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TeachersFrom

観光学は、“観光”という現象を研
究する“実学”であり、社会的かつ
経済的な効果だけではなく、国際交
流にも貢献します。私たちは「観
光」をとおして、学生が新たな興味
や能力を開発するきっかけを創り出
し、一人ひとりのよりよいキャリア
形成をお手伝いします。

私の専門は経済学で、大学では観光
経済学などを担当しています。研究
活動として、全国各地の「道の駅」
の地域拠点としての役割を検証して
おり、これまで500箇所以上の「道
の駅」を視察してきました。現在、
「道の駅」の防災拠点としての役割
を研究しています。

金
きむじんまん

振晩先生
ホテルマネジメント

麻生憲一先生
観光経済学

先生からのエールWords of Cheer

大学での学びとは What is Learning

はじめに――先生からあなたへ

高校時代は
出会いの時期
仲間を大切に
してください

MesSagE

経済学部　観光経営学科
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C O N T E N T S

総合的な
社会現象としての
「観光」を
多角的に考察

MesSagE 現代観光は交通・宿泊・旅行・レジ
ャーなどの産業はもちろんのこと、
今日の社会・文化のあり方とも深い
かかりをもつ総合的な社会現象です。
観光経営学科にはさまざまな分野の
先生が所属していますので、きっと
「観光」に対するみなさんの疑問に
答えてくれるはずです。

権
くぉん	ひょくりん

赫 麟先生
観光社会学

先生からのエールWords of Cheer

全国モデル「道の駅」とみうら枇杷倶楽部
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MMESSAGEESSAGE

観光経営学科、3つの特徴

「観光学の世界」にはいくつもの部屋が
あります。旅行会社やホテルでの体験・
思いでから「観光学の世界」の入口に立
っているみなさまと、観光のもつ素晴ら
しき世界をともに旅したいと思います。
観光は日常のくらしとのコントラスト
（対比）の世界。社会のさまざまことが

観光体験の対象となります。その極意は
「人の心」。私たちは、人の心に近づくこ
とをたえず考え、4年間での講義・演習
・実習をとおして、観光への興味を深め、
経営的なセンスをもって新しい観光スタ
イルを組み立てることができる力をもて
るようにしたいと考えています。

人の心に近づく思考で
観光学を経営的センスから学ぶ

大下茂
観光経営学科長

現代社会における観光の意義を理解し、
観光商品の生産、流通、消費のメカニ
ズム、マネジメントなど、観光に関す
る幅広い知識を習得できるカリキュラ
ムを設定しています。旅行業関連資格
取得講座も開講しています。

観光に関する幅広い分野を
体系的に学べるカリキュラム

1

観光関連産業の実務経験豊かな教員陣
をそろえ、最新の事例に基づく演習や
実習、実務研修など実効性の高い教育
・指導を行います。

観光ビジネスの現場を
想定した、実学に基づく
多彩な専門教育

2

観光地の計画と経営、その枠組みとな
る政策・法制などの教育・研究をとお
して、観光による地域の活性化やまち
づくり、集客・交流事業に貢献できる
人材を育成します。

観光によるまちづくり、
地域活性化に

貢献する人材を育成

3

Three Main 
Features
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「まちづくり」のゼミに所属し、多摩市などと協働して多
摩センター駅近くの施設でイルミネーションを実施しまし
た。近隣には大学やテーマパークがあることから若い女性
に向けてSNS映えを重視。子どもや地域の方も多く来場
され、楽しそうに写真を撮られている姿が嬉しかったです。

高橋采󠄁美さん
観光経営学科4年／山形県立寒河江高等学校出身

イルミネーションで地域を輝かせる

入学前は観光＝旅行のイメージしかなかったのですが、毎
回異なる分野の先生が講義を行う1年次の「観光学概論」で、
地域振興やまちづくりなどを含む、観光の多面性を知るこ
とに。航空会社やホテルなど企業出身の先生が多く、現場
で培った生きた言葉で学べるのもこの学科の魅力です。

専門の学びを深めたい気持ちがある一方で、自分の可能性
も試したくて、オープンカリキュラムが充実している帝京
大学に進学しました。とはいえ、すべての土台にあるの
は「人を笑顔にしたい」という思い。観光業界はもちろん、
流通や小売業など、就職先を幅広く見据えて奮闘中です。

貫正樹さん
観光経営学科2年／埼玉県私立山村学園高等学校出身

現場で培われた生きた言葉で学ぶ

門脇瑠璃子さん
観光経営学科4年／東京都立練馬高等学校出身

観光でみんなを笑顔に！

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

ゼミでは「ゆめかわ」をテ
ーマにしたイルミネーショ
ンを企画。ピンクの鳥居！

キャンパスライフチュータ
ーの活動の一環で、イルミ
ネーションの企画も実施。

予定帳は1年間使用するの
でこだわりをもって選んで
います。

キャンパスライフチュータ
ーでの活動は大学生活に彩
りをもたらした宝物。

ソラティオスクエアにある
コーナーラウンジは授業の
合間に訪れる憩いの場。

学校のパソコンも台数が多
いですが、空き時間にすぐ
に使えるように毎日持参。

AMI 
TAKAHASHI

- Senior -

MASAKI NUKI
- Sophomore -

MANA KOJIYA
- Senior -

RURIKO 
KADOWAKI

- Senior -

好きなアニメの期間限定シ
ョップに高校の友人と行き
ました。

つらいことがあっても、行
きたい道を信じて進むべき
だと教えてくれた本です。

家族みんなが旅行好き。出身高校も研修旅行が多く、観光
は身近な存在でしたが、観光経営の授業ではその歴史的な
背景や現状を学び、理解がさらに深まりました。卒業後は
インターンシップの経験から、お客さまのためにプランニ
ングができる企業に就職したいと思っています。

糀谷愛和さん
観光経営学科4年／新潟県立国際情報高等学校出身

観光の魅力を人に伝えたい！

学生たちに聞く！

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

RECOMMEND RECOMMEND

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM
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授業の特色と内容

　図書館司書の資格取得の
ための授業に時間を割きつ
つ、選択必修は宿泊関連の
科目を。金曜はアルバイト
や、増えてきた専門科目の
予習や復習にあてました。

C l a s s e s

横山菜々子さん
2年次秋期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

MON TUE WED THU FRI

1 観光経営学
Ⅱ

図書館制度・
経営論 宿泊産業論Ⅱ

2 図書館情報
技術論 基礎演習Ⅱ 情報資源

組織論 日本史Ⅱ

3 情報
サービス論

スペインの
社会と文化Ⅳ 外国地誌Ⅱ

4 サービス・
マネジメントⅡ 実用英語II 観光政策論Ⅱ

5 旅行産業論Ⅱ 観光地理学Ⅱ

観光学における基礎知
識を学びます。各回、
それぞれの専門分野を
もつ学科教員が講義を
していきます。1年次
の登竜門ともいえる科
目です。

観光学概論

「どのような人がこ
の土地を訪れるの？」
など、「観光のなぜ？」
をアンケート調査を使
って解明していく方法
を演習形式で身につけ
ます。

観光調査法

観光を取り巻く環境を
理解し、観光産業の経
営的特性を学びながら、
観光産業が抱えている
諸問題や今後の展望を
解説する講義です。

観光経営学

旅行会社、空港、宿泊
施設、エコツーリズム
といった観光の現場を
体感し、学生自らが現
場の課題を見出してい
く実習です。

観光学実習

	「人はなぜ旅に出る
の？」など、観光とい
う現象の中で、人々が
なにを求め、どのよう
に行動し、どのような
経験を得るか学びます。

観光社会学

今後成長が期待される
観光産業。提供する商
品の価格や品質に加え、
不可欠となる「心のサ
ービス価値」つまりホ
スピタリティを学びま
す。

ホスピタリティ論

観光資源を適切に理解
し、それらを発掘、活
用、管理する方法を学
んでいきます。実際に
学外授業で東京の観光
資源も体感します。

観光資源論

3年次までの講義、実
習、演習等で得た知識
や視点、考え方を基に、
大学生活の集大成とし
て卒業論文の執筆を行
います。

卒業論文

VARIOUS
SUBJECTS
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アクティブな学生をバックアップゼミの紹介
S e m i n a r s

1

2

BACKUP SYSTEM

4 〜6名のグループに分かれ、各自の興味の
ある観光者行動について1年をかけて調べて
いきます。グループで協力してアンケート調
査を計画、実施し、結果をまとめ、成果を発
表します。

花井友美ゼミ

私たちの生活に欠かせない「食」の観光資源
としての側面に注目します。「食」の背景に
ある歴史や文化を学びながら、ディスカッシ
ョンや現地調査などを通じてフードツーリズ
ムのさまざまな魅力を研究成果にまとめます。

飯塚遼ゼミ

人々の行動様式を変え、	接客の常識をくつが
えした新型コロナウィルス、少子高齢化、AI
の導入など、変革期にあるホスピタリティ産
業の課題をテーマにグループで研究を行うこ
とで、未来を想像する力と問題解決型の思考
を養う演習です。企業見学も行います。

山中左衛子ゼミ

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

観光経営学科の特徴はなんといっても学生と教員の距
離感の近さ。経験豊富で専門的な先生方のサポートを
身近に受けることができます。旅行好きな学生やアク
ティブな学生が多いのも観光経営学科ならではです。

多様な学外活動や
学生と教員の
アットホームな関係

企業訪問　観光の現場を学ぶ

有志の学生が企業を訪問したり、観光関連団体と交流を図っています。
これまでに日本航空、帝国ホテル、BEAMS等を訪れました。また、日
本学生観光連盟に所属するサークルもあります。右の写真は2017年2
月の国際ホテル・レストラン・ショーで研究発表をしているところです。

アンケートで探る観光者の行動

現在進行形でホスピタリティ産業を考える

フードツーリズムの基礎と応用

TO LEARN
MORE

DEEPLY
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

自らの滞在演出によって、お客さまの思い出に
花を添える。そんな“やりがい”を求めて、宿
泊産業の道に進みました。おもてなしのあり方
を学ぶ「ホスピタリティ論」をはじめ、仲間と
のグループワークなど、観光経営学科での学び
は現在の仕事に直結しています。みなさんもい
まのうちにさまざまな経験を積んでくださいね。

団体旅行の営業をしています。この業務では観
光地理や航空基礎知識は必須なので、大学で身
につけた専門性がさっそく役立ちました。4年
間で叩き込まれた観光地の情報も、お客さまに
喜んでいただいています。観光経営学科は観光
からまちづくりまで、多様にとことん学べる環
境です。

井上正範さん

内田俊介さん

2019年卒業

2017年卒業

株式会社星野リゾート勤務

株式会社JTB	徳島支店勤務

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

YEAR OF GRADUATION

YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

VOICE #02

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2021年
(%)

OB & OGOB & OG

合い言葉は
「おもてなしを
世界遺産に」

観光から
まちづくりまで
とことん学べる！

For 
The 

Futu
re

教員免許
中学校教諭一種（社会）

司書教諭

グリーン・ツーリズム	
インストラクター

キャンプ
インストラクター
受験資格

教員免許
高等学校教諭一種

（地理歴史、公民、商業）

社会教育士

旅行業務取扱管理者
（総合・国内）

学芸員

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

図書館司書

レクリエーション・
インストラクター

※2つ以上の資格（教員免
許を含む）を取得する場合
は4年以上かかることがあ
ります。

主な進路

北海道旅客鉄道　　　　
（JR北海道）

西武バス

アットホーム

キヤノン電子テクノロジー

日本郵便

タマホーム

京王観光

住友不動産　　　　　　　
ヴィラフォンテーヌ

JR東日本　　　　　　　
ステーションサービス

三井不動産　　　　　　　
ホテルマネジメント

京王電鉄

積水ハウス

ハウスメイトパートナーズ

はとバス

トヨタモビリティ東京

クラブツーリズム

ホテルベルクラシック東京

日本交通

ほか
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

経済学部　観光経営学科

●実用英語Ⅰ・Ⅱ
●基礎演習Ⅰ・Ⅱ
◎観光経営学Ⅰ・Ⅱ
◎観光社会学Ⅰ・Ⅱ
◎観光地理学Ⅰ・Ⅱ
◎ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎ホスピタリティ論Ⅰ・Ⅱ
◎旅行産業論Ⅰ・Ⅱ
◎宿泊産業論Ⅰ・Ⅱ
◎観光交通論Ⅰ・Ⅱ
◎〈実〉経営組織論Ⅰ・Ⅱ
◎経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
◎産業実務演習Ⅰ・Ⅱ
◎観光まちづくり論Ⅰ・Ⅱ
◎観光資源論Ⅰ・Ⅱ
◎日本地誌Ⅰ・Ⅱ
◎外国地誌Ⅰ・Ⅱ
◎地誌学Ⅰ・Ⅱ
◎自然環境論Ⅰ・Ⅱ
観光人類学Ⅰ・Ⅱ
観光経済学Ⅰ・Ⅱ
観光文化論Ⅰ・Ⅱ
サービス・マネジメントⅠ・Ⅱ
観光情報学Ⅰ・Ⅱ
観光リスクマネジメントⅠ・Ⅱ
航空産業論Ⅰ・Ⅱ
MICE論
外食産業論Ⅰ・Ⅱ
観光人材管理論Ⅰ・Ⅱ
国際観光論Ⅰ・Ⅱ
観光政策論Ⅰ・Ⅱ

景観論Ⅰ・Ⅱ
都市観光論
観光学実習（空港）Ⅰ・Ⅱ
観光学実習（エコツーリズム）Ⅰ・Ⅱ
観光学実習（観光施設）Ⅰ・Ⅱ
観光学実習（都市観光）Ⅰ・Ⅱ
観光学特論Ⅰ〜Ⅳ
観光産業実務論
旅行業関連資格取得講座B1・B2
レクリエーション指導（理論）
レクリエーション指導演習
スポーツ方法実習（レクリエーション）
情報処理論Ⅰ・Ⅱ
情報処理演習Ⅰ・Ⅱ
データ処理演習Ⅰ・Ⅱ
上級簿記Ⅰ・Ⅱ
財務諸表論Ⅰ・Ⅱ
〈実〉基礎税制論Ⅰ・Ⅱ
現代企業論Ⅰ・Ⅱ
海外スポーツマネジメント研修
多摩経済論Ⅰ・Ⅱ
経済政策論Ⅰ・Ⅱ
国際経済論Ⅰ・Ⅱ
財政学Ⅰ・Ⅱ
金融論Ⅰ・Ⅱ
アジアにおける経済統合と共同体Ⅰ･Ⅱ
憲法Ⅰ・Ⅱ
民法Ⅰ・Ⅱ
商法Ⅰ・Ⅱ
〈FP〉ファイナンシャルプランナー
　　講座（基礎）Ⅰ・Ⅱ
ECCP（論理的思考）Ⅰ・Ⅱ
ECCP（英語基礎）Ⅰ・Ⅱ

●演習Ⅰ・Ⅱ
◎観光行動論Ⅰ・Ⅱ
◎観光マーケティングⅠ・Ⅱ
◎観光施設運営管理論Ⅰ・Ⅱ
◎〈実〉エリアマネジメント論Ⅰ・Ⅱ
◎環境法Ⅰ・Ⅱ
情報システム論Ⅰ・Ⅱ
情報ネットワークⅠ・Ⅱ
プレゼンテーションⅠ・Ⅱ
情報と職業
データ解析Ⅰ・Ⅱ
図形処理と画像処理
財務管理論Ⅰ・Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ・Ⅱ
ベンチャー・ビジネス論Ⅰ・Ⅱ
〈実〉イノベーション論Ⅰ・Ⅱ

産業・企業研究Ⅰ・Ⅱ
管理会計論Ⅰ・Ⅱ
会計監査論Ⅰ・Ⅱ
国際金融論Ⅰ・Ⅱ
会社法Ⅰ・Ⅱ
租税法Ⅰ・Ⅱ
行政法Ⅰ・Ⅱ
労働法Ⅰ・Ⅱ
経済法Ⅰ・Ⅱ
〈FP〉ファイナンシャルプランナー
　　講座（応用）Ⅰ・Ⅱ
〈実〉起業家演習Ⅰ・Ⅱ
〈実〉エリアマネジメント演習Ⅰ・Ⅱ
ECCP（論理的思考）Ⅲ・Ⅳ
ECCP（実務英語）Ⅰ・Ⅱ
英語プレゼンテーションⅠ・Ⅱ

◎産業・企業演習Ⅰ・Ⅱ
◎総合観光経営Ⅰ・Ⅱ
◎観光経営特殊講義Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文Ⅰ・Ⅱ
〈実〉起業家演習Ⅲ・Ⅳ
〈実〉エリアマネジメント演習Ⅲ・Ⅳ
英語プレゼンテーションⅢ・Ⅳ

3年間で学んだ知識と手法を
最大限に活用して、研究を行
います。その集大成となる卒
業論文の作成にとりくみます。

●現代英語Ⅰ・Ⅱ
●観光学概論Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
◎経済学概論Ⅰ・Ⅱ
◎日本経済入門Ⅰ・Ⅱ
◎経営学総論Ⅰ・Ⅱ
◎〈実〉簿記原理Ⅰ・Ⅱ
◎会計学原理Ⅰ・Ⅱ
◎入門ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎入門マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎観光調査法Ⅰ・Ⅱ
◎観光統計法Ⅰ・Ⅱ
◎文化人類学Ⅰ・Ⅱ
◎民俗学Ⅰ・Ⅱ
◎スポーツビジネス概論Ⅰ・Ⅱ
観光学入門Ⅰ・Ⅱ
観光史Ⅰ・Ⅱ
入門観光学実習Ⅰ〜Ⅳ
旅行業関連資格取得講座A1・A2
グリーンツーリズム論
政治経済英語Ⅰ・Ⅱ
基礎法学Ⅰ・Ⅱ
〈会〉簿記論（会計人）Ⅰ・Ⅱ
〈会〉財務諸表論（会計人）Ⅰ・Ⅱ
特殊講義（グローバル経済）
特殊講義（グローバル経営）

社会学系科目を幅広く学び、
観光と経営関連の諸学の土台
をつくります。また基礎科目、
英語学習にもとりくみます。

年1 Freshman

観光､ 経営の基礎を学習し、
専門分野の研究に必要な知識
と理解力を養成。基礎演習で
密度の高い学習を行います。

年2 Sophomore

関心や進路に合わせてゼミ・
研究テーマを選択。多様な観
光専門科目・関連科目を履修
し、専門性を高めていきます。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Economics

Department of 
Tourism Management

Webシラバス
を見る

会計人講座
経済・法・文・外国語・教育学部に在籍
し、公認会計士や税理士をめざす学生
を対象に、簿記論、財務諸表論などを
徹底的に学習する特別講義。

ファイナンシャルプランナー講座
FPの資格取得をめざす学生を対象と
した本学教員と日本FP協会の専門家
による講義。単位取得者には、2級
FP技能検定の受検資格が与えられる。

経営実践プログラム
創業・起業やNPO活動、キャリアア
ップをめざす学生に対し、「自分流」
経営のあり方や、地域貢献などの実践
方法を指導する支援プログラム。

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
〈会〉	会計人講座
〈FP〉	ファイナンシャルプランナー講座
〈実〉	経営実践プログラム科目


