官民がオンライン公開する観光統計情報サイトを知り、自分で操作できる 
・公開された観光情報を分析し、観光課題の仮説を論理的に立てられる 
・客観的なデータに基づいた観光施策を立案し、プレゼンできる 

授業計画 

１． 統計情報利用の意義とデータリテラシー 

２． 世界の観光統計情報と日本の観光 

３． 日本の観光統計情報を見てみよう 

  （日本政府観光局「日本の観光統計データ」の紹介） 

４． 「日本の観光統計データ」分析演習、グループディスカッション 

５． 地域の観光統計情報を見てみよう 

  （豊岡観光イノベーション「リサーチラボ」の見方） 

６． 「リサーチラボ」分析演習、グループディスカッション 

７． 地方創生にビッグデータを役立てよう(1) 

  （地域経済分析システム「観光マップ 国内」の見方） 

８． 「観光マップ 国内」分析演習、グループディスカッション 

９． 地方創生にビッグデータを役立てよう (2) 

  （地域経済分析システム「観光マップ 外国人」の見方） 

10． 「観光マップ 外国人」分析演習、グループディスカッション 

11. 地方創生にビッグデータを役立てよう (3) 

  （地域経済分析システム「人口マップ」の見方） 

12.  「観光マップ 外国人」分析演習、グループディスカッション 

13. 地方創生にビッグデータを役立てよう (4) 

  （地域経済分析システム「まちづくりマップ」の見方） 

14.  「まちづくりマップ」分析演習、グループディスカッション 

15． ビッグデータで観光マーケティングを考える 

  （日本観光振興協会「観光予報プラットフォーム」の見方） 

16. 「観光予報プラットフォーム」分析演習、グループディスカッション 

17． ビッグデータで訪日外国人観光のトレンドを知る (1) 

  （ナイトレイ社「inbound insight」の見方） 

18. 「inbound insight」分析演習、グループディスカッション 

19． ビッグデータで訪日外国人観光のトレンドを知る (2) 

  （ナビタイムジャパン社「インバウンドプロファイラー」の見方） 

20. 「インバウンドプロファイラー」分析演習、グループディスカッション 



 

21． 統計情報を自分で分析し、仮説を立ててみよう 

22． 立てた仮説が確かなものか、現地で調べてみよう 

23． 現地で調べたデータを、自分で集計してみよう 

24． 仮説を元に、これから自分ができることをまとめよう 

 
 

・授業で紹介した観光情報を活用し、自身が発見したことをまとめたミニレポ

ートを提出すること。 

テキスト 
・特に指定しない 
・各回の授業において資料を配付する 

参考文献 ・各回の授業において適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

ミニレポート（70％：各 10％×全 7 回）、最終発表（30％）により評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
観光分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 観光プロジェクト立案演習 

担当教員 大社 充 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

一般的に観光系事業は、商品・サービスの開発、それら商品・サービスの販売、
そして顧客対応を行い、資金収支を管理しながら営まれる。大学が所在する豊
岡市には、城崎温泉・竹野海岸・出石町・神鍋高原といった観光地が点在して
いるが、本演習では近郊の観光地において、学生のアイデアによる観光系商
品・サービスの企画開発を行い、マーケティング活動や来訪客の受け入れまで
の一連の業務を体験することで観光サービスの実際を学ぶことを目的とする。 

到達目標 

観光系事業の商品・サービス提供における一連の業務プロセスを体験すること
により、観光系事業がいかに運営されているのかについて理解を深める。さら
に商品・サービスの企画開発および事業計画の作成などを通して、商品・サー
ビスの企画立案を行い事業運営の際に必要となる基礎知識の習得を目指す。 

授業計画 

1 日目～2 日目「オリエンテーション・設問・基調講義・演習」 
（学生はフィールドにでて自主学習を行う） 
3 日目～4 日目「演習・演習指導」 
（学生は中間案を作成する） 
5 日目～6 日目「演習・中間案提出・中間案に対する指導」 
（学生は最終案を作成する） 
7 日目～8 日目「演習・最終案発表会・意見交換・講評」  

事前･事後 
学習 

本演習に向けて、常日頃から観光系の商品・サービスに関して、各自の興味関

心を高めておいてもらうことで、よりよい成果を生むことに繋がる。 

テキスト 特になし 

参考文献 大社充『体験交流型ツーリズムの手法』学芸出版社・2008 年 

成績評価 
の 基 準  

事業構想力（30％）、事業計画の精度（30％）、行動力と交渉力（40％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
観光分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  


