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「人の心に近づく思考と技」を学ぶ
― 観光経営学を段階的に学ぶための授業改善 ―

大  下  　  茂

（要旨）
　観光は、地域活性化の目的・手段であるとともに、地域の将来像・目標でもある。さら
に観光事業や観光地域の盛衰には、人の心が介在していることが最大の特徴である。本稿
では、観光経営学科で開講している講義系・演習系科目を取り上げ、その授業の中で、「人
の心に近づくための思考と技を学ぶ」ための授業改善に焦点をあてて報告する。また、観
光経営学の学びへの段階的な深化について、試行的な授業改善を総括して今後の授業改善
に向けた展望を論じたい。
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1.　序論

1.1.　観光経営学の特徴～人の心に近づくこと・人間に学ぶこと

　日常会話で「観光」という言葉を私たちは使っているが、観光とは中国の易経に記され
た「国之光を観せる 1）」が語源とされている。地域（国）にとって最も大切なものを、地
域（国）側は訪れた人にお見せする。訪れた人はその光を見て地域の魅力を感じる。そして、
そこに「観光」が成立することとなる。
　時代とともに人々の暮らしぶりは変わっていく。当然ながら人気の観光スポットも時代
とともに移り変わっていく。交通条件等の社会的状況や人々の志向をキャッチし、ちょっ
とずつ地域が変わっていくか否かで、観光地の盛衰の道が分かれてくる。
　観光のみならず、暮らしぶりすなわち生活様式の変化に対して適切に対応することは、
衣食住に関わるほぼ全ての製品の基本である。サービスや製品を提供する組織・企業のも
つ技術からの視点ではなく、あくまでも消費者の視点からの志向～これもまた経営の基本
である。
　観光も関連する提供サービスもマーケットの動向を推察し適切に対処することが原点で
あり、観光経営学は「人の心に近づくこと・人間に学ぶこと」を基本とした学問である、
といえる。
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1.2.　本学における観光経営学の授業の特徴

　豊かで、美しく、誇り高く、活力のある地域となることを多くの人々は求めている。観光は、
その将来の望ましい地域へと導くためのツール（目的）でもあり、最終的な目標とされる
姿のひとつでもある。本学で行っている観光経営学は、観光学の基本を、「理論」と「実学（現
場感覚）」を通じて学ぶとともに、専門過程においては観光ホスピタリティ産業と観光まち
づくりの科目を構成・準備し、観光経営学の本質を段階的・体系的に学ぶことができるよ
うな改善を加えている。
　観光経営学の基本は、前述の通り「人の心に近づくこと・人間に学ぶこと」にあり、大
学の講義・演習科目においても、マーケットすなわち受講生の視点からの構成・組立が必
要となるが、技術や経験・ノウハウを伝えることに重点をおいた講義・演習の運営になっ
ていないかを、教員は意図的に自らの評価軸にもって改善すべきである。このことを本稿
の主たるテーマとし、筆者が実践している 3 つの科目での授業改善を報告することとする。

2.　観光学概論～観光の専門家へと導く第一歩

2.1.　講義の概要と位置づけ

　本講義は「観光学」の入門としての基幹科目であり、「観光」を志望して入学した観光経
営学科の１年生には最初に受講を求めたい科目である。入学時ガイダンスで受講を勧めて
いる関係で筆者の担当する講義には平成 24 年度は 200 ～ 250 人（4 限開講）、平成 25 年度
は約 150 人（5 限開講）が受講している。また、オープン科目のため、他学部・他学科か
らの受講も見られる（表− 1 参照）。教室は 400 人規模の大教室である。通年の講義であり、
春学期の総論編は 13 回のテーマで構成（表− 2 参照）、毎回の講義で完結した内容として
いる。秋学期は各論編として、地域に人を集める手法・技術について、前期での講義内容
を随所で引用しつつ講義を運営している。

経済学部・観光経営学科

(うち1年生の受講学生数)

121

110

(1年生の受講学生数割合)

経済学部(経済学科)

経済学部(経営学科)

文学部

外国語学部

法学部

短期大学

合計

25

15

24

18

5

9

217

127

115

34

33

29

13

6

8

250

107

93

12

15

9

3

2

1

149

82

66

21

24

7

4

5

3

146

表-1　平成24年度・25年度の観光学概論の受講者数と所属学部

※平成25年度(秋)は、平成25年10月13日現在での受講登録数

受講学生の所属学部 平成24年度 平成25年度

春学期 秋学期 春学期 秋学期

50.7% 46.0% 62.4% 45.2%
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2.2. 授業改善～グラフィック・シラバスによる講義の位置づけの明確化への取組み

　春学期の講義は、観光学の基本的な内容を毎回異なるテーマで開講しているため、前後
関係の連続性は比較的弱い。受講生にとっては、仮に一回の講義を欠席したとしても、そ
の後の講義内容の理解に大きな支障とはならない。しかし秋学期においては、13 回の講義
内容が関連性を有していることから、各回の講義の意味合いへの理解を得た上で講義を行
うことが大切であると感じて
いた。また、このことをテキ
スト版のシラバスで表現する
ことの難しさを実感していた。
　教育力向上研修（平成 24 年
度開講）を受講し、その中で

「グラフィック・シラバス」に
関する知識を得るとともに、
研修では実際に自ら担当して
いる科目を題材にした演習を
行った 2）。グラフィック・シ
ラバスとは「授業における重
要概念間の系統性・関係性を
図化したフローチャートやダ
イヤグラム（Nilson,2007）」で
ある。図化することによって、
情緒面・注意面・教示面、支

第1講

第2講

第3講

第4講

第5講

第6講

第7講

第8講

第9講

第10講

第11講

第12講

第13講

第14講

第15講

授業の全体構成・ガイダンス

観光学の対象～観光の主体・観光学の研究範囲

観光の意義と役割～観光の語源・定義

観光の歴史(1)～我が国における観光

観光の歴史(2)～諸外国における観光

観光の志向と実態～これからの観光を考える

観光行動・観光心理

観光地域～伝統的な観光地と行楽地

観光資源とテーマ

観光統計～様々な観光データとアンケート

観光政策～観光立国と観光

国際観光～インバウンド・アウトバウンド

観光まちづくり～物見遊山型の観光地からの脱却

観光に関する計画

総括・秋学期への展開 (授業内試験の実施)

表-2　観光学概論Ⅰ(春学期)の講義テーマ

講義回数 毎回の主要なテーマ

第５講 観光と交通

第６講 観光と魅力づくり

第７講 観光と情報・ツール

第８講 観光ともてなし・ホスピタリティ

第４講
人の気を惹き地域に人を集める
ための４つの要件

※集客のための要件とともに、陥りや
すい間違いに気づき、心得ておくこと
が大切!!

第９講 観光と産業～観光は裾野の広い産業・観光は総合産業

第１０講 観光と景観～地域個性の表現方法

第１１講 観光と組織～観光まちづくりの推進のために

第１２講 観光調査・観光文献・手掛かり

第１３講 観光地でのフィールドワーク～地域に向う心構え

第１４講 総括～人間に学ぶ観光学

第２講・第３講

事例研究
◎１０のポイント
◎小樽・長浜（第２講）
◎佐原（第３講）

図-1 観光学概論Ⅱのグラフィック・シラバス

◆人を集める技

◆観光と社会との関わり
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援面、記憶面で学習者（受講生）の内容理解を高める効果があるという。また大学教員側
にも「暗黙知」を「形式知」に変換させることにもつながる 3）、という。
　そこで秋学期の講義テーマをポストイットに書き出し、4 つのブロックにまとめ、それ
ぞれの関わりと観光学における意味合いを整理し、13 回の講義内容の全体構成を図− 1 に
示すように構造化した。平成 24 年度の秋学期では 15 回目の総括の際に提示したが、講義
の冒頭に配布して受講生と教員とが講義の進行マップとして両者が確認して講義を進める
ことがより効果的であると考え、平成 25 年度（秋学期）では第 1 回の授業の全体構成・ガ
イダンスの中で提示し解説するとともに、受講生には毎回の講義で、どの部分の講義内容
であるかの確認をするように努めている。
　また、講義内容を構造化したことによって、これまで「暗黙」で伝えていた講義の意味
合いや内容が、より「形式化」して伝えることを可能にしたという、筆者（教員側）の新
たな自己発見にもつながった。

2.3.　今後の展開～必修化とオムニバスでの講義形式の導入

　メディア環境の変化により、受講生の文字離れと視覚依存がこれまで以上に進むことが
予想される。そのような環境では、文字を頭の中で変換・イメージさせることを受講生に
求めるのではなく、図化された構造・構成を直接的に訴え、その中で関連性を伝えること
の方がより理解が深まるものと考えている。他の講義系・演習系科目への展開も可能な限
り実践していきたい。
　観光学概論は前述の通り、本学観光経営学科の基幹的な入門科目である。そのため、担
当教員一人での講義形式ではなく、学科に所属する教員の専門領域を観光学や観光事業の
中で構造化した上で、オムニバス形式での講義によって受講生の興味を喚起・引き出す形
式での講義へと改善を図りたい。また観光経営学科の１年生の必修化（観光学概論）と他
学部・他学科対象科目（例えば「観光学入門」）とに区分した講義内容についての改善にも
取組みたい。

3.　基礎演習～人の心を重ねる・人の心に近づくための演習

3.1.　講義の概要と位置づけ

　「基礎演習」は、経済学部の必修である「ライフデザイン演習（１年生対象）」と「演習（3

年生対象ゼミナール）」との中間に位置する 2 年生対象の必修の演習系科目である。基礎演
習による達成目標は共通したものとして学部より各担当教員に示されるが、演習の具体的
な運営は教員の独自性に委ねられている。筆者の担当は経営学科のクラスであり、受講者
は約 25 名程度。受講生と教員との距離が比較的近い規模での演習であるととともに、1 年
次からのクラスの持ち上がり（担当教員は替わるものの 1 年次の「ライフデザイン演習」
で学生は 1 年間顔を合わせている）のため、既に一種のコミュニティも形成されている。
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　3 年次以降のゼミ配属後は個人研究にシフトする研究室も少なくないため、筆者のクラ
スではグループワークを基本とし、合間に個人のスキルアップにつながる演習を組み入れ
る構成として演習を実践している。

3.2.　授業改善～模擬シンポジウムを通じた立場や立ち位置への理解

　基礎演習では、最初のグループワークとして模擬的なシンポジウムを行うこととした。
テーマの設定、その社会的な意義、登壇者の構成・発言要旨、提案の導き（仮説の構築）が、
シンポジウムを企画する際には必要となり、この思考プロセスは、近い将来に研究計画を
立てる際にも援用できると考えたからである。また、観光や経営においてはマーケットの
動向を把握する（直感的に捉える）ことも重要なスキルであることから、登壇する役回り
になりきって思考することの訓練～「立場を理解する」「立ち位置（視点）を替える」等の
副次的な効果も期待して取組むこととした。
　しかしながら TV 討論会や新聞紙上等で社会的に話題となっている問題についてシンポ
ジウムを行っていることを知っている学生は多くはなかった。そのためシンポジウムとは
何か、どのように企画するか、参加者（来場者）の層や効果的な開催時間・開催場所など
についての基本情報を提示するとともに、テーマをあらかじめ用意して、テーマ毎に抱え
ている問題点等についての概要解説の後、受講学生の興味に応じてクループ化を行い演習
に入った（テーマ解説 1 回＋グループワーク 4 回）。
　平成 24 年度は、①シャッター通りになっている商店街の活性化、②少子高齢化のため
通勤・通学需要が減少している地方鉄道の活性化、③着地型の観光プログラムの創出によ
る地域活性化、④ SA の充実・地方の高速の無料化政策によって経営危機が迫る「道の駅」
の生き残り戦略の４つのテーマを提示した。若年層の車離れが進んでおり身近なテーマと
感じる学生が少ないことから、平成 25 年度は④のテーマを中止し、希望者の多かった①の
テーマを 2 チーム編成することとした。
　演習課題の趣旨を理解し、テーマに基づいて「立場を理解する」「立ち位置（視点）を替
える」という役どころを抑えたシナリオを準備し、発表では役割を演じていた（図− 2 参
照）。企画の背景についての数値を使った説得性や結論に至るプロセスは、まだ荒削りで調
査不足の点が垣間見られるが、演習課題に取組む中で、利用者と提供者の視点、いわば経
営の原点でもある「マーケット志向」の大切は感じ取っていることは実感できた。
　中には、面白い企画も組み込まれていた。それは平成 24 年度の商店街活性化での一幕で
ある。登壇者は商店街で文房具店を営む親子（母と息子）、商店街に立地する病院の医師、
商店街組合長と市役所職員、経済産業省の役人である。文房具屋の息子は後継者になろう
とするが、母親は将来性を案じて反対する。個店の中でも賛成と反対で意見が対立する。
そこに病院の医師が「これから高齢化によって病院が忙しくなるので、診療を待っている間、
商店街で買い物をして診療時間の前になると連絡が入るようにしたい」との提案。これに
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経済産業省が支援を表明。母親の気持ちが和らぎ、文房具店の経営存続を決心し、本業の
文房具店と高齢者が立ち寄れる休憩スポットを兼業で開設するというストーリー。時代の
趨勢を感じさせるいくつかのアイディアの原型が盛り込まれていた。

3.3.　今後の展開～興味を喚起するテーマの追求

　模擬シンポジウムの後、「東日本大震災の復興で私たちは何ができるか」をテーマにした
ワークショップを、やはりグループワークで実施した。先に模擬シンポジウムを実施した
成果として、「被災地域の人々の立場」「地域にとって」という言葉がグループ討議の中で
聞こえてきたことは、演習の成果として定着していることを感じることができた。
　今後は、模擬シンポジウムのテーマをより身近に感じるものへと広げること、企画の背
景や結論に至るプロセスに数値データ等を用いて、よりリアリティのある内容へと進化さ
せること、演習プログラムの成果についてアンケート等による効果測定等に取り組みたい。

4.　観光地計画論～演習との組み合わせによる能動的学習への接近

4.1.　講義の概要と位置づけ

　「観光地計画論」は観光経営学科の専門教育科目として開講している講義系科目であり、
本学観光経営学科の目指す人材像 4）のうち、「観光まちづくりの推進に寄与する」ための
基幹となる講義の一つである。受講生は、春学期 43 名、秋学期 32 名であり（平成 24 年度
実績 ; 平成 25 年度は開講せず）、専門科目にふさわしい全体討議形式も可能な比較的小規

模擬シンポジウムの実施（総括）

地域の個性的な観光体験をつくり出す（6月28日）

鉄道を使った平成の「旅」をつくる（7月5日）

商店街を活性化するために（7月19日）

道の駅の盛衰の条件「道の駅とSAにみる競合・共存共栄の道を探る」（7月12日）

人口減少時代を迎え、多くの地域では、地域の個性を生

かした観光体験によって人を地域に呼び込もうとする取

組み競争が激化している。多くの地域の中で人の気を惹

くためには、他の地域ではみられない特徴的な体験プロ

グラムを創出する必要があるが、如何にして地域固有の

資源を発掘し、商品として組立て、それらを販売すれば

よいかについてのノウハウが少ないのが現状である。

団塊の世代がリタイアしたことから、ゆったりとした旅の提供が

求められている。また一方で、若者のマイカー離れが進展して

いることから、公共交通機関、とりわけ鉄道を生かした魅力的な

旅のスタイルを提供することによる観光需要の創出にも、鉄道

が果たす大きな役割が期待されている。

全国に 1000 箇所近くの道の駅が認定される一方で、高速道路の民営化以

降、SAの充実が目立っている。また、政権交代によって高速道路無料化の

政策が提言（現在は凍結されているが）され、道の駅にとってはSAが、また

SAにとっては道の駅が競合する時代を迎えている。

昭和50年代、大型店舗の駅前進出にあたり、地元商店街は、盛衰

をかけて賛否が分れた。このようなこともあり、その後のモータリ

ゼーションの進展によって、郊外への大型商業施設の展開が進んだ。

また、商業施設〜とりわけ流通形態の変化により販売形態も大きな

様変わりをみせ、かつての対面販売の機会は減少し、その結果、買

物を通じたコミュニティをも形態を一変させるものとなった。一方で、

高齢化の進展にともない、かつて慣れ親しんだ商店街形式の復活を

求める声も大きく、現在の商店街の再生に、大きな期待が寄せられ

ている。

【模擬シンポジウムによる基礎演習の意義】
　　①　4 つのテーマは何れもが「地域づくり」の分野において、喫緊の課題となっている。あ

るいは今後さらに問題視されてくるであろうテーマです。また、地域全体として「地域
経営」を展開するための格好のテーマになるものと思っています。

　　②　「模擬体験」する過程の中で、1）立場を変えることによる視点・思考の拡大、2）全体を
企画する中での企画力・構想力の演習、3）プレゼンに向けた準備（情報収集力の向上と全
体の構成力の向上）、4）グループ討議による調整力等の演習を企図したものです。

図− 2�　模擬シンポジウムの模様と学生に配布
した模擬シンポジウムの結果（平成 24 年
度の「基礎演習」での風景）
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模な講義系科目である。
　春学期の講義では、「国土計画と観光」をテーマに、時代とともに移り変わっていく観光
の形態と地域活性化における位置づけの変遷を辿る講義、秋学期の講義では、計画づくり
の各論と位置づけ、講義の冒頭に「これからの計画論として最も大切なキーワード =『地
域ぐるみ』」という結論（仮説）を提示した上で、その意味合いを事例分析・評価、理論に
よる検証等、様々な視点から紐解いていく方法～ TV の推理ドラマ風（例えば古くは刑事
コロンボ、古畑任三郎等）の展開で講義を展開することとした。

4.2.　授業改善～講義と演習の組み合わせによる能動的学習意欲の向上

　活力が低下してきている観光地の再生を行う上で決定的に欠如していることは、①マー
ケット志向でないこと、②地域の魅力が定番化・陳腐化していること、③バラバラの取組
みであり組織的な行動となっていないこと、の 3 つの要因に集約されることは、筆者がア
ドバイスしている地域に共通していることからも明らかであると感じていた。
　そこで講義では、その課題に即して、
①観光の実態把握～人の行動を知ること !! ⇒アンケート用紙の作成
②資源の評価・新商品づくり～地域で発案するプログラム !! ⇒体験プログラムづくり
③地域の組織のあり方～地域の組織的なアピール !! ⇒組織の位置づけの検討
を取り上げて解説するとともに、より理解を深めてもらうために、講義の翌週は隣りに座っ
た学生がペアを組んでミニ演習を実施することとした。講義と演習をセットにすることは、
理解を深めることと同時に、受動的ではなく能動的に思考すること、講義後に主体的な情
報収集や専門知識のさらなる習得につなげることを期待したものでもあった。
　講義と演習の組み合わせによる授業改善の成果は、受講者の授業アンケートによると表
− 3 のとおりである。回答数が多くないこと、回答の母集団が春学期と秋学期とで同一で
はないので単純な比較はできないが、アンケート回答から傾向を読み解くと、「興味をもっ
て熱心に取組むことができた」「もっと深く勉強したくなった」の評価が相対的に向上して
いる。また、自由記入欄にも演習を加えたことを評価する意見が寄せられる 5）とともに、
総合評価も高まっている。このことより、講義と演習の組み合わせによる授業改善は、受
講生の能動的・主体的な学習意欲を高めることに寄与したところがあったと見てとれる。
　また、学生の柔軟で意外性のある発想は、教員側にも新たな発見と驚き・刺激を与えた。
一例を示すと、体験プログラムづくりの演習では、「ぶらり義経散歩 with 弁慶～ around50」「湘
南の夕日・RAILWAY ～チョイ悪オヤジの小さな冒険」「居酒屋・山手線」といった企画が、
演習の説明を含む 1 コマ（90 分）で企画・提案された。
　中でも「ぶらり義経散歩」の企画内容は優れていた（図− 3 参照）。鎌倉のまち巡りといっ
てしまえばそれまでの企画を、50 歳前後の子育てを卒業した歴女のグループをターゲット
に、義経を演じるイケメンガイドが弁慶とともに案内し、昼食も地元のセレブの中で囁か
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れていてまだ話題になっていない三ツ星級のレストランを巡るというもの。当然、ツアー
料金も ¥12000 −と高い設定。頼朝役の脇役が、義経と弁慶のガイドぶりを木陰からそっと
見ており、またそれを北条政子が監視しているという。演習の助言のために回っている際
に確認したところ、この企画を提案した学生は歴史好きで、義経が鎌倉に入れなかったの
で、今回の企画の中で実現できたことの喜びを、ツアー参加者にお礼を言う、という仔細
な部分までも組み立てていた。さらに驚いたことはツアーの第二弾 !! やはり鎌倉を舞台に

「北条政子による夫の正しい働かせ方セミナー」を企画中とのこと。口コミで人気が出ると
シリーズ化するが、安売りはせず限定感は維持する、という。まさに起業の経営方針にも
通じる思考である。学生の発想の柔軟さとユニークさに脱帽。
　同様に地域組織の演習では、サッカー大好きな男子学生のペアの演習成果から。比較的
難しいテーマであったため多くの学生は例示をもとに意見交換をして取りまとめていた（図
− 4 の上の成果参照）が、男子学生のペアの発想は異なっていた。地域をしっかりと守る
組織、そして迅速に攻撃する組織、時には攻撃をアシストし、またある時には地域を守る
両方の機能もつ組織が、地域主導で観光まちづくりを進める上では必要であると言う。ま

▼

▼

▼

68.8%

31.3%

62.5%

68.8% 25.0%

表-3　観光地計画論の授業に対する受講学生の能動的学習や主体的思考の変化

授業に興味をもって
熱心に取組むこと
ができた

授業内容をよく理解
することができた

授業を通じて新しい
知識や考え方、必要
な技能を習得でき、
もっと深く勉強したく
なった

総合的にみて、この
授業を受けて満足し
ている

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

16

48.5%

11

15

45.5%

7

43.8%

15

45.5%

10

22

66.7%

11

11

33.3%

2

12.5%

13

39.4%

4

25.0%

11

33.3%

4

25.0%

6

18.2%

4

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

回答数

構成比

6

18.2%

3

18.8%

3

9.1%

5

7

21.2%

1

6.3%

5

15.2%

1

6.3%

0

0.0%

0

0.0%

2

6.1%

0

0.0%

0

0.0%

1

6.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

33

100.0%

16

100.0%

33

100.0%

16

100.0%

33

100.0%

16

100.0%

33

100.0%

16

100.0%

評価項目 学期 回答 【5】 【4】 【3】 【2】 【1】 合計

※ 【5】は「そう思う」、【4】は「どちらかといえばそう思う」、【3】は「どちらでもない」、
【2】は「どちらかといえばそう思わない」、【1】は「そう思わない」に評価した受講生数
と受講者割合。

※ 平成 24 年度の授業アンケート結果による ( 春学期 33 名 /43 名、秋学期 16 名 /32 名 )。秋
学期は、企業の会社説明会とアンケートの日程が重なったことにより、受講者に対して
アンケート回答数が低くなっている。
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例示からイメージして解答を導き出したペアの成果

図− 4　地域組織の位置づけについての演習の成果 (2 例 )

図− 3　体験プログラムづくりの演習の成果　～ 4年生の女子学生ペア「ぶらり義経散歩」

得意なサッカーをイメージして発想したペアの成果

＊�○で示した番号の組織がスタメン。
番号のみがサブの組織。
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さにサッカーの GK と DF、FW、MF の役割に見立てた思考である。演習の途中で立ち寄っ
た際に、「ではスタメンは ??」と投げかけて他の演習へと回ったところ、26 示した組織名
と活動内容だけの情報（群馬県みなかみ町猿ケ京温泉）から、的確に組織の位置づけの成
果を導いていた（図− 4 の下の成果参照）。自分の興味と得意分野に置き換え発想すること
で、課題をより自分に近づけて解答を導く方法に、思考の柔軟さとユニークさを垣間見る
ことができた。

4.3.　今後の展開～講義系の入門科目への援用

　講義系の入門科目（例えば前述の「観光学概論」等）は、教員側は知識を伝えることに
専念することを重要視するため、授業形式として受動的となることが得てして多くなる。
今回の授業改善である [ 講義⇒演習 ] を組み合わせることの効果を活かすとすれば、1 コマ
90 分の中に簡単な演習を加え、例えば [ 講義⇒演習⇒解説・総括 ] 等の構成で講義を進め
ることによって、受講生の主体的・能動的な学習の切っ掛けを生み出すことが可能となる
のではないかと考えている。また、1 コマ 90 分の講義にもリズム感が生まれることが期待
されるため、入門科目への展開を図りたい。

5.　総括～講義に臨む姿勢と学科内での水平展開

　「学生の立場から考えること～学生目線をもつこと」を意識することにより、教員にとっ
て、新たな驚きや刺激が与えられ、受講者から新しい思考や柔軟なアイディアを教わるこ
ととなった。ちょっとした意識・見方を替えるだけで、通年講義であれば一年後の受講者
並びに教員側の意識は大きく異なってくる。かつて藩政時代・米沢藩主の上杉鷹山は「し
てみせて、いってきかせて、させてみる」という思考で、借金地獄であった米沢藩の立て
直し・改革を進めたことに倣えば、「授業改善」の基本は、「受講者に知識・情報を教示し、
何故なのか（背景・理由）を論じた上で、実際に手と頭を働かせられるように取組むこと」
にあるのではないかと思っている。この繰り返しを通して、受講したことの成果（受講者
が何ができるようになるかの姿）が共有できた際に、主体的な意識をもつ受講者となるの
ではないだろうか。授業改善は講義にリズムを
与えることと捉えて、日常的な小さな取り組み
から変えてみることを、同学科の他の教員に水
平展開したいと考えている。
　「観光」の特徴として本稿の冒頭で示した「人
の心に近づくこと・人間に学ぶこと」をより積
極的に展開するためには、現場に身をおくこと
も重要であると考えている。先日、学生からの
要望で、演習の 1 コマを高幡不動の参道にて学

図− 5　演習 (ゼミ )の一コマ
(高尾山明王院金剛寺～高幡不動にて )
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外授業を試行的に実施した。山道のお土産屋さんに入った際に裏の表示から生産地を確認
すること、写真を撮るときにはキャプションを意識して画角・構図を決めること、お寺に
は縁起があり「山・院・寺」が正式名でありそれを最初に学ぶこと（高幡不動がお寺の名
前と思っていた学生が多くいた）等、「技を伝授すること」で、意識が大きく変わってきた
受講生がいた。
　平成 25 年度、観光経営学科では「観光学実習」という科目を試行的に開講・実施してい
る。学内での講義と箱根セミナーハウスに出向いて、国際観光地・箱根を舞台とする現地
学習を組み合わせた講義である。「観光経営学」ならではの、講義と演習とをセットにした
科目であり、アンケートによる受講生からの意見を参考に今後の講義形式のさらなる改善
を図ろうとしている。

（注）

1）「観国之光 利用賓干王（易経）」が観光の語源と言われている。国の光を観（見）せるこ
とは、王様の迎賓の方法として適しているという意味であり、その意味から「地域（国）
にとって最も大切なものを、地域（国）は訪れた人にお見せする、訪れた人はこの光を
見て地域の魅力を感じる」と表現した。

2）平成 24 年度の「教育力向上研修」の演習では「観光地計画論Ⅱ」の講義を題材にグラ
フィック・シラバスを作成した。図− 6 が、研修の演習の中で作成したものである。本
稿で報告した［講義⇒演習］の講義形式が図中の囲み・斜線の中で示している。

3）平成 24 年度の「教育力向上研修」の佐藤浩章准教授（大阪大学教育学習支援センター
副センター長）の資料による。

図− 6�　「教育力向上研修（平成 24 年度）」の演習で作成した「観光地計画論Ⅱ」のグラフィッ
ク・シラバス。

− 123 −



「人の心に近づく思考と技」を学ぶ

4）観光経営学科のディプロマポリシーでは「･･（略）･･･ また、地域の経済社会の発展や
観光ホスピタリティ産業および観光まちづくりの推進に寄与する人材の育成を目指す」
としており、その「観光まちづくりの推進」に必須な知識と思考・技術を学ぶことがで
きる科目として開設している。

5）授業アンケートの自由記入の中に「講義だけでなく実際に地元のツアーや観光協会の今
後の収益源についてアイディアを出すなどの演習が面白くかつ勉強になったと感じてい
る」「実践的な課題ができることも満足している」等といった意見が寄せられたことに
よる。

− 124 −


