
授業科目名 観光政策論 

担当教員 中尾 清 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

「観光政策とは、国や地方自治体が観光事業の適切な効果を挙げることを
目的として、観光事業の振興を図るための諸方策である。 他方、観光行
政は、観光政策の理念に基づき、政策を具体化する行為である」（小谷達
男『観光事業論』1994 年）と定義づけされている。このように、観光政策
と観光行政は、“車の両輪”の関係にある。本講義は、主として国と地方
公共団体の観光行政・政策及び地域の観光まちづくりについて学習し、21
世紀における観光政策のあり方・進め方を探ることを目的とする。 
 

到達目標 

到達目標 1：本講義で、この「観光」全般にわたって「理論・政策・歴史」と「実

践・実務・実際」の基礎が理解出来る。 
到達目標 2：本講義で、国や地方公共団体における観光政策のあり方や地

域の官民協働による観光まちづくりを学習し、その方向性を探る能力を身に

つけることができる。 
到達目標３：以上を踏まえて、観光学の基本、観光政策や地方創生、地域

における観光まちづくりの考え方・進め方を修得できる。 
 

授業計画 

１．はじめに 本授業の目的と進め方を説明する。「国や地方観光行政・

政策とは、何か」など、主要な概念を説明する。「観光とは何か」「観光学

とは何か」など、観光の概念と観光の諸効果について概説する。 
２. 観光政策の基本法など 
日本国憲法、地方自治法、観光立国基本法などや「ＯＳＡＫＡ観光宣言」

などを概説する。 
３．観光行政・政策と観光まちづくりの方向性 
「住んで良し。訪れて良し」のまちづくりとは何か、を概説し、地方観光

行政と政策の役割を概説する。 
４．観光まちおこし、まちづくり、まち磨き、まち育て 

足助、吉野、対馬、豊岡（コウノトリ）などの事例を紹介し、「ブラ

ンド」づくりと観光まちづくりについても論及する。 
５．祭を活かした観光政策と地域の活性化 

長崎くんち“鯨の潮吹き”と堺・出島浜“鯨祭り”を事例として、その役割

を概説する。 
６．地域の歴史を活かした観光まちづくりと日韓国際交流政策のあり方 

大阪地域を中心として、世界遺産などの歴史遺産を活かした“共生”の観

光まちづくりにも触れる。 
７．グリーンツーリズムからスローシティのまちづくり 

グリーンツーリズムやそれをさらに発展させたスロータウン・スロー

シティの地域づくりについて、概説する。 
８．戦前における観光行政・政策入門 

戦前における大都市観光行政について、京都・大阪・横浜・神戸市の

事例をとらえて、比較して概説する。 



９．戦後における観光行政・政策入門 
戦後の地域経済の変化を踏まえて、観光行政・政策がどのように変化

してきたか、概説する。 
10．近年における観光行政・政策入門  
「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の展開と「MICE」 産業の振興に

ついて概説する。 
11、わが国の「観光立国政策」の現状と「新・観光戦略」の検証 
 訪日外国人観光客の着実な増大を踏まえたわが国の「新・観光戦略」は

新型コロナウイルスの蔓延により達成は困難になっているが、今後いかに

乗りきるか、検証し、将来展望を論じる。 
12．日本における平和観光の現状と展望 
「Tourism , Passport  to  Peace（観光は平和へのパスポート）」の理念

のもとに、21世紀における世界平和およびその積極的推進方策としての観

光政策を展望する。 
 

事前･事後 
学習 

授業には、必ずテキストを持参すること。授業を受けて、さらに理解を

深めるため復習すること。 
 

テキスト 
中尾 清『地方観光政策と観光まちづくりの展開』（晃洋書房）ISBN 
978-4-7710-2410-6 
 

参考文献 中尾 清『都市観光行政論』(たいせい) ISBN 924837-20-２ 
 

成績評価 
の 基 準  定期試験（70％）、小テスト・感想文（30％：出席が前提） 

履修上の注意

履修要件 
1 テキストを使用する。一部「講義資料」を配布する。 

授業計画は、ほぼ目次通りで進める。必ず予習をすること。 
2 予習・復習のポイントは、授業中にアドバイスする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  

 



 

授業科目名 観光交通論 

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 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

観光について考える際、交通は重要な要素のひとつである。本講義では、現代
の我々にとって馴染み深い観光の成立に、交通の発展がどのように関わってき
たのか、世界・日本・但馬それぞれの歴史に触れながら概説する。その上で、
現在の但馬観光にあたって人々が利用することのできる交通手段の現状を詳
しくまとめ、その強みや利点を知るとともに、課題と改善策についても検討し、
受講者一人ひとりが自分なりの意見を自身の言葉でまとめていく。 

到達目標 

・観光と交通の関係について、その歴史を踏まえて説明することができる。 
・但馬地方を訪れる観光者がどのような交通手段を利用できるか説明できる。 
・但馬地方の観光交通が抱える課題を見つけ、その改善案を自身の言葉で 
 表現、提案できる。 

授業計画 

１． 観光とは何か 〜観光の誕生と交通〜 

２． 交通史と観光 (1)世界編 

３． 交通史と観光 (2)日本編 

４． 交通史と観光 (3)但馬編 

５． 但馬観光と交通 (1)鉄道編 

６.  但馬観光と交通 (2)バス編 

７． 但馬観光と交通 (3)道路編 

８． 但馬観光と交通 (4)空港・港湾編 

９． モビリティ・マネジメントと観光 

10． 交通マーケティングと観光 

11． インバウンド観光と交通 

12． 交通の未来と観光の未来  

事前･事後 
学習 

・毎回の授業で学んだ内容の中から、自身が特に関心を持ったキーワードに 
 ついて詳しく調べ、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（60％：各 5％×全 12 回）、定期試験（40％）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 ニューツーリズム論 

担当教員 
西﨑 伸子 
髙橋 伸佳 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

本講義では、従来型の物見遊山的な大衆観光（マスツーリズム）がもたらす弊
害を克服する目的で生じた、また、テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を
取り入れた「新しい観光」（ニューツーリズム・オルタナティブツーリズム）
の展開過程を紹介する。とくに、日本を含む主要観光国における観光形態が多
様化していることを体系的に把握できるように、具体的な事例（エコツーリズ
ム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、スポーツツーリズム等）を用い
て示す。自然との共生・調和やオーバーツーリズムなど、ニューツーリズムの
発展にともなって新たな課題についても検討する。オムニバス形式（一部共同）
で講義し、今後の観光政策の進むべき方向性について受講生が考え、議論でき
るようにする。 

到達目標 

① 日本を含む主要観光国における「新しい観光」の動向・産業としての可能

性と課題・政策と制度に関する動向を理解できる。 
② 諸外国と比較した上で、日本の観光政策における「新しい観光」のあり方

について考察し、自分の言葉で説明することができる。 

授業計画 

1. ガイダンス：講義概要の説明（西﨑・高橋） 

2.「新しい観光」の基本的理解Ⅰ：マスツーリズムからオルタナティブ・ツー

リズムへの歴史的展開（高橋） 

3.「新しい観光」の基本的理解Ⅱ：持続可能な開発、ゲスト‐ホスト論、文化

の真正性、ホスピタリティ、ジェンダーなど（西﨑） 

4.国際観光における「新しい観光」動向（海外）：世界の潮流、世界観光客到

着数及び収入などの統計分析を用いた議論（西﨑） 

5.国際観光における「新しい観光」の動向（国内）：日本の潮流、観光客到着

数及び収入などの統計分析を用いた議論（高橋） 

6.エコツーリズム（国立公園、野生動物、二次的自然、地域住民）（西崎） 

7.エスニックツーリズム（民族文化、住民参加型、写真）、ヘリテージツーリ

ズム（世界遺産、文化財保護法、無形文化財）など（西﨑） 

8. ボランティアツーリズム：負の遺産、体験・交流型学習（西﨑） 

9.グリーンツーリズム：歴史と概念・定義、農山漁村余暇法、都市と農村漁村

の共生・対流、国内外の取組み事例（高橋） 

10．ヘルスツーリズム：歴史と概念・定義、健康寿命延伸産業（経済産業省）、

ヘルスツーリズム認証制度、自然療法、健康学的効果、国内外の取組み事例（高

橋） 

11．スポーツツーリズム：歴史と概念・定義、推進基本方針（観光庁）、スポ

ーツによる地域・経済の活性化（スポーツ庁）、東京オリンピック・パラリン

ピックレガシー、国内外の取組み事例（高橋） 

12.授業内容のまとめと議論とまとめのテスト（西﨑・高橋） 

事前･事後 
学習 

・普段から授業内容に関心をもち、さまざまな情報を収集し、読み解くこと 
・毎回の授業テーマ（各ニューツーリズム）に関連したキーワードについて事

前に文献等で学習しておくこと。 



 

テキスト 授業時に資料を配布する 

参考文献 

大橋昭一他編「観光学ガイドブック」（2014）ナカニシヤ出版 

山下晋司編「観光学キーワード」（2011）有斐閣双書 

須藤廣，遠藤英樹著「観光社会学 2.0 拡がりゆくツーリズム研究」（2018）福

村出版 

髙橋伸佳「交流がつくる健康なまち～ヘルスツーリズムによるヘルスケアビジ

ネスまるわかり」JTB パブリッシング（2019） 

多方一成「グリーンライフ・ツーリズムへの創造―ニューツーリズムと着地型

ツーリズム」芙蓉書房出版（2013） 

原田宗彦「スポーツ都市戦略：2020 年後を見すえたまちづくり」学芸出版社

（2016）に加えて、授業時に適宜参考書籍を紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し Google Classroom 等で提

出する（50 点）。 

・授業の最終回に「まとめのテスト」をおこなう（50点）。 

・その他：毎回出席をとる。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光経営学 

担当教員 高橋 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

経営学が特に研究対象とするのは「企業」や「会社」と呼ばれる組織であり、
経営学の理解はマネジメントを行うための第一歩である。観光においても、
我々に情報を提供し予約・決済の役割を担う旅行会社、居住地から観光地まで
スムーズに運んでくれる航空会社や鉄道会社、ゆっくりと温泉につかって美味
しい食事に舌鼓をうつ旅館、その土地ならではの経験をさせてくれるアクティ
ビティ提供会社などが存在する。こうした企業のトップは組織をどうつくり、
社員のやる気どうやって維持しているのだろうか。 
この講義では経営学を概観し、基礎的な理論や知識、フレームワークを観光

関連企業にあてはめながら講義する。 

到達目標 
１．経営学の基礎的な理論や知識を理解する 
２．観光関連企業の経営に関する理論や知識を身につける 
３．観光関連企業の現状と課題を知り、その解決の方向性について理解する 

授業計画 

１．観光経営の基礎－ヒト・モノ・カネをどう扱うか 

２．サービス経営のマネジメント 

３．経営戦略と競争戦略－組織経営の理念と戦略の設計－ 

４．授業 3の議論をもとにケースの紹介（スターバックスなど） 

５．第三セクター（地方公私合同企業）のマネジメント 

６．授業５の議論をもとにケース紹介（DMO など） 

７．インセンティブシステムとリーダーシップ 

８．授業７の議論をもとにケース紹介（黒川温泉、ハウステンボスなど） 

９．サービス人材のマネジメント 

10．授業 9の議論をもとにケース紹介（リッツカールトン大阪など） 

11．レジャー企業の多角化のマネジメント 

12．授業 11 の議論をもとにケース紹介（温浴施設・カラオケなど） 

事前･事後 
学習 

予習：参考文献から対応ページを連絡するので、一読しておくこと。 
復習：講義資料のキーワードを再度学びなおしておくこと。 

テキスト 毎回講義資料を準備する。 

参考文献 
加護野忠男、吉村典久編著『１からの経営学第 3 版』2021 年、碩学舎 
伊藤宗彦、髙室裕史編著『１からのサービス経営』2010 年、碩学舎 
岡本伸之編著『観光経営学』2013 年、朝倉書店 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 70％、授業中課題 30％ 

履修上の注意

履修要件 観光事業概論の受講を前提とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光産業分析 

担当教員 高橋 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

観光立国推進基本法では、観光立国の実現のために、観光産業における国際競
争力の強化を４つの柱の内の一つに据えている。そして、そのためには人材の育
成が必要であることを指摘している。各種の観光産業が求める人材として必要
な知識と理論とはなにかを、各種の観光産業のビジネスモデルを分析すること
で理解をしていく。 
この講義では、観光産業の中核を担う業界を中心に、その事業の本質と事業展

開、及びイノベーションによるビジネスモデルの変化について言及する。その分
析の中からビジネスモデルの優劣の判断基準、設計の思想を導き出していくと
ともに、そのビジネスモデルがなぜうまくいっているのか、あるいはなぜうまく
いかないのかを各種の理論をもとに分析する。 

到達目標 

今後 2 年生以降で受講する観光関連産業の講義及び実践的教育のための入り口
となるビジネスモデルの知識と理論を身につける。 
１．観光関連産業にかかわる理論を身につける 
２．ビジネスモデルの優劣の判断、設計の思想を知る 
３．観光関連産業と地域の観光事業のビジネスモデルの実例を知る 
４．自ら志望する観光産業への志望理由を明確にしていく 

授業計画 

１ ビジネスモデルとはなにか。身近なコンビニエンスストアから考える 
２ 授業１の議論をもとに理論解説(ビジネスモデルの優劣の判断、設計の思想） 
３ ケーススタディ）世界のレストランを即時予約するオープンテーブル 
４ 授業３の議論をもとに理論解説（リーン消費） 
５ ケーススタディ） 観桜期の吉野山の大渋滞の解消 
６ 授業 5 の議論をもとに理論解説（観光における共通価値の創造） 
７ ケーススタディ）ローコストキャリアは「安かろう悪かろう」なのか 
８ 授業７の議論をもとに理論解説（ショストックの分子モデル） 
９ ケーススタディ）集客施設の欠点をなくしたキッザニア 
10 授業９の議論をもとに理論解説（集客施設の繁閑運営管理） 
11 ケーススタディ）アライアンスがもたらす新たな価値（レガシーキャリア） 
12 授業 11 の議論をもとに理論解説（範囲の経済性） 

事前･事後 
学習 

予習内容：教科書の指定の章を読み、分からない語句や理解しづらい箇所を抜き

書きしておくこと 
復習内容：授業で指示する箇所、内容について復習すること 

テキスト 
石井淳蔵、高橋一夫編著『観光のビジネスモデル』学芸出版社（2011 年 12 月

刊） 
参考文献 講義の中で指示をする。 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 70％、授業中課題 30％ 

履修上の注

意履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
毎回、60 分授業を 2 回連続で理解を深めるため、ケーススタディと理論解説を

セットで受講すること。 



 

授業科目名 旅行産業論 

担当教員 小熊 英国 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

日本における旅行産業、特にインバウンドは今後の成長が期待されてる。 
本科目では、観光立国推進政策の中核的産業である旅行産業を取り上げ、旅行
市場の現状、旅行会社の経営、営業販売、商品造成、関連ビジネスなどの実例・
実態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の現状、経営及びマ
ーケット特性なども概観し、そのうえで、法人旅行、個人旅行、グローバル事
業について講義し、あわせて旅行産業の各分野に関する課題整理と将来を展望
する。 

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の育成を
目標として、主に旅行産業の現状と課題、将来への展望などを理解する。   

授業計画 

１．オリエンテーション 

２．ツーリズム産業について 

３．海外旅行商品企画（事例 JALPAK，JTB LOOK 等 ） 

４．インバウンドツーリズム（事例 京都 FUJITAYA ル等） 

５．ホテルビジネス（事例 マリオット等） 

６．MICE とビジネストラベル 

７．地域交流ビジネス  

８．クルーズ商品について（事例 飛鳥Ⅱ） 

９．旅行産業のサービスコンセプトついて 

１０．旅行産業商品の企画造成 

１１．旅行産業商品の 4P等について 

１２. 総括 

事前･事後 
学習 

前回の授業内容を復習し、授業に臨むこと 

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  

定期試験 50% 、発言・ディスカッションンの質・量等授業態度 50% 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 宿泊産業論 

担当教員 
髙橋 伸佳 
高橋 加織 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

わが国における宿泊施設は全国に 82,150 施設存在する（厚生労働省,平成 30
年）。施設数は平成 20 年から 30 年の間に 2.7％減少した。内訳でみると、旅
館は倒産傾向が続き 24％もの減少となってきた半面、ホテルは 8.3％の増加、
簡易宿泊所は 40.8％もの増加を示すなど業界におけるプレイヤー構成そのも
のが大きく変化してきている。こうした中、宿泊業界においては、生産性向上
や人材確保が急務な状況であるほか、訪日外国人旅行者の急増に伴い、Wi-Fi
環境整備、ホームページの多言語化、クレジットカードの対応、多言語表示ツ
ールなどの整備が市場から求められるなど課題山積である。加えて、民泊新法
（住宅宿泊事業法）が平成 30 年より施行され業態の多様化が進展している。
本講義では、宿泊産業の全体俯瞰と各機能の理解とともに、産業構造の変化に
即した現状と課題、未来の在り方にして議論していく。 

到達目標 

・マーケティングの基礎的な理論を踏まえて、ツーリズム産業における宿泊 
産業の役割や重要性を説明することができる。 

・ホテルの部門毎の役割と運営・管理を説明することができる。 
・宿泊業の課題点を抽出し、あるべき姿を構想することができる。 

授業計画 

1. ガイダンス、授業の進め方 

宿泊産業はどのような産業か？思い出に残った宿泊体験は？ 

サービスの分類、サービス品質、宿泊施設の種類 

2. 宿泊産業の歴史と旅館業法、現在の主要プレイヤー勢力図 

3. ホテル事業の概要（事業モデル、組織図、運営形態、収益構造） 

4. ホテル各部門（宿泊、料飲・宴会、ブライダル）の運営と管理、事例研究 

5. ホテルマーケティング 

6. ホテルのホスピタリティの基本とコンシェルジュの役割 

7. 旅館事業の概要（事業モデル、組織図、運営形態、収益構造） 

8. 旅館ならではの価値と女将さんの役割 

9. インバウンドマーケティング 外国人旅行者に対応した取り組み 

10. 新しい宿泊産業「民泊」 民泊新法と新しい滞在スタイル 

  履修者討論 民泊推進は宿泊産業にとって是か非か？ 

11. 履修者討論、まとめ  

・但馬地域の宿泊産業、訪日外国人旅行受入れ促進策について 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワードについて事前に文献等で学習するこ

と。 
・毎回の授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 

テキスト 各回の授業において配布する。 



 

参考文献 

・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） 

・「ホテル概論 第 5版」JTB 総合研究所（2016） 

・仲谷秀一、テイラー雅子、中村光信「ホテル・ビジネス・ブック（第２版）」

中央経済社（2016） 

成績評価 
の 基 準  

授業参加態度（30％）、レポート（40％）、定期試験（30％） 

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 エリアマネジメント論 

担当教員 
佐藤 善信 
髙橋 伸桂 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

 一般に、エリアマネジメント（ AM ）は、「地域における良好な環境や地域
の価値を維持・向上させるための住民・事業主・地権者等による主体的な取り
組み」と定義されている。 AM 活動は、地域特性を重視し、地域価値を高め
ることを目的として展開されている。 AM の課題としては、活動のための財
源の確保、組織化の課題、そして活動を維持・拡大するための専門の人材の確
保の３つが挙げられている。本講義では、主として観光を含む AM の様々な
事例をベースにして、受講生が地域の特性に応じた最適な AM 活動を理解
し、組織の一員として的確に状況を分析・判断し活動できるようにする。 

到達目標 

  講義内容で説明した AM の３つの課題の理論的内容と各地で行われてい
る様々な事例を取り上げ、３つの課題の本質的な性格を理論的に把握し、それ
をベースにして AM の具体的プロセスを理解し、組織の一員として３つの課
題を解決するための方策を立案、活動できることを到達目標としている。取り
上げる事例は、佐藤が経営アドバイザーとして参画している（株）東邦レオ（屋
上緑化事業で有名）の各地域での試みや髙橋が観光を中心とした具体的な開発
や事業運営にかかわった事例を中心に取り上げる。 

授業計画 

１ 東邦レオがかかわっている AM の事例 
 （宗像市の日の里団地のリノベーションのケースなど）をベースにして、AM
の３つの課題を具体的に考察する①（佐藤） 
２ 同上②（佐藤） 
３ 同上③（佐藤） 
４ フリーマン理論に基づく「利害関係者志向の経営」を学ぶ（佐藤） 
５ エドモンドソン理論に基づく「境界を越えたチーム形成」を学ぶ（佐藤） 
６ 豊岡市竹野町（たけの観光協会）の事例（髙橋） 
７ 熊本県荒尾市ウエルビーイングスマートシティの事例（髙橋） 
８ 養父市ニューツーリズム事業（アドベンチャー＆教育）の事例（髙橋） 
９ 豊岡市ヘルス＆スポーツツーリズム事業の事例（髙橋） 
10 豊岡市宵田商店街（カバンストリート）の事例①（佐藤） 
11 グループワーク：カバンストリートの事例②（佐藤） 
12 VUCA 時代の AM について学ぶ（佐藤） 

事前･事後 
学習 

ケースを事前に配布する場合がある。その場合は、ケースの課題に従ってケー

スを分析してくること。授業中にケースについてのディスカッションをするの

で、自分の発言用の分析結果のメモを作成すること。授業後には、講義内容を

踏まえてケースについての分析レポートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 授業中に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（40%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（40%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光社会学 

担当教員 岡本 健 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

本講義は、観光社会学の知識や考え方を身につけ、それを応用して文章で表
現できるようになることを目標としている。 
授業全体は大きく二つのパートに分かれている。前半(第 1回～第 6回)は、

観光社会学に関する知識（研究枠組み、理論など）を身につけるパートである。
後半（第 7回～第 12回）は、観光社会学の分析手法とそれを用いて得られた
成果を学ぶことで、応用力を身につけるパートである。 
受講生は前半と後半を合わせて学ぶことで、自分自身が興味、関心を持った

テーマについて、授業で得られた知識を応用して分析、考察した結果を最終レ
ポートに結実させる。 

到達目標 

本講義の到達目標は以下の 3点である。 
 
① 観光社会学の理論や考え方、分析手法などの知識を習得すること 
② それを応用して実際の社会における観光事例を分析、考察すること 
③ その結果を文章で表現できるようになること 

授業計画 

１．観光社会学とは何か ―観光社会学の枠組み、ホスト＆ゲスト 

２．観光の構造 ―観光を取り巻く環境、移動社会 

３．情報社会におけるコミュニケーションとアイデンティティ 

４．観光社会学の理論(１) ―旅行者の特徴に関する理論 

５．観光社会学の理論(２) ―旅行者と地域住民の相互作用に関する理論 

６．観光の潮流 ―戦後観光の動向 

７．観光社会学の分析手法(１) ―文献、新聞・雑誌記事分析 

８．観光社会学の分析手法(２) ―ソーシャルメディア調査 

９．観光社会学の分析手法(３) ―質問紙調査 

10．観光社会学の分析手法(４) ―コンテンツ分析 

11．観光社会学の分析手法(５) ―フィールドワーク 

12．観光と社会 ―授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

・授業の前後にテキストや関連文献をよく読み込むこと 
・常に最終レポートのことを意識し、レポート執筆のヒントになることを授業

内外から得るよう心掛けること 

テキスト 『アニメ聖地巡礼の観光社会学』岡本健【法律文化社】 

参考文献 

『よくわかる観光社会学』安村克己・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟【ミネル

ヴァ書房】 
『観光学ガイドブック』大橋昭一・橋本和也・遠藤英樹・神田孝治【ナカニシ

ヤ出版】 

成績評価 
の 基 準  

・各回の授業内で回答する課題（48%） 
・最終レポート課題（52%） 



 

履修上の注意

履修要件 ・「観光メディア論」と合わせて履修すると、より理解が深まる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 デスティネーションマネジメント論 

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 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

「観光立国」を掲げるわが国において、訪日外国人の急増、観光による地

方創生といった背景により、デスティネーション・マネジメント（観光地

域経営）の必要性が認識されるようになり、政府は観光地域経営法人

（DMO）の登録制度を設け、その形成・確立に向けた支援に取り組んで

いる。わが国においてデスティネーションマネジメントを具体的に実践し

ていく手法については体系的に整理されていないが、本講座では欧米にお

けるデスティネーションマネジメントの概念を整理した上で、デスティネ

ーションマネジメントおよびマーケティングの手法や事業の組み立てに

ついて具体例を交えながら学ぶことを目的とする。 

到達目標 

デスティネーションマネジメントの基本概念を理解する。そして、デステ

ィネーションマネジメントの構成要素を整理し、要素ごとに事例を通して

実践的な手法を学ぶことで観光地経営の方法論を理解する。また地域にお

ける（DMO による）デスティネーションマネジメントのケースメソッド

を活用して、その思考方法を身に着けることとする。 

授業計画 

第 1 回「オリエンテーション／イントロダクション」                     

第 2 回「デスティネーションマネジメントの構成要素の整理」                   

第 3 回「デスティネーションマネジメントⅠ  
ブランドマネジメントとマーケティング」 

第 4 回「デスティネーションマネジメントⅡ  
デジタルマーケテイングとセールス」    

第 5 回「デスティネーションマネジメントⅢ   
観光資源（景観法や資源管理）」   

第 6 回「デスティネーションマネジメントⅣ    
危機管理とリスクマネジメント」     

第 7 回「デスティネーションマネジメントⅤ   
官民連携（PPP）によるまちづくり」  

第 8 回「デスティネーションマネジメントⅥ  
持続可能な観光地域づくり」    

第 9 回「デスティネーションマネジメントⅦ インフラ（交通ほか）」         

第 10 回「デスティネーションマネジメントⅧ  
サービスと事業促進環境・品質管理」         

第 11 回「DMO によるデスティネーションマネジメント（CFS/KPI 設定）」 
第 12 回ケース学習「A 観光地のデスティネーションマネジメント」   

事前･事後 
学習 

観光地というものがどういう要素から成り立っているのかを事前に考えてお

くこと。そして学習後は、デスティネーションマネジメントの観点から観光地

を眺めたとき、当該観光地における各要素の過不足を見極められるようにする

ことで、本講座で学んだ内容を実践的に理解できるようになることを期待した

い。 



 

テキスト 特になし 

参考文献 授業を進めながら学生の興味関心に沿って参考文献を提示する 

成績評価 
の 基 準  

リアクションペーパー（30％）、授業態度（30％）、レポート（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  



 

授業科目名 観光地理学 

担当教員 
塩川 太郎 
中尾 清 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

人文地理学の一分野である観光地理学は、地域の環境や歴史、文化などを分析
し、持続可能な観光地域づくりを考える学問である。本講義では、「温泉観光」
「自然観光」「農村観光」「歴史文化観光」「都市観光」の５つの代表的な観光
地域の例を用いてその形成過程、機能、構造などを学び、観光地のあり方を考
える。授業の後半ではテーマごとに観光地のあり方に関する討論を行い、観光
地理学への理解を深める。 

到達目標 
観光地域の形成、機能、構造を理解し、多様な観光地域づくりや観光地のあり
方を考えることができる。 
観光地理学の観点から但馬の観光地域について理解することができる。 

授業計画 

１．「授業紹介」授業に関するガイダンス、観光地理学とは（塩川） 

２．「観光と観光地域」日本と海外の観光地域、観光地域のあり方（塩川） 

３．「日本の温泉観光地域１」温泉観光地域の形成と現状（塩川） 

４．「日本の温泉観光地域２」有馬温泉、城崎温泉の例（中尾） 

５．「海外の温泉観光地域」台湾温泉の形成過程と現状（塩川） 

６.「自然観光地域」山岳リゾート、海岸リゾート（塩川） 

７．「農山村観光地域」農山村の観光政策とグリーンツーリズム（塩川） 

８．「日本の歴史文化観光地域」佐原、倉敷等の例（塩川） 

９．「海外の歴史文化観光地域」ドイツのハイデルベルグ、台湾の老街の例 

（塩川） 

10．「都市観光地域」東京とパリの都市観光（塩川） 

11．「但馬の観光地域」出石城下町、豊岡市の近代化遺産（塩川） 

12．「まとめ」観光地理学の課題（塩川） 

事前･事後 
学習 

事前：テキストの次回講義内容の部分を精読し、関連したキーワードについて

調べておくこと。 
事後：授業で学んだ内容や討論に関するミニレポート（５回）を作成し、提出

すること。 

テキスト 
「観光地理学－観光地域の形成と課題－」山村順次、同文館出版（2010） 
その他、適宜資料を配布する。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ミニレポート（50％）、レポート（50％）により評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光マーケティング分析論 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

本講義は、観光旅行者・潜在的観光者の理解の為に有用な基礎的な質問票（ア
ンケート）調査法と、汎用性の高い統計分析手法および統計表現手法について
学ぶ。ケースとしては、同年次を対象とする「デスティネーションマーケティ
ング論」に合わせ、観光旅行者の観光地に対する期待と観光地ポジショニング
に関連する「観光地イメージ」を主な対象とする。観光マーケティングに関し
てはこの年次では他の講義と合わせて習熟中であるためケースを絞るが、ここ
で学んだ手法は、観光旅行者の分類、動機、行動意向など、観光マーケティン
グに必要な様々な分析目的に応用可能である。この講義ではテーマを「質問票
調査設計」、「基礎的データ解析」、「応用的解析」、「結果の表現」に分け、観光
地イメージ研究の事例を参照しながら、実践的視点に立って進められる。また、
受講者に実際に解析ソフトの 1つである Rを動かしてもらい、実感を伴った理
解ができるようにする。 

到達目標 

・基本的な質問票の設計ができる 
・基本的な調査設計ができる 
・基本的な統計解析手法に関する横断的・実践的知識を修得できる 
・グラフや図を適切に使うことができる 
・以上を基に、観光地イメージの把握、回答者特性などの要因と観光地イメー

ジの関係の検証を行い、観光地と潜在的マーケットを結びつけるための基
礎データを得るための手法を身につけることができる。 

授業計画 

1.質問票設計：尺度の類型 

（事例：観光地イメージ測定のための尺度の作成） 

2.質問紙調査計画：サンプリング 

（事例：観光地の潜在的マーケットを意識したサンプリング） 

3.基礎的データ分析：基礎統計量、分布、標本と母集団 

（事例：観光地イメージの全体像[平均など]の把握） 

4.基礎的データ分析：クロス集計表・度数分布表 

（事例：潜在的マーケットの特性と観光地イメージのばらつきの把握） 

5.基礎的データ分析：統計的検定の基礎 

（以降の基礎となる内容であり、観光関連の事例は必ずしも参照しない） 

6.応用的解析：属性間の関係を見出す（相関係数） 

（事例：観光地イメージ項目間の関係） 

7.応用的解析：属性間の関係を見出す（回帰分析） 

（事例：観光地イメージ項目と全体的イメージの関係） 

8.応用的解析：複数の平均を比較する（t検定、分散分析） 

（事例：潜在的マーケットの特性[性別など]と観光地イメージの関係） 

9.応用的解析：似たものを見つけ分類する（クラスター分析） 

（事例：観光地イメージを基にした潜在的マーケットのタイプ分け） 

10. 応用的解析：隠れた要因を探し出す（因子分析の考え方） 

11．応用的解析：隠れた要因を探し出す（因子分析の実際） 

（10,11 共通で：観光地イメージの基本次元の抽出） 

12. 結果の表現：グラフ・図による統計の表現方法 

（観光地イメージの全体像、構造、他の要因との関係の図示） 



 

事前･事後 
学習 

・予習に関しては、次回の授業に相当する範囲を前週の授業で示すので、専門

用語の意味などを理解しておくこと 
・復習に関しては、後述するとおり毎回、概念理解の為の小クイズあるいは分

析手法の理解の為の分析課題を出題するので、それに回答すること（提出

方法は別途指示）。 

テキスト 

・山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎（2007）R によるやさしい統計学 オー

ム社 
統計解析に関しては、個人間で理解の進み方にばらつきがあり、適するテキス

トが異なることが多い。上記は、R の教本としての版は古いが、R のインスト

ール、R の基本的な操作方法について例を用いて詳しく説明しており、また、

統計解析の概要（どのようにして何がわかることを目的としているのか）につ

いても比較的平易かつ詳しく解説している。初学者にとって、R を使いながら

の統計解析の理解を容易にする教本だと考えられる。ただ、版が古いため、最

新バージョンの R に合っていない部分関しては教員が講義で補足する。なお、

統計解析や統計解析ソフトに関する教本と学習者の相性に関しては、かなり個

人差があるのが実情だと思われ、この教本が分かりにくい学習者は、細部を省

略しているが取り掛かりやすい別の教本、逆により細部に関する理解を求める

受講者にはより詳しい教本が適している場合がある。そのような場合には、下

記の参考文献を勧める。また、質問票設計、統計解析に関しても参考文献をあ

げる。希望があれば、受講者のレベルと希望内容に応じて別途参考文献を紹介

する。 

参考文献 

・鎌原雅彦・大野木裕明・宮下一博・中澤潤（1998）心理学マニュアル 質問

紙法 北大路書房 → 質問票調査に関する参考文献 
・松尾太加志・中村知靖 （2002）誰も教えてくれなかった因子分析: 数式が

絶対に出てこない因子分析入門 北大路書房 → 統計解析（因子分析）

に関する参考文献  
・緒賀郷志（2019）R による心理・調査データ解析 第 2 版 東京図書 
→ 統計解析（多変量解析）と R に関するより平易な参考文献 
・川端一光・岩間徳兼・鈴木雅之（2018） R による大変量解析入門：データ

分析の実践と理論 オーム社 → 統計解析（多変量解析）と R に関する

より詳しい参考文献 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（80％）、小クイズ・分析課題への回答（20％）を基に評価する。定

期試験では、質問票の設計と調査計画、各分析手法の適用（どのようなデータ

で何を知るためにはどのような分析手法が適しているか）と分析結果の読み取

り方に関する理解について評価する。小クイズでは主要概念に関する理解、分

析課題では分析手法と観光マーケティングへの応用に関する基本的な理解に

ついて評価する。 

履修上の注意

履修要件 

本講義は分析に重きを置く。分析の観光マーケティング上の意義については、

本講義中でも言及はするが、「観光産業マーケティング」と「デスティネーシ

ョンマーケティング論」で詳しく講義するので、両科目を配当年次に履修する

ことが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 観光メディア論 

担当教員 岡本 健 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

本講義は、観光とメディアの関係性について、多角的な観点から見ていく。 
授業全体は大きく二つのパートに分かれている。前半(第 1回～第 6回)は、

観光とメディアに関する基礎的知識と歴史を整理するパートである。後半（第
7 回～第 12 回）は、現代における観光とメディアの関係性について考察する
パートである。 
受講生は前半と後半の内容を通して、自分自身が興味、関心を持ったテーマ

について、授業で得られた知識や探し出した文献に書かれている内容を応用し
て分析、考察した結果を最終レポートに結実させる。 

到達目標 

本講義の到達目標は以下の 3点である。 
① 観光とメディアの関係性およびその歴史について理解すること 
② 観光とメディアの関わりについて事例を分析、考察できるようになること 
③ その結果を文章で表現できるようになること 

授業計画 

１．観光とメディア、コンテンツの関係性 

２．観光とメディアの歴史(１)交通メディアと観光インフラの発達 

３．観光とメディアの歴史(２)江戸時代の観光メディアと旅文化 

４．観光とメディアの歴史(３)明治期から戦前期の観光メディアと旅文化 

５．観光とメディアの歴史(４)戦後の観光メディアと旅文化 

６．観光とメディアの歴史(５)1970 年代～80 年代の観光メディアと旅文化 

７．観光メディア事例研究(１)インターネットとアニメ聖地巡礼 

８．観光メディア事例研究(２)コンテンツツーリズムとホスピタリティ 

９．観光メディア事例研究(３)社会の変化と「差異」「創造性」 

10．観光メディア事例研究(４)イベント、位置情報ゲーム、e-sports 

11．観光メディア事例研究(５)アーカイブとデータベースの重要性 

12．観光とメディアの未来 －授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

・授業の前後にテキストや関連文献をよく読み込むこと 
・常に最終レポートのことを意識し、レポート執筆のヒントになることを授業

内外から得るよう心掛けること 

テキスト 『巡礼ビジネス』岡本健【KADOKAWA】 

参考文献 『観光メディア論』遠藤英樹・寺岡伸悟・堀野正人【ナカニシヤ出版】 
『旅行ノススメ』白幡洋三郎【中央公論新社】 

成績評価 
の 基 準  

・各回の授業内で回答する課題（48%） 
・最終レポート課題（52%） 

履修上の注意

履修要件 ・「観光社会学」と合わせて履修すると、より理解が深まる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 観光キャリア英語 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

DMO が「海外の観光産業に対する担当する地域の観光地としてのプロモーショ

ンのための英語による口頭プレゼンテーション」を行う上で必要なスキルと留

意点について学ぶ。講義回 1から 5では、各講義の前半で英語による口頭ビジ

ネスプレゼンテーションスキルを学び、後半で練習を行う。講義回 6から 10

では、各講義回の前半で観光地としての地域のプロモーションを行う上で網羅

すべき内容について学び、後半で最終プレゼンテーションに向けての情報収集

と準備を行う。講義回 6から 10 では、観光旅行者向けの情報に加え、観光産

業向けの、観光の現状に関する情報と履修者自らによる観光地としての地位の

市場性に関する評定を網羅する。最終プレゼンテーションでは、大学が位置す

る但馬地域を対象にする。 

到達目標 

・英語による口頭ビジネスプレゼンテーションスキルを身につけることができ
る 
・英語による口頭ビジネスプレゼンテーションのための効果的なスライドを作
成できる 
・DMO が観光産業に対して担当する地域の観光地としてのプロモーションを行
う上で必要な内容を理解し、英語による口頭プレゼンテーション中で網羅する
ことができる 

授業計画 

1．イントロダクション：良いプレゼンテーションとは  

2. ビジネスプレゼンテーションスキル：挨拶と導入、繋ぎ 

3. ビジネスプレゼンテーションスキル：データ・グラフの読み方 

4. ビジネスプレゼンテーションスキル：まとめ・質疑応答 

5．ビジネスプレゼンテーションスキル：スライドデザイン 

6. 地域を観光地として紹介する：概要（歴史、地勢、気候、アクセス） 

7．地域を観光地として紹介する：観光資源 

8. 地域を観光地として紹介する：インフラ（域内交通、宿泊、食事、買い物） 

9. 地域を観光地として紹介する：観光の現状（観光統計） 

10．地域を観光地として紹介する：市場性（魅力度評価、ターゲット） 

11．最終プレゼンテーション準備：観光地としての但馬地域のプロモーション 

12．最終プレゼンテーション：観光地としての但馬地域のプロモーション 

事前･事後 
学習 

予習：教科書の対応する部分を前もって読み、分からない単語は調べておく。 
復習：復習課題を既定の提出日に提出する。 

テキスト 

Grussendorf, M. (2008). English for Presentations (Oxford Business 
English).  Oxford University Press. 
Milner, R., Bartlett, R., Bender, A., D'Arc Taylor, S., Forge, S. (2019). 
Lonely Planet Japan (Lonely Planet Travel Guide).  Lonely Planet. 

参考文献 

Ochterbeck, C. C. (2018). Michelin Green Guide Japan. Michelin Travel 
Publications. 
植田一三、上田敏子、祐田直子、中山紗里（2015）英語で説明する日本の観光

名所 100 選 改訂第 2 版 語研 
植田一三、上田敏子（2009）英語で説明する日本の文化 語研 



 

成績評価 
の 基 準  

復習課題（50％）、最終プレゼンテーション（50％）を基に評価する。復習課

題では、講義回 1 から 5 の内容に関して基本的な知識を問う。最終プレゼンテ

―ションでは、講義回 12 で受講者が行うプレゼンテーションの内容（スライ

ドのデザイン、紹介内容、口頭プレゼンテーションスキル）の質に関して評価

する。 

履修上の注意

履修要件 

講義は基本的に英語で行う。また、語学としての英語ではなく、あくまで英語

によるプレゼンテーションスキルの教授を中心とする。従って、一定レベル以

上の英語力を受講前に身につけていることが望ましい（目安としては

TOEIC600 点以上）。またプレゼンテーションには Microsoft の PowerPoint を使

用するため、PowerPoint の基本的な操作方法を、英語でも日本語でも構わない

ので受講前に身につけていることが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 
 
 



授業科目名 マネジメントキャリア英語 

担当教員 山中 俊之 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

ビジネスの現場、マネジメントで通用する英語力について演習を通じて、押さ
えるべきことを繰り返し練習する。特に注力するのは、英語での会話・対話と
学習効果の高い教材を使っての読解である。授業半分はすべて英語で行い、半
分は日本語と英語を混ぜて実施する。英語は各人の能力の違いが大きいことか
ら、個別に進捗状況を把握して助言・コーチングを行っていく。現実のビジネ
スの現場で起こっていることをエピソードとして多数入れることで学生の将
来のキャリア形成にも役立つ内容とする。 

到達目標 

・ビジネスの現場、マネジメントで使う英語のレベルや注意点について理解し
ており、基礎的なことについては実践できる。 
・ビジネスの現場、マネジメントでの基礎会話ができる。 
・ビジネスの現場、マネジメントでの応用会話についても対処を立てることが
できる。 
・英語でのプレゼンテーションについて自信をもって実践できる。 
・英語の語彙数を大学受験時よりも大幅に増やして、日本発行の英字新聞が概
ね理解できる。 
・就職に向けて必要となる試験についての合格や一定点数以上を取ることがで
きる。 
・ビジネスの現場やマネジメントについての基本事項の知識習得や会話を実感
できることで将来のキャリア形成に役立つ。 

授業計画 

第 1 回：ビジネスの現場で必要な英語のレベルとは、自らの英語力を分析して

対応策を立てる 

第２回：マネジメント会話の練習（自己紹介） 

第３回：マネジメント会話の練習（マネジメント用語を使う） 

第４回：マネジメント会話の練習（顧客の要望を理解して対応する） 

第５回：マネジメント会話の練習（取引先を紹介する） 

第６回：マネジメント会話の練習（顧客に新しい提案をする） 

第７回：マネジメント会話の練習（部下の目標設定の会話） 

第 8 回：マネジメント会話の練習（部下のモチベーション向上） 

第 9 回：マネジメント会話の練習（マーケティング用語を使う） 

第 10回：マネジメント会話の練習（経営戦略用語を使う） 

第 11回：プレゼンテーションの練習（マネジメントとしてのテーマの選定） 

第 12回：プレゼンテーションの練習（自らのマネジメント目標を語る）。 
 
（注）上記は毎回の主たるテーマ（会話部分）であり、その他に読解教材の読

み込みや小テスト（下記）、個別コーチングを行います。 

事前･事後 
学習 

・毎回読解教材を配り事前に読んできてもらいます。また、単語やイディオム

の小テストを行います。 

テキスト 特になし 



 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（50％）、授業中の発言内容と積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件 なし 

実践的教育 
経営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 なし 



授業科目名 観光デジタルマーケティング論 

担当教員 名渕 浩史 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

近年、デジタル技術の進展によって、マーケティングの考え方・技法が根本的
に変わってきている。デジタルマーケティングは、観光業界はもとより、すべ
てのビジネスの現場において、必要不可欠なテーマとなっている。本講義の目
的は、観光事業におけるデジタルマーケティングについて、理論と技法の両面
から学び、現場担当者として必要となる基礎知識・思考方法を身につけること
である。講義の進め方は、まず教員から基礎的な知識を提供し、次にその知識
をもとにして課題に取り組み、発表を行う形式とする。 

到達目標 デジタルマーケティングにおける基礎知識・思考方法を身につけることができ
る。 

授業計画 

第 1 回：デジタルマーケティングとは何か？ 

デジタルマーケティングの定義、基本概念、動向等について学ぶ。 

 

第 2 回：消費者行動とデジタルマーケティング① 

デジタル社会における消費者行動の特質とマーケティングの関係について学

ぶ。 

 

第 3 回：消費者行動とデジタルマーケティング② 

カスタマージャーニーマップを使い、オムニチャネル化した消費者行動につい

て議論を深める。 

 

第 4 回：デジタルマーケティングと集客①－SEO 

デジタルマーケティングを活用した集客の考え方と SEO 対策の基礎を学ぶ。 

 

第 5 回：デジタルマーケティングと集客②－ネット広告 

ネット広告による集客の考え方、ネット広告の種類、技術的背景等について学

ぶ。 

 

第 6 回：デジタルマーケティングと集客③－その他集客技法 

OTA、メタサーチ、Google マイビジネスなど、観光業界特有の集客システムに

ついて学ぶ。 

 

第 7 回：ホームページのＵＩとＵＸ① 

デジタルマーケティングの基礎となるＵＩ（ユーザーインターフェイス）とＵ

Ｘ（ユーザーエクスペリエンス）の考え方・技法について学ぶ。 

 

第 8 回：ホームページのＵＩとＵＸ② 

ＵＩとＵＸの観点から事例サイトを題材として、課題・改善案等について議論

を深める。 

 



 
 

第 9 回：SNS マーケティングと O2O マーケティング 

デジタルマーケティングにおける SNS の役割について学ぶ。また、O2O マーケ

ティングについても併せて学ぶ。 

 

第 10 回：EC サイト 

観光事業に不可欠となる土産物や物産品等のネット販売について学ぶ。 

 

第 11 回：データ分析① 

Google アナリティクス、Google サーチコンソールを使ったデータ分析につい

て学ぶ 

 

第 12 回：データ分析② 

Google アナリティクス、Google サーチコンソールを使って、事例サイトを実

際に分析し、課題発見・改善案の提言等を行う 

事前･事後 
学習 

常日頃から旅行の計画、商品購入などでネットを積極的に活用し、なおかつ、

利用したサービスの内容ついて批判的な視点で評価を行うこと。 
事前学習として、シラバスで提示されたテーマについて、ネットを活用して概

要把握に努めること。講義終了後には、テキストおよびノートを活用して振り

返りを行うこと。 

テキスト テキストは使用しない。毎回資料を配付する。 

参考文献 必要に応じて、講義中に参考文献を提示する 

成績評価 
の 基 準  

下記の基準で評価する 
講義中の課題 50% 
レポート 50% 

履修上の注意

履修要件 
受講生全員が講義に集中できる環境をつくるため、皆さんのご協力をお願いし

ます。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 デスティネーションマーケティング論 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

「観光産業マーケティング」で学んだ内容を踏まえ、観光地に潜在的観光旅行
者を目的とするデスティネーションマーケティング（DM）の仕組みと、関連す
る理論について学ぶ。DM は誘客を目的としている点で一般商品のマーケティ
ングの理論の応用が有効である一方、観光地（デスティネーション）は一般の
商品とは異なる複合性があり、関係者が様々であるため、持続可能な観光振興
の為には、DMの特殊性を理解することが重要である。講義では、テーマを「マ
ーケティングの基礎理論」、「関連組織」、「観光地の魅力発信」「潜在的観光旅
行者理解」に分け、受講者が、関係者、観光地、顧客（潜在的観光旅行者）の
それぞれを理解し、DM の施策策定に有効な素養を身につけることができる内
容を提供する。  

到達目標 

・マーケティングの基礎理論と観光産業マーケティングの特性を基に DMの特
殊性を説明できる 

・DM活動に携わる組織と組織間の連携の在り方を説明できる 
・観光地の魅力を発信しうる情報源の類型と役割を説明できる 
・潜在的観光者の持つ観光地イメージ・期待を調査する方法の概要を説明でき

る。 

授業計画 

1. イントロダクション：DM の特殊性 

2. マーケティングの基礎理論：DMにおけるマーケティングミックス 

3. マーケティングの基礎理論：DMにおけるマーケットセグメンテーション 

4. 関連組織：DMO の種類と役割 

5. 関連組織：DMO と他のステイクホルダーとの関係 

6. 観光地の魅力発信：観光地イメージと観光情報 

7. 観光地の魅力発信：観光地ポジショニング 

8. 観光地の魅力発信：観光地ブランディング 

9. 潜在的観光旅行者の理解：彼らが知覚する観光地イメージ 

10. 潜在的観光旅行者の理解：そのための調査（一次データ） 

11．潜在的観光旅行者の理解：そのための調査（二次データ） 

12．まとめ：観光地、潜在的観光者、DMO の関係構築 

事前･事後 
学習 

・予習に関しては、次回の授業のキーワードについて、参考文献を参照し、意

味を理解しておくこと。 
・復習に関しては、主要概念に関する理解度を問う小クイズ（問い）を毎週出

題するので、その次の授業までに提出すること（提出方法は別途指示）。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 

以下のうち英書は講義資料中に講師が和訳して要点を示すが、興味のある受講

生は参考にされたし： 
・山田雄一・内田純一・伊良皆啓・太田正隆・丹治朋子・十代田朗（2010）

観光まちづくりのマーケティング 学芸出版社 
・ボニータ・M. コルブ （2007) 都市観光のマーケティング 多賀出版 
・Morrison, A. M. (2018). Marketing and Managing Tourism Destinations (2nd ed.). 

Oxon, UK: Routledge. 



 
 
 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（80％）、小クイズへの回答（20％）を基に評価する。定期試験では、

講義中に説明した概念、概念間の関係と DM の施策に関する理解について評

価する。小クイズでは主要概念に関する理解について評価する。 

履修上の注意

履修要件 

この講義は 2 年次に配当されている「観光産業マーケティング論」の内容の理

解を前提としているので、この科目の配当年次での履修を推奨する。また、同

じく 2 年次配当の「観光マーケティング分析論」で学ぶ分析の意義の理解の為

にもこの講義の内容の理解が必要なため、「観光マーケティング分析論」も配

当年次に履修することが望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 旅行者心理学 

担当教員 直井 岳人 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

観光旅行者心理の観点から、観光旅行者行動が生起する仕組みを理論的に学
ぶ。講義では、テーマを旅行前・中・後に段階を分け、旅行前は観光旅行者の
動機・観光イメージ・訪問意思決定、旅行中は環境と人間の相互関係・環境配
慮行動、旅行後は再訪意向について学ぶ。特に、観光地と観光者を別個にのみ
扱うのではなく、観光旅行者動機（プッシュ）と観光地特性の知覚（プル）の
枠組みに基づき、観光旅行者心理の視点から見た彼らと観光目的地環境の相互
関係に焦点を当てるのが本講義の特徴である。  

到達目標 

・観光旅行者の動機を類型化し、測定できる 
・観光地イメージを類型化し、測定できる 
・観光旅行者心理に影響を与えうる観光地環境要因を類型化し、その影響を測

定できる 
・観光者の行動意向（観光地選択、再訪、環境配慮行動）を促進する要因を説

明できる 

授業計画 

1．イントロダクション：観光心理学の学術的位置づけ 

2．観光者の動機：プッシュ動機とプル動機 

3．観光者の動機：非日常性 

4. 観光地評価／イメージ：観光地イメージの構成要素 

5. 観光地評価／イメージ：観光地イメージの形成 

6. 観光地訪問行動：観光旅行の類型 

7．観光地訪問行動：観光地選択モデル 

8．観光における人間と環境の関係：人間－環境系研究 

9. 観光地における社会的に望ましい行動：観光者の環境配慮行動意向 

10．観光地再訪意向：観光旅行者満足度の形成 

11．観光地再訪意向：観光地ロイヤルティの形成 

12．観光旅行者に関する心理学的研究の展望 

事前･事後 
学習 

・予習に関しては、次回の授業のキーワードについて、参考文献を参照し、意

味を理解しておくこと。 
・復習に関しては、主要概念に関する理解度を問う小クイズ（問い）を隔週出

題するので、その次の授業までに提出すること（提出方法は別途指示）。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 

・佐々木土師二（2007）観光旅行の心理学 北大路書房 
・橋本俊哉（編著）観光行動論 原書房 
・日本建築学会（編）よりよい環境創造の為の環境心理調査手法入門 技法堂

出版 

成績評価 
の 基 準  

定期試験（80％）、小クイズへの回答（20％）を基に評価する。定期試験では、

講義中に説明した概念とその測定（質問）方法（解析までは踏み込まない）に

関する理解について評価する。小クイズでは主要概念に関する理解について評

価する。 



 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 ブランド論 

担当教員 佐藤 善信 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

ブランド戦略は近年、様々な領域に適用されるようになっている。例えば、パ
ーソナル・ブランディング、プレイス・ブランディング、あるいはエンプロイ
ー・ブランディングといったようにである。ブランディングとはあるモノ・コ
トをブランド化するという意味である。元々、ブランディングの対象は製品や
企業であった。プロダクト・ブランド、コーポレート・ブランドがそうである。
本科目では、ブランドの意味、なぜブランドが重要なのか、ブランディング（ブ
ランド戦略）の実践的内容、そしてブランディング対象の広がりについて、身
近なケースを取り上げながら説明して行く。 

到達目標 

ブランド論を履修することにより、以下の能力が涵養できる。 
１． ブランド戦略のエッセンスを説明することができる。 
２． パーソナル・ブランディングやプレイス・ブランディングなどの各種の

ブランド戦略を説明できる。 
３． 良いブランド戦略と悪いブランド戦略との違いを説明できる。 
４． ブランディングのある程度の戦略立案ができる。 

授業計画 

１． ブランドとは何か？ 

２． ケースでブランド戦略を学習する 

３． 製品・サービス・ブランドとコーポレート・ブランドの関係 

４． ケースで学ぶブランドの体系的構造 

５． パーソナル・ブランディングとセルフ・ブランディングの関係 

６.  ケースで学ぶパーソナル・ブランディングとセルフ・ブランディング 

７． ブランディングの対象の広がりとその理由 

８． ケースで学ぶプレイス・ブランドとディスティネーション・ブランド 

９． ブランドの国際戦略 

10． ケースで学ぶブランドの国際戦略 

11．ケースで学ぶ劇団のブランド戦略：劇団「青年団」のケース  

12． ブランド戦略の今後 

事前･事後 
学習 

事前に配布するケースをケースの課題に従って分析してくること。授業中にケ

ースについてのディスカッションをするので、自分の発言用の分析結果のメモ

を作成すること。授業後には、講義内容を踏まえてケースについての分析レポ

ートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 
デービッド・アーカー (著), 阿久津 聡 (翻訳)『ストーリーで伝えるブランド： 
シグネチャーストーリーが人々を惹きつける』ダイヤモンド社, 2019 年. その

他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（60%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（20%） 



 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 インバウンドマーケティング論 

担当教員 桑原 浩 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

本科目では、国境を越えて来訪する国際観光客（外客）に焦点を当て、特にそ
の集客と顧客満足の管理を中心的な課題として取り上げる。そして経営学で発
展を遂げてきたマーケティングの概念と手法の応用的な展開により、課題解決
への接近方法を学ぶ。具体的には、観光・ホスピタリティ産業におけるマーケ
ティング･ミックス（製品、価格、流通、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の各分野について、概念、
理論、手法、事例を学ぶ。なお、授業の基本的構成は、教員によるレクチャー
とレポート課題に関する学生のプレゼンテーションとする。 

到達目標 
・多様なインバウンド市場を分析的に説明できる。 
・サービス・マーケティングの基礎的な概念、理論、手法を、インバウンド市
場に活用できる。 

授業計画 

１．インバウンド市場とは何か①：国際観光客の実際と多様性 

２．インバウンド市場とは何か②：国際観光客の消費者行動 

３．観光における製品の概念と特徴 

４．観光マーケティングにおける市場細分化 

５．ターゲットの設定とポジショニング 

６．団体市場における組織的購買行動  

７．製品の設計と管理 

８．人的資源のマーケティング 

９．製品の価格設定 

10．製品の流通チャンネル 

11．製品のコミュニケーション 

12．インバウンド観光におけるオンラインマーケティング 

事前･事後 
学習 

・授業前に資料を読んでおくこと。 
・課題レポートを作成し提出すること。 

テキスト 資料を各授業回の前に提供する。 

参考文献 資料内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

以下のように評価する。 
○課題レポート       50％ 
○課題のプレゼンテーション 40％ 
○授業内での発言       10％ 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  


