令和元年 10 月 29 日
「観光まちづくり」をテーマに、徳島大学総合科学部と
イーストとくしま観光推進機構が共同で連続公開講座を実施
徳島大学総合科学部では、令和元年度後期の専門科目「地域政策論」のテーマを
「観光まちづくり」とし、一般社団法人イーストとくしま観光推進機構と共同で開
講します。同機構が企画する「観光コーディネーター養成講座 (中級編)」全 7 回
は、大学生と一般市民が共に学ぶ機会として公開実施します。日時は 11〜12 月の
毎週月曜日 18 時半から。会場は徳島大学総合科学部（常三島キャンパス）。

（概要）
人口減少や少子高齢化が進む徳島県において「地方創生」は喫緊の最重要課題であり、
活力ある地域づくりにはソーシャル・イノベーション（社会の仕組みを見直し柔軟な発想
で新たな価値を生み出そうとする変革）が求められています。
こうした中、徳島大学は平成 27 年度より文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業（COC+）」の採択を受け、「とくしま元気印イノベーション人材育成プロ
グラム」に取り組んでいるところです。総合科学部の専門教育プログラムでは、地域に根
ざしたソーシャル・イノベーションを構想できる見識と、それを実現するスキルを持った
ジェネラリストを育てることを目指しています。その一環として、平成 29 年度より「観
光まちづくり」をテーマとする授業「地域政策論」を開講しています。
授業を担当するのは、本学部の豊田哲也教授（人文地理学）。本年度は、一般社団法人
イーストとくしま観光推進機構の勇寿憲専務理事を非常勤講師として委嘱し、共同で講義
を企画・運営します。全 16 回の授業のうち、観光まちづくりの第一線で活躍中の実務家
や他大学の研究者をゲスト講師に招き、全 7 回の連続公開講座を予定。徳島大学の学生は
正規の授業として、一般の方は「観光コーディネーター養成講座（中級編）」として受講
できます（参加無料）。詳しい内容と申し込み方法は別紙資料を参照下さい。
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令和元年 11 月 11 日（月）〜 令和元年 1 月 23 日（月）
18：30〜21：00
徳島大学総合科学部（常三島キャンパス）1 号館 301 講義室
総合科学部「地域政策論」受講学生（2〜4 年次） 約 100 名
「観光コーディネーター養成講座（中級編）」受講者 定員 60 名

授業の目的：
(1)「観光まちづくり」をテーマとする、地域創生イノベーション人材の育成
(2) 地域の社会・経済的課題への認識を深め、解決に向けた考察力や構想力を涵養
(3) 主体的な学習（アクティブラーニング）により、地域活性化の方策を討議

お問い合わせ先
部局名 徳島大学総合科学部学務係
電話番号 088-656-7018
メールアドレス：skgakumk@tokushima-u.ac.jp
※一般の方に対する窓口は別紙資料２のとおり、
イーストとくしま観光推進機構となります。
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徳島の観光まちづくりを
考える part３
とくしま元気印イノベーター教育プログラム
主 催 徳島大学総合科学部、COCプラス推進本部、地域創生センター

「観光いうても、徳島はなんじゃないけん」
いやいや、徳島には誇るべき観光資源がたくさん存在します。
地域の伝統や文化を再発見する。徳島に新しい魅力を創造する。
観光を活かした地域の活性化にはどんな方法があるのか。
第一線で活躍中のリーダーといっしょに考えてみましょう。
コーディネーター

徳島大学総合科学部·教授

豊田 哲也

（一社）イーストとくしま観光推進機構･専務理事

勇 寿憲

「地域経済において観光案内所が担う役割とは」

第１回
11月11日 [月]

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱ 小澤 敏弘

「これからの観光まちづくりの進め方について」

第２回
11月18日 [月]

愛媛大学法文学部 米田 誠司

「航空ネットワークのチカラと可能性」

第３回
11月25日 [月]

全日本空輸㈱徳島支店 平岡 勝幸

「徳島の観光まちづくりに向けて」

第４回
12月 2日 [月]

第５回

認定NPO法人新町川を守る会

中村 英雄

「農家民泊をビジネスとして持続させるために」

12月 9日 [月]

第６回

NPO法人大分県グリーンツーリズム研究会 宮田 静一

「広域周遊観光促進へ向けて－4つの物語」

12月16日 [月]

第７回

道後プリンスホテル株式会社 織田 祐吾

「ビジネスモデルからとらえる稼ぐ観光」

12月23日 [月]

和歌山大学観光学部 出口 竜也

各回とも時間は 18：30～20：00 （開場18：00）
会 場 徳島大学総合科学部（常三島キャンパス） １号館 301講義室
[参加資格] COC+事業協働機関各校の所属学生
徳島大学、四国大学、四国大学短期大学部、徳島文理大学、
徳島工業短期大学、阿南工業高等専門学校
上記学生は無料で受講できます（関心のある回だけの受講も歓迎）。
単位の認定はありません。事前申し込み不要。当日会場へお越し下さい。
注意 総合科学部で開講中の授業科目「地域政策論」の一部として実施するものです。
イーストとくしま 観光推進機構の「観光コーディネーター養成講座」と共同で開催します。
講師および内容は授業の都合により予告なく変更される場合があります。
このポスターをファイルで
ダウンロードできます。

［お問い合わせ］ 徳島大学総合科学部学務係
TEL.088-656-7018 FAX.088-656-9314

一般社団法人イーストとくしま 観光推進機構 主催

別紙資料２

稼ぐ観光地域づくりに

観光コーディネーター
養成講座
中級編

各回定員60名

徳島の観光で、地元の人が地域の価値をきちんと伝えることが出来るようになれ
ば、お客様の満足度を向上させることに加え、飲食や土産品の購入、
宿泊などの消費を
生む効果が期待されます。
地域にある資源の価値を見出し、
お客様へ伝えるスキルを身に付けることで、
魅力的な観
光コンテンツを生み出していける人材育成へとつなげていきます。

受講料

無料
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会場

徳島大学 常三島キャンパス

総合科学部 1号館3階301講義室

〈徳島大学が取り組む
「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
（coc+）
」の一環として、
総合科学部と共同で実施しますので、大学生も同時に受講します。〉

お問い合せ・お申し込み

「観光コーディネーター養成講座」受講申込書
●受講したい講座に○をつけてください。
日

時

講

師

講義内容

第1回

11月11日 (月)
18:30〜21:00

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱
クラスターセールス＆マーケティング部 部長代理

第2回

11月18日 (月)
18:30〜21:00

愛媛大学法文学部准教授

第3回

11月25日 (月)
18:30〜21:00

全日本空輸㈱徳島支店支店長

第4回

12月2日 (月)
18:30〜21:00

認定NPO法人新町川を守る会 会長

第5回

12月9日 (月)
18:30〜21:00

NPO法人大分県グリーンツーリズム研究会
会長

第6回

12月16日 (月)
18:30〜21:00

道後プリンスホテル株式会社
執行役員本部長

第7回

12月23日 (月)
18:30〜21:00

和歌山大学観光学部教授

小澤 敏弘 氏

受講希望

地域経済において観光案内所が担う役割とは
〜観光案内所は地域のマーケティング部だ〜

これからの観光まちづくりの進め方について

米田 誠司 氏

平岡 勝幸 氏

中村 英雄 氏

宮田 静一 氏

航空ネットワークのチカラと可能性

徳島の観光まちづくりに向けて
未来ある村 心の旅へ
〜農泊・グリーンツーリズム発祥の地 安心院
平成5年から平成30年〜
広域周遊観光促進へ向けて〜4つの物語〜

織田 祐吾 氏

ビジネスモデルからとらえる稼ぐ観光

出口 竜也 氏

※各回とも、講義18：30〜20：00 情報交換会/個別相談会（希望者のみ）20：00〜21：00を予定しています。
※講義内容は変更になる場合がございます。

FAXまたはE-mailでお送りください。
●下記に必要事項をご記入の上、

※次の学生の方は、
当チラシでのお申し込みは不要です。
（徳島大学・四国大学・四国大学短期大学部・徳島文理大学・徳島工業短期大学・阿南工業高等専門学校）

ふりがな

名

前
（昼間に連絡のつく電話番号をお願いします）

連絡先

TEL

E-mail

勤務先
所 属

お申し込み

FAX.088-678-2877
E-mail info@east-tokushima.jp
または

●会場案内

申込期限
令和元年

11 7

※空席があれば途中参加可能
常三島キャンパス
総合科学部1号館
3階301講義室

吉野川大橋

吉野川

●洋服の青山
●NTTドコモ

セブンイレブン●
徳島バス 徳島大学前

徳島大学 常三島キャンパス

●
GS

市営バス 徳島大学前
助任川

11

木

徳島バス 徳島大学前
※ご来場の際は公共交通機関をご利用くださいますようお願いします。
（※駐車場はご利用いただけません。
）

