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京都大学経営管理大学院
観光経営科学コースの紹介

2020年7月25日
入試説明会

世界に選ばれるKYOTOで
世界に選ばれる観光ＭＢＡ
観光立国日本の発展
観光地域経営の高度化と魅力ある文化の国際発信
観光産業の経営高度化とサービスイノベーション

観光地経営（Destination Management）の戦略
的展開
観光地域の文化と魅力を分析、戦略的マーケティングを

行える人材の開発
観光産業において生産性向上とおもてなしサービスのイノ

ベーションを行える人材

世界一の観光都市「京都」から観光ＭＢＡの育成

（出所）Travel and Leisure, 2014, February.
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国際観光都市での観光MBA

Ⅰ．観光MBAコースの目的と特徴
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• 設立経緯

• 国際的に成長する旅客需要と国内需要停滞への対応を背景とする、観光産業の生産性向上

とサービス革新、また、観光地域における地域経営と文化発信、といった社会的課題への

取り組みを進めるため、観光経営に関わる文理融合の研究成果を活かしたカリキュラムを

持つ「観光経営科学コース」（観光ＭＢＡコース）を、観光庁の助成を受けて、2018年度

より京都大学経営管理大学院に設立

• 学位: 経営学修士（専門職）(MBA: Master of Business Administration)

* 国際認証資格: ABEST21取得

• 定員: 10名程度

• 修業年限: 2年

• 募集スケジュール:

• 11月募集／12月最終土曜日面接試験

京大観光MBAコース: 概要

観光経営人材のコンピテンシーモデル

6（出所）京都大学経営管理大学院. (2018). 経営系専門職大学院（ビジネス分野）におけるコアカリキュラム等の実証・改善に関する調査研究報告. 
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Ⅱ．観光経営における
新たな経営学的視点

観光経営における新たな視点

１．国際的な集客促進と地域
発展

２．サービス・イノベーショ
ンによる収益力

３．新たな事業開発による産
業発展
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１．国際的な集客競争と地域発展
• 国際旅行客増大=観光地競争力の問題化

• 「旅行者拡大は、観光地域間で、集客での競争力と
いう新たな経営問題を生み出しつつある」（The 
Economist, 1998, Jan. 10)

＝＞顧客のターゲット設定と効果

• Destination Management（観光地域の経営と集
客促進戦略）の重要性

 マーケティング＋プロモーション
地域のステークホルダー管理
政策と戦略
観光客への情報発信
財務戦略
 リスク管理

例：タイムアウト誌で外国人に激論される日本のベストスキー場
ニセコVS妙高高原

（出所）https://www.timeout.com/tokyo/travel/best-ski-spots-hokkaido-vs-niigata

２．サービス・イノベーションによる収益力
• サービスの革新による収益力増大

• 観光産業の低収益性課題

• 新規サービスによる収益力増大

• 顧客経験を増大させるサービスの開発
• 価格だけではなく経験を求める

• 経験内容の質向上と新鮮さ

• 顧客目線で感動を与えるサービス開発

ロボットが対応する「変なホテル」

（出所）http://www.h-n-h.jp/

無料スマホサービスを

始めた香港のホテル

（出所）
https://www2.jhc.jp/contents/s
election-
h/hkg_smartphone/top.php

（出所）
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11i8i2ifq/EXP=1443431085;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkJuS2VSdTAt
aWZvWG9acVVNWXc1Wi1CbWhCeDhqOXJLdktXNV9HSUVLZUNaalp2dHFJM19sTWl1eQRwAzQ0SzU0NEtyNDRLazQ0T0E0NEtrNDRP
VDQ0T3o0NEt3BHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jy/**https://retrip.jp/articles/4334/
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３．新たなサービス開発による産業発展
• 新たなツーリズムと地域開発

• エコツーリズム
• MICE
• 農業ツーリズム
• 芸術・ツーリズム
• 医療ツーリズムなど

• 新たな顧客経験の創造力が問われる
• コロナ後に求められる新たなサービスのデザイン

• 新規事業開発とベンチャーの拡大

（出所）http://www.forum-fukuoka.com/medical/34_4246/2.gif

Ⅲ．カリキュラム
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科目開発の特徴

(1) 国際科目：国際的視点での観光経営論

(2) 経営者との対話：ケースと対話

(3) 国際／国内インターンシップ：現場の協働体験

(4) プロジェクト：現場の課題分析とソリューション

科目開発の狙い

1. 日本の観光の魅力を内外に発信、集客

2. ホスピタリティの革新

3. 新規事業開発

1. 科目開発の狙いとその特徴

科目開発の特徴

(4) プロジェクト:現場の課題分析とソリューション

• DMOマーケティング:京都市観光協会

• フィールドワーク:仙台、東京、横浜ＤＭＯ調査

• 地域活性化:越前市、東伊豆熱川プロジェクト

• 社会イノベーション:アビームコンサルティング

• 国際観光経営学会研修:APacCHRIE

(2) 経営者との対話:ケースと対話

• ツーリズム産業論

（JR西､JAL、USJなど）

• サービスビジネスモデル分析

• 国際経営者と英語ワークショップ

（Ritz Carlton, MGMなど)
14

(1) 国際科目：国際的視点での観光経営論

• 国際的な視点での観光、ホスピタリティ・マネジメントに関す

る英語講義を通じて米国水準の視点

• 経営管理のさまざまな領域の英語講義展開

（戦略、マーケティング、組織、ファイナンスなど）

(3) 国際／国内インターンシップ：現場の協働体験

• パリ国際会議場

• 台湾国際会議場

• ウィーン観光局

• 国際会議場連合総会インターン

• 関西観光本部

• 京都市観光協会
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(1)-1  京大観光MBAのカリキュラム構成: 
4段階での経営能力の開発

• 全般的経営能力の基礎

• マーケティング、会計学、ファイナンス戦略、組織、統計基礎科目

• 観光経営に関する専門能力

• サービスのマーケティング、デザイン、デステネーション・マネジメント専門科目

• 観光とサービスの経営の最先端の実務の理解

• 実務家講演、事業開発、インターンシップなど実務科目

• 観光経営革新のソリューションの研究

• 事例分析、フィールドワーク、プロジェクト、ビジネスモデル研究など修了研究

15

(1)-2 京大観光MBAの主な科目構成

16

代表的な科目名 到達目標/獲得能力

基
礎

科
目

ファイナンス
財務モデルの構造を理解し，ビジネスモデルや事業デザインにおける財務計画を立案・構築するためのスタンダードの修得

マーケティング
マーケティングに係わるビジネスおよびマネジメントの現象を分析・理解し、マーケティングに関する意思決定を導くことになる基礎的な概念/フ
レームワークの習得

統計分析
客観的分析手法としての統計学の基本的な考えの理解と活用。具体的には、記述統計、推測統計(推定、検定)の理解、２変数の平均値および分散の
推定および検定の計算

経営戦略
経営戦略に関する基本的な理解と分析能力の獲得。マネージャーとして判断する上で必要となる基本的なツールや枠組み(SWOT分析など)を理解，
実際に分析する能力の習得

会計学
財務会計情報の作成方法（会計ルール）に関する基本的事項について理解

専
門

科
目

企業分析
貸借対照表による短期支払能力と財務安定性や損益計算書による収益力の分析、資本運用効率分析と損益分岐点分析，キャッシュフロー分析，EVA
計算方法等を活用

デスティネーション・
マネジメント論

デスティネーション・マネジメントの基本概念、構成要素を整理し、Workbookやケースメソッドを活用しながらその発想法と思考を体験的に習得

Service Marketing Understand the core contribution of service marketing to the business enterprise

サービス経営論 サービス事業戦略企画基礎能力、サービスマーケティング基礎能力、サービス事業IT活用基本能力の習得

サービス(無形資産)会計
サービス・ビジネスを構想する際、どのように会計システムをも設計すればよいかの理解と、新たなサービスを開発する際、採算面をも考慮した設
計活動

Global Tourism & Hospitality 
Management I 

Understanding of tourism and hospitality management from a global perspective.

実
務

科
目

観光事業戦略論
ホテル事業開発ケースを通じた経営企画立案。観光産業の事業特性や企業特性を踏まえた経営手法の理解。その経営判断の普遍化、パターン研究に
よる個別企業の経営課題抽出、解決提案、具体的施策の実施

ツーリズム産業論
観光産業の基本を学び、観光の経済学や経営学、また観光による地域活性化や産業活性化を思考でき、進路としての観光業界への関心を啓くことが
できる

サービスビジネスモデル分析
優秀ビジネス事例を分析する能力の構築、ケースメソッドに基づき、現実のビジネス事例から異業種でも経営課題、ビジネスモデルと意思決定の分
析を行える能力の獲得

デザイン思考実践
サービスのデザイン思考のマインドとプロセス（共感、問題定義、アイデア創出、プロトタイピング、検証）を理解し、課題解決を行う

サービス新規事業開発
ベンチャー・キャピタリストの指導の下、サービスの新規事業開発について、異業種のビジネスマンとのプロジェクト・チームを通じて、その実践
過程を体験する。
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（２０１４年度）
株式会社細尾
株式会社スーパーホテル
株式会社王宮（道頓堀ホテル）
ヨリタ歯科クリニック
株式会社レック
三星テキスタイルグループ
株式会社リンクアンドモチベーション
株式会社日本公文教育研究会
（2015年度）
株式会社ルネサンス
ワタベウエディング株式会社
全日本空輸株式会社
恵寿総合病院
株式会社サイバーエージェント
ライフネット生命保険株式会社
QBネット株式会社
イオン株式会社
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社
愛媛トヨタ株式会社
株式会社リクルートライフスタイル
がんこフードサービス株式会社
Leave a Nest Co.Ltd
株式会社チームクールジャパン
（２０１６年度）
スカイマーク株式会社

(2)ビジネスケース
代表的サービス企業7０社以上の講演ビデオとケース教材

株式会社ポピンズ
京阪ホールディングス株式会社
株式会社キタムラ
VCUBE株式会社
株式会社ハチバン
ロイヤルホールディングス株式会社
柊家旅館
株式会社ハッピー
アビームコンサルティング株式会社
アニコム損害保険株式会社
株式会社ワンダイニング
オリックス水族館株式会社
ヤマト運輸株式会社
ウォンテッドリー株式会社
（２０１７年度）
株式会社大丸松坂屋百貨店
日本航空株式会社
エクスペディアホールディングス株式会社
綿善旅館
グリコチャンネルクリエイト株式会社
株式会社百戦錬磨
ひらかたパーク（京阪電気鉄道株式会社）
株式会社トリドールホールディングス
楽天株式会社
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント
大阪ガス行動観察研究所

ジェットスター・ジャパン株式会社
STR

(２０１８年度）

東海旅客鉄道株式会社
公益社団法人日本観光振興協会
京阪電気鉄道株式会社/ANAビジネスソリューション
株式会社ストライプインターナショナル
株式会社エボラブルアジア
ロイヤルホールディングス株式会社（てんや）
エディット株式会社
エクスペディア・ジャパン
株式会社エイチ・アイ・エス
（２０１９年度）
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
株式会社京阪ホールディングス
SOMPOホールディングス株式会社
株式会社サンキュードラッグ
株式会社ローソン
株式会社デジタルシフトウェーブ
インテグラル株式会社
チームラボ株式会社
株式会社バルニバービ
HomeAway株式会社
ON THE TRIP
株式会社コングレ

(3) インターンシップ開発
関西観光本部

関西広域ＤＭＯでのインターンシップ

中国留学生による「文化観光における
多言語対応について」に関する研究

山陰地方のファムトリップや関西の文化
施設での研修と成果報告

パリ国際会議場（パリドコングレ）

国際会議協会（ICCA）の協力により、世界
有数のグローバル・インターンシップ（3週間）

MICEの国際マーケティング業務を体験

会議運営の仕方を体験

マルタ・ゴメス国際営業部⾧を迎えた京都での
報告会実施
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(4) プロジェクト
1. DMOマーケティング: オーバーツーリズムの解消

- 京都市観光協会プロジェクト
- 株式会社プレイド提供ツール「KARTE」での実験実施

2. 観光と地域活性化

- 越前市プロジェクト

- 東伊豆・熱川プロジェクト

3. ソーシャルイノベーション

- アビーム・コンサルティング

4. 国際海外観光学会研修

- 国際会議 APacCHRIE NHK NEWS WEB (2020). "観光客混雑緩和の研究成果報告会." NHK京都
府のニュース, Retrieved ２月１８日, 2020年, from 
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20200212/2010005732.html.

[参考] 越前市プロジェクト 調査の様子

5人が約1週間滞在し、地場産業の現状を調査。

業界横断的な視点で、サプライチェーンマネジメントやマーケティングなど
の考え方を導入した提言をまとめて発表した。

20

【越前和紙】 【越前打刃物】 【越前箪笥】

【チームミーティング】

東伊豆・熱川プロジェクトも同様の枠組みで進行中。

南丹市・美山プロジェクトは、まずはデータ収集・解析作業の
担当からスタートの予定。
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・修了に必要な単位
数は42単位

・修了要件として、
修士論文の提出は必
要ありません

• 4単位以上（選択したプログラム
のワークショップⅠ・Ⅱを必修と
する）

• 観光関連の経営研究をテーマ

発展科目

ワークショッ
プⅠ、ワーク
ショップⅡ

• 8単位以上（各プログラムの
指定科目4単位以上を含む）

実務科目

（指定科目の例）

サービスビジネス
モデル分析、ツー
リズム産業論、観
光事業戦略論など

• 18単位以上（各プログ
ラムの指定科目8単位
以上を含む）

専門科目

（指定科目の例）サービス
経営論、ディスティネー

ション・マネジメント論、
サービス人的資源管理論, 

Global Tourism and 
Hospitality Management,

• 12単位以上（各
プログラムの指
定科目10単位以
上を含む）

基礎科目

（指定科目の例）経営戦略、マーケ
ティング、会計学、組織行動、統計学

など

学
術
セ
ミ
ナ
ー
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の

参
加
（
ポ
イ
ン
ト
制
）

専門科目および実
務科目の指定科目
12単位以上のうち、
英語科目4単位の履
修が必要

経済学 経営学 観光学 その他
観光分野に勤務または参入

予定の社会人
（3年以上勤務）

観光経営科学コース （サービス＆ホスピタリティプログラム所属）

経営学修士（専門職）（MBA）＝観光立国に貢献し、観光サービスに関わる経営コンピテンシーを備えた
マネジメント人材（高度専門職業人）

２
年
目

1

年
目

・2年次に進級する

ためには、基礎科目
及び専門科目を16単
位以上修得（基礎科
目5科目10単位以上
を含む）

・履修登録できる単
位数は、各学期に24
単位まで（1年間に
48単位まで）

指定科目は
プログラム
毎に異なり
ます

セミナー等の参加で２０
ポイント以上獲得するこ
とをワークショップⅡ単
位付与の条件とします

第1期の卒業生の研究テーマ一覧
１. Yさん（女性・50代・元DMO）

『MICE参加者の旅行における消費行動の分析～「京都市におけるMICE実態調査」の分析～』
２. Nさん（女性・30代・旅行会社）

『訪日無関心層を振り向かせるには?～日本をデスティネーションとして検討してもらうためのPUSHとPULL要因
～』

３. Nさん（女性・30代・元外資系ホテル）
『MICEはホテルのパフォーマンスを高めるのか? アジア主要都市の比較研究』

４. Hさん（女性・30代・元DMO）
『The Impact of Language Service on The Shopping Experience of International Tourists』

５. Kさん（女性・40代・旅行会社勤務）
『国際会議は大都市だけのものなのか? ー 地方都市が抱える課題を探るー』

６. Eさん（女性・50代・元旅行会社）
『欧米訪日富裕旅行者を満足させるサービス＆ホスピタリティ要因に関する考察』

７. Uさん（女性・30代・ホテル勤務）
『宿泊業における外国人従業員の定着を促す要因』

８. Aさん（女性・30代・通訳）
『ガイド・キャラクター・マッピング 通訳案内士に「情熱」と「適性」は必要か?』

21
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Ⅴ．代表的な授業

Ａ.専門科目

23
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デスティネーション・マネジメント論

1．ねらい
「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、以
下DM）の必要性が認識されるようになった。しかしながら、現段階でDMを具
体的に実践していく手法について、わが国では体系的に整理されていない。
本講座では、欧米におけるDMの概念を整理した上で、DM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。

2．目指す能力
DMOのCEOやCMOが担える程度の知識とノウハウを身につけることを到達
点としている。まず、DMの基本概念を理解し、構成要素を整理して各要素に
関する取り組みについてWork Bookを活用しながら実践的に学ぶ。また
DMOによるDMや地域におけるDMの事例を学び、ケースメソッドを通して、
その発想法と思考を体験的に学ぶ。

授業展開例
テーマ（例）

「観光デジタルマーケティグ」

「デスティネーションブランディング」

「統計学にもとづく戦略立案・演習」

「京都の景観政策」

「エリアマネジメント」

「安全管理とリスクマネジメント」

「持続可能な観光地管理への取り組み」

「スポーツツーリズム」

フィールドスタディ「京都市内の寺院の地域研究」

ケースメソッド「A観光地DMOのCEOだったら」

25
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授業紹介ビデオ
デスティネーションマネジメント論(前川教授、大社非常勤講師）

https://youtu.be/eWsLMNTETxM

Global Tourism and Hospitality 
Management

1．ねらい
ツーリズム/ホスピタリティに関する最新のグローバルな視点（とく
に戦略・マーケティング・人的資源管理）を得る。

2．目指す能力
1) グローバル市場の分析枠組み
2) 消費者行動と技術動向の重要性
3) 観光経営に関するグローバルな視点と
日本的視点との対比

27
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授業例
Lecturer

David Taylor, PhD: International Management 
and Consumer Behavior

Lecture Overview
Corona Virus Impact
Changing Consumer Behavior
Radical Digital Transformation
Strategic Revenue Management
Hosting Global Events / Tokyo Olympics
Destination Development / Japan Integrated 
Resorts
Career Development in IR/Hotel indsutry

B.実務科目

29
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ツーリズム産業論

• 日本観光振興協会寄付講義

1．ねらい
• 訪日外国人旅行者数の伸びは予想をはるかに上回る
一方で、世界的にみるとまだまだ集客の潜在力を活か
せていないことや、インフラやマインドの点で受入れ環
境が心もとないことなど、課題も山積している。
本寄附講義では観光について造詣の深い有識者や
ツーリズム産業界のトップマネジメントを客員講師として
招聘し、理論面とともに実務面からもツーリズム産業の実
態を概観することで、観光による地域活性化やツーウェイ
ツーリズムの必要性など今後のツーリズム産業のあり方を
考察することができる人材育成をねらいとする。

2．目指す能力
・観光学の基本を学ぶ
・観光の経済学や経営学を思考できる
・観光による地域活性化や産業活性化を思考できる
・進路としての観光業界への関心を啓く

授業展開例

31
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観光事業戦略論

1．ねらい
ホテルに代表されるホスピタリティ・観光産業は、とかく「おもてなし」に代
表される接遇の巧緻によって評価されることが多い。しかし本来は他産
業と同様、その事業性、収益性、あるいは投資対象としての評価がなさ
れるべきである。本科目では具体的な事例を用いながら、一般的な経営
アプローチのホスピタリティ・観光産業への適用について理解を進める。

2．目指す能力
・ホスピタリティ・観光産業の事業特性、特定企業の特徴を踏まえた個別
経営手法の理解
・上記に基づく経営判断の普遍化、パターン研究の実施
・個別企業の抱える経営課題の抽出、解決提案、具体的施策の実施

授業例

•池尾 健 京都大学非常勤講師 全体監修
• -------------------------------------------------------------
テーマ例

• 世界のホテル産業と運営形態

• チェーンホテルのマネジメント

• プロジェクトマネジメント

• コンセプトレストラン

• 金融 J-REITの仕組み
• 金融 ライフスタイルホテル

• 金融 ホテルのアセットマネジメント

33
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サービスビジネスモデル分析
1．ねらい

• サービス経営のベストプラクティスのビジネス・ケースについて学ぶこととする。 「日本サービス大賞」、「ハ
イサービス日本300選企業」等を受賞した代表的なサービス経営事例に関して、経営者や現場担当
者から講演をしてもらい、そのビジネスモデルの特徴と競争力を分析する。

2．目指す能力

• 優秀ビジネス事例を分析する能力の構築を目指す。 ケースメソッドに基づき、現実のビジネス事例か
ら異業種でも経営課題、ビジネスモデルと意思決定の分析を行える能力の獲得を目指す。

ケースメソッドの分析目
標

• 経営課題

• 意思決定

• 評価

• ルール作り

分析の仕方

• 目的設定

• 視点選択

• 仮説持つ

ケースに取組む

• 経営課題

• 環境

• ビジネスモデル

• 意思決定

• 評価

まとめ

• 環境や産業の特性分析

• ビジネスモデルの特性

• 決定や行動の特徴

• その評価

過去の実施例

●14社の講演(累計70社以上講演）

企業 テーマ

京阪電気鉄道/ANAビジネスソリューション プレミアムカー事業

がんこフードサービス株式会社 和食レストランの生産性
アビームコンサルティング株式会社 コンサルティングビジネス

ＪＲ東海
「そうだ京都、行こう。」キャン
ペーンの25年

日本観光振興協会 日本の観光振興
ストライプインターナショナル アパレル事業の展開
STR アジアホテル市場の概況

株式会社エボラブルアジア
エアトリとオンライン旅行事業の起
業

ロイヤルホールディングス株式会社 天丼「てんや」の事業展開
株式会社トライアルホールディングス 流通のＩＴ化

エディット株式会社 ゲストハウス事業の起業
エクスペディア・ジャパン グローバルオンライントラベル事業
株式会社リクルートライフスタイル キャッシュレス事業展開
H.I.S.ホテル 「変なホテル」事業

35
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Ⅳ．キャリア

観光をイノベーションする人材集める
１．観光産業の経営人材
（交通、運輸、宿泊、旅行、小売、
外食、コンファレンス、ＭＩＣＥ
（Meeting Incentive, Convention, 
Exhibition），ＤＭＯ（Destination 
Management Organization）

２．他産業分野の新規参入
将来観光分野に進出し、経営革新と
事業開発を進める意欲を持つ人材。

集客マーケティングや
サービス・イノベー
ションをする人材

観光に関するマーケティングや事
業開発、経営改革をする人材（観
光産業及び観光開発を支援する行
政、非営利団体（特にＤＭＯな

ど）
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経験と理論の融合:MBAでの経営能力開発

39

３年以上
の現場経
験

理論知識
と異業種
グループ
でのプロ
ジェクト
ワーク

全体を見通
した経営能
力

キャリアの3つの方向性

1．事業ゼネラリスト：

事業の戦略担当者

2．スペシャリスト：

分野の専門人材

3.  起業家：

イノベーター/事業開発者

（出所）Littlejohn et al. (2004)

企業にとっての観光MBAの活用

活用方法

1. 既存事業の戦略マネージャー
• 戦略性を持つ事業の活性化、転換の担

当者

2. エキスパート人材として
• 会計、財務、マーケティング、生産性、IT

活用の専門家

3. 新規事業の開発マネージャー
• 事業開発プロジェクト管理者

実際の活用例

1. 企業派遣:事業マネージャー
• 戦略立案、ビジネスモデル転換、事業転
換

2. 転職:スペシャリスト人材
• レベニューマネージャー、ITエキスパート、
マーケティング担当者

3. 起業:社内・社外企業家
• 社内新規事業開発、提携事業開発、ベ
ンチャー起業

40
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観光MBA(１期生) 8名- 進路

進路

- 旅行会社への復職

- ホテル企業への復職

- 外資系ホテル企業

- 老舗企業での国際マーケティング

- 通訳ガイドでの起業

- 未定(３名)

41

③卒業生の声 キタムラ さん

観光経営科学コース 2019年度修了生 株式会社 JTB

【数あるビジネススクールの中でGSMを選んだ理由】
観光を専門とした「観光経営科学コース」があるためです。私は旅行会社で勤務

しています。目まぐるしく変化する事業環境下、様々な課題に直面する中で経営に
係る体系的な知識を身に付けたいと考えていたところ、観光を専門とした当コースが
開設されることを知り、受験を決意しました。世界有数の観光都市である京都で学
べるということも、大きな魅力のひとつでした。

【GSMで学んだこと】
基礎科目を中心とした「理論」と、専門・実務科目による「実践」をバランスよく学ぶことができた

と考えます。観光に関連する授業では国内外から数多くのゲスト・スピーカーにお越しいただき、観光
実務に係る諸課題について議論を深め知識を得ることができました。また自身の興味関心の赴くままに
他プログラムあるいは他研究科の授業をとることも可能であり、「専門外」の知識を深めることができ
ることも京都大学で学ぶ大きな意義であると思います。年齢、国籍、経歴等、実に様々な人々がGSMに
は集います。GSMで築くことのできた恩師や学友とのつながりと、議論の中で得た多くの気づきは、
私にとって大きな財産です。
【現在の進路先（就職先）を選んだ理由】

私は企業派遣での進学であったため卒業後は所属元の企業に戻ります。2年間のGSMでの学びの中で、
観光産業をより大きな枠組みで捉える視点を身に付けることができたと考えます。大学院在学中の2年
の間にも、観光産業を取り巻く環境は大きく変化しました。産業全体と地域の発展に寄与できるような
ビジネスを生み出していきたいと考えます。

41
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Ⅶ.募集の動向

旅行
26%

宿泊
26%DMO

16%

教育
13%

旅行

宿泊

DMO

教育

広告

流通

飲食

航空

不動産

宗教

44

2.1  観光MBA学生の募集推移

2018年 2019年 2020年(予定)
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2018 2019 2020

人
数

観光MBA: 受験者数と入学者数の推移

受験者数 入学者数

(予定)

観光MBAコース全入学者の出身産業比率(N=31)

定員 5 定員 10 定員 10

受験者数 34 受験者数 16 受験者数 22

入学者数 8 入学者数 11 入学者数 12

男性 0 男性 10 男性 7

女性 8 女性 1 女性 5

平均年齢 38.63 平均年齢 36.45 平均年齢 45.33

≪代表的な企業≫
株式会社JTB（企業派遣）/株式会社ジェイアール西日本ホテル開発/
アコーホテル/鹿児島市役所/日本政府観光局（JNTO）/一般財団法人
くにびきメッセ/マンダリンオリエンタル株式会社/ NPO法人越後
妻有里山協働機構/沖縄ツーリスト株式会社/一般社団法人飛鳥観光
協会/株式会社アラスカの風 など
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志望の動機 ニシオカさん 観光経営科学コース 2019年度修了生 元外資系ホテル勤務

【観光経営科学コースに入学したきっかけ】

ホテル業界でキャリアを積むうち、「レベニュー・マネジメント」業務に携わるようになりました。「レ
ベニュー・マネジメント」とは、ホテルの産業構造に適した販売管理の手法。理論的な需要予測や、マー
ケティングの知識を深める必要性を実感していたときに知ったのが、京都大学ビジネススクールに新設さ
れる「観光MBAコース（観光経営科学コース）」でした。世界的な観光都市・京都で、観光に特化した京
都大学のMBAを取得できる…自分にとってこれ以上のチャンスはないと直感しました。

【観光経営科学コースで得たもの】

ホテル実務では触れる機会の少なかった観光経営に関する研究論文、最新のア
カデミックリサーチ動向を通して、研究と実践をつなげていくことが業界の発
展と活性化に必要不可欠であると再認識できました。

また、素晴らしい教授陣はもちろん、観光業界の多彩な分野で経験を積んでき
たコースの仲間たち、現役社長、起業家、留学生など京大ビジネススクールの
その他のコースで学ぶ学生たちとの熱い議論を通じて、知的好奇心を高め合い、
形成できた新たなネットワークは大きな財産になりました。

【お金のやりくり法】

生活費と学費は預貯金から。国立大学の授業料は比較的リーズナブルなので助
かりました。膨大な書籍や海外論文を読む必要がありましたが、図書館やデー
タベースの充実は経済的にも助かりました。

付録:社会的な反響
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2017年度

・「ブラック企業の代名詞「観光産業」を京都大学MBAが変える」、『Smart Flash』平成29年3月19日　（https://smart-flash.jp/sociopolitics/17478）
・「暮らしと京都観光　にぎわいの陰で」、『京都新聞』2017年4月17日、1, 3ページ

・「京大に「観光MBA」来年4月、観光科学コース」、『京都新聞』2017年8月11日朝刊、25ページ

・「京大経営管理大学院に観光MBAコース」、『産経新聞』2017年8月11日朝刊、22ページ

・「観光経営MBA　京大が来春開設」、『読売新聞』2017年8月11日朝刊、33ページ

・「京大大学院に観光コース新設」、『日本経済新聞』2017年8月11日朝刊、34ページ

・「観光産業　経営者を育成　京大、MBAに新コース」、『日本経済新聞』2017年8月11日朝刊、地方経済面　関西経済

・「経済教室　観光地経営が問う革新力」、『日本経済新聞』平成29年8月14日朝刊

・「観光ビジネス京の魅力伝えるシンポ」、KBS京都テレビ、「京BizX」、2017年9月29日午後9時
・「観光テーマにシンポ」、『京都新聞』2017年9月30日朝刊、21ページ

・「京都大学経営管理大学院と関西観光本部との観光に関する協力協定」

         『京都新聞』2017年11月3日朝刊26ページ

         『神戸新聞』2017年11月3日朝刊3ページ

         『日本経済新聞』、2017年11月3日朝刊、地方経済面関西経済面

・「京都経済特集・大学「多様な学部・専攻で進化」」、『日本経済新聞』2017年11月21日朝刊30ページ

・「日本の国際観光競争力」、『日本経済新聞』2017年12月14日夕刊、5ページ

2018年度

・「Close up１  エクスペディア グループ ２」、『月刊ホテル旅館』2018年3月20日、92－93ページ

・「観光経営人材育成のコース」、『日本経済新聞朝刊』2018年4月4日、27ページ

・社会人学生インタビュー：『スタディサプリ社会人大学院』2018年8月6日、92ページ

・「【特集　インバウンド～日本医に活力を】観光を基幹産業に」、『月刊グローバル経営』2018年9月1日、6～7ページ

・「[ニュース深層]稼ぐ観光　大学が人材育成　訪日客誘致　経営視点養う」、『大阪読売新聞朝刊』2018年9月20日、6ページ

・「観光産業をリードする経済人材育成を」、『日本経済新聞朝刊』2018年7月25日
・「観光MBAがもたらす業界発展」、『日本経済新聞朝刊』2019年2月7日掲載予定

2019年度

・「京日記」、『京都新聞』2019年3月2日朝刊27ページ

・「メルマガで観光宣伝「若い女性効果薄い」京都市観光協など研究」、『大阪読売新聞』2019年4月26日朝刊27ページ

・「JALFの宿泊ダボス会議　観光産業の重要性確認　直島ブランド化の秋元氏も講演」、『観光経済新聞』2019年5月31日2ページ

・「観光客　何を求め京へ？」、『京都新聞』2019年10月1日朝刊15ページ

・「市民生活第一に」、『毎日新聞』2019年11月21日朝刊地方版/京都22ページ

・「成果報告会: 観光客分散化と情報行動の変容」、NHK京都、「京都ニュース845」、2020年2月12日20時45分
・「京都観光客の分散探る」、『京都新聞』2020年2月13日朝刊13ページ

47

京大観光

MBAの
報道記録

『読売新聞』2018年9月20日朝刊
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活動については、Facebookでご覧下さい
https://www.facebook.com/ku.kankomba

ありがとうございます
• 担当スタッフ

• 教員
• 教授 若林直樹
• 教授 若林靖永
• 特定教授 前川佳一
• 特定講師 増田央

• 事務スタッフ(京大オリジナル株式会社）
• 佐野具子

• 問合せ:
• kanko_mba@mail2.adm.kyoto-

u.ac.jp
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