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我が国の観光教育機関についての史的研究
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It is about 50 years, since the first ‘’Kanko-ka’’, the subject of study by which ‘’Tourism’’ is entitled in the junior college and
university in Japan was established. In 2010, the university in Japan which had the faculty, the subject of study, course, major,
etc. which were carrying out tourism education attained to 125 universities and a student capacity amounted to 17,540.
This paper overviewed the history of Tourism Studies, and discussed the process in which tourism educational organizations
were founded, focusing on the relations with two Tokyo Olympic Games, the Games of 1940 and 1964.
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１．はじめに

る。他大学（機関）の領域に足を踏み入

『観光事業概論』
（Glücksmann、1940）
『
、観

1963（昭和38）年、東洋大学短期大学

れることを躊躇するのか、機関外の者が

光事業論』
（Norval、1940）がある。これ

部に「観光科」が設置された。これが我

それらを研究対象とすることはほとんど

らは、後に田誠、田中喜一が体系的な観光

が国の短大・大学における「観光」を冠

なかった。しかしながら、その時代の社

学書を、井上万寿蔵が『観光読本』を著

する学科のはじまりである。この年は「観

会的背景、観光事業の動きを「縦軸」に、

す際に参考にされた（拙稿、2015）
。なか

光基本法」制定の年であり、翌1964（昭

複数の教育機関の動きを「横軸」に並べ

でも、ドイツ人ボールマンの『観光学概

和39）年の東京オリンピック開催、日本

ることで、我が国全体の観光教育の流れ

論』は、論文構成、国際観光局の訳語の

人の国際観光渡航の自由化・東海道新幹

が見えてくるだろう。

点で注目すべきである。

線開通などを控えた時期であった。一方、

本稿は、我が国の観光学の誕生を概観

ボールマンは、1931（昭和６）年に『Die

四年制大学では、1966（昭和41）年、立

した上で、観光教育機関が設立されてい

Lehre

vom

Fremdenverkehr.

Ein

教大学が社会学部産業関係学科に「ホテ

く過程を２つの東京オリンピックを中心

Grundriss（観光学概論）
』を著した。彼

ル・観光課程（コース）」を創設し、さら

に紐解き、観光史研究の一助とするもの

の功績は、
それまでのマリオッティらによ

に翌1967（昭和42）年にはこれを発展さ

である。

る「観光経済学」に「諸学の成果も援用」
して、総合的、体系的な「観光学」に高

せて「観光学科」を設置した。
短大・大学において「観光」を冠する
学科が設立されてからおよそ50年。観光
庁の調べによれば、2010（平成22）年４

２．我が国の「観光学」と「観光学者」
の始まり

めようとした点にある。また、
それまで我
が国では「観光の研究」という言い回し

2－1 「観光学」の初出 ― 国際観光局の

をしていたが、管見の限り「観光学」と

月現在、「観光に関わる教育（以下、「観

訳語から ―

いう語が用いられたのは、本書の翻訳『観

光教育」）」を実施している学部・学科・

国際観光局設立（1930）以降、我が国

光学概論』が初出である。国際観光局は

コース・専攻等を有する日本の大学は、

でも観光の科学的研究がはじまるが、
当初

「Die Lehre vom Fremdenverkehr」の訳

125大学134学科・コース・専攻があり、

は欧米の資料を翻訳したものであった。

学生定員は17,540名に及ぶという

2014（平成26）年10月現在、我が国の国

「観光」の初出については多くの学者が論

「観光学」に関する史的研究は、早崎正

立国会図書館が所蔵する国際観光局の翻

じてきたが、我が国に「観光学」
（という

城（2002）、拙稿（2015）に見られるが、

訳資料のうち、観光を学術的に論じたもの

語）が戦前1930年代から存在していたこ

観光教育については、これまで各教育機

と し て『観 光 経 済 学 講 義』
（Mariotti、

とが本書によって裏付けられる。

関編纂の大学史・機関史によるところが

1934）
、
『ツ ー リ ス ト 移 動 論』
（Ogirvie、

大きく、いわば「縦軸」扱いの研究であ

1934）
、
『観光学概論』
（Bormann、1939）
、

。

（１）
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語として「観光学」を用いたのである。
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2－2 「観光事業の父」と報じられた男

基盤にしたものであった（拙稿、2015）
。

実務を通して観光事業について執筆した

一方、井上の『観光読本』は、随所に

者もいたが、
田中は元来経済学者であり、

挿絵や俳句が挿入され、大衆の読み物、

観光学の理論的研究から学術的な位置づ

随筆文として人気があり、初版から３か

けを高めた「わが国初の観光学者」と言

ト・概説書だと言われることが多かった。

月で再版されている。しかしながら、井

えよう。さらに、田中は、
『観光事業論』

しかしながら、筆者は田誠の『国際観光

上自身、
「この書もとより深遠なる研究の

の最終章「我国観光事業再建の具体的方

事業論』
（1940）こそが、そう呼ばれるの

所産ではなく」と述べているように、根

策」において、驚くべき提案をしている。

に相応しいと考えている

拠となる資料や、それまでの研究成果は

でん

― 田誠の功績 ―
これまで、井上万寿蔵の『観光読本』
（1940）が我が国最初の観光学のテキス

。

（２）

田は、1934（昭和９）年６月から1939

記されておらず、観光学の概説書として

したがって総合的観光計画を樹立し実行

（昭和14）年４月退任までの約５年間、国

相応しいとは言い難い。さらに、発行時

する上、先ず中央行政機構について改革す

際観光局長を務めた人物である。初代局

期についても、田の方が３カ月早い。こ

ることが急務と考えられるのである。これ

長の新井堯爾に比べ、田の名前が表出す

れらの理由から、田の『国際観光事業論』

につき改革案としては（一）運輸省に外局

る機会は極めて少なく、観光学の研究者

こそ、我が国初の観光学のテキストだと

として観光局を設置する案、
（二）内閣に

にもほとんど知られていない。しかしな

言えるのではないか。

直属の観光庁を設置する案、（三）独立の

がら、田の在任期間は歴代の局長のなか
で最も長い。しかも、国際観光収入が飛

観光省を設置する案の三つが問題となる

2－3

我が国初の「観光学者」 ― 田中喜

（田中喜一、1950：374頁。下線部は引用者

躍的に伸び、オリンピックの東京開催決

一の先見の明 ―

定、日本万国博覧会開催、および、それ

1930年代から40年代にかけて行われた

にあわせた皇紀二千六百年（1940）の大

観光研究の積み重ねは、戦後、田中喜一

規模行事を控えた、戦前における我が国

によって『観光事業論』
（1950）にまとめ

は戦前の国際観光局を例に挙げ、総合的

の観光史上、もっとも国際観光事業が活

られた。田中は、本書をもとにさらなる

観光行政を運用するには不都合であるこ

発な時期であった。そのため、田は、当

研究を加え、1954（昭和29）年、神戸大

と、
（三）は「単なる理想論にすぎない」

時の新聞に「観光事業の父」と報じられ

学から商学博士の学位を授与された。ま

ため実現が困難だと続けた。
そして、
（二）

たこともあった（写真－１）。さらに、観

た、本書はその後、台湾の劉徳明氏によ

の「観光庁」を設置する案が我が国の観

光事業が本格化した一方、田の任期中は、

って、この種の研究では「世界で20位に

光事業を本格的に実施するのに最も適し

日中戦争勃発（1937）によって観光事業

入る名著」と称えられ、漢訳された（田

ているとまとめたのである。

がめまぐるしく転回した時期でもあっ

原栄一、1966）
。また、田中は日本観光学

た。国際観光局長退任後、田は『国際観

会の創設（1960）にも尽力し、理事長、

事業を本格化し、2008（平成20）年に設

光事業論』を著した。それは、欧米の研

副会長を歴任するなど、学界にも影響を

立したのは「観光庁」である。敗戦後間

究者による学術成果をふまえ、観光学の

与えた人物である。

もない時期における田中の先見の明に驚

体系化を試みたボールマンの叙述順序を
写真－１ 「観光事業の父」と報じられた

戦前には、新井、田、井上らのように
図－１

我が国の観光学の発展

男 ― 田誠 ―

資料：『読売新聞』1939年４月21日．

－14－

による。以下同じ。）

田中は、上の三案を挙げたあと、（一）

周知のように、日本国政府が国際観光

きを禁じ得ない。戦前・戦後の「観光学」
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の発展をまとめると、図－１のようにな

京市中が沸いていたことは想像に難くな

実践的なものから、観光講座、ホテル経

る。

い。戦後の新聞記事には次のようにある。

営、食品学、公衆衛生などの理論科目ま
で幅広いものであった（
『朝日新聞』1936

３．２つの東京オリンピックと観光教育

神田の YMCA に東洋に一つしかない国際

年11月24日夕刊、
『読売新聞』1953年３月

機関の設立

ホテル学校を訪ねた。（中略）東京オリン

８日）
。理論教育については、
いつ頃導入

我が国の観光教育機関設立の背景をみ

ピックに備えて、ぜんぜん風俗習慣のちが

したかは不明だが、開校当時の国際観光

ると、２つの東京オリンピックと深く関

う外人、ことに彼らの社会思想の根本であ

局長田誠は、観光観念の普及や旅行道徳

係していることがわかる。すなわち、1964

るキリスト教精神の理解がなくては万全

の涵養、観光資源の愛護、美化といった

（昭和39）年にアジアで初めて開催された

が期せられないというわけで創立された

観光教育を重要視していた（田、1940）。

第18回大会と、1940（昭和15）年に東京

のが、戦後また再開されて観光事業やホテ

また、当校が「国際観光局の肝いり」で

市（現在の東京23区）で開催が決まった

ルなどに働く人を養成しているのがこの

できた学校であることを踏まえれば、当

ものの、戦争によって返上された第12回

学校。時節柄、需要が多すぎて卒業しない

初から理論教育が実施されていたとして

大会、「幻の東京オリンピック」である。

うちに就職が決まるのが多いというから

もおかしくない。

豪勢である。なんでも駐留軍に勤めている

開校２年目には、
就職率100％の学校と

日本人マネジャーが、特にホテル学校に公

いう評判のもと、入学志願者は250名（合

とホテル学校

衆衛生の勉強に派遣されてきて、同じ在学

格者130名）にのぼった。そのなかには、

外 国 人 観 光 客 を 迎 え る に あ た っ て、

中の同級生を採用試験するという珍風景

大学総長令嬢、某有名会社社長令嬢や、

1935（昭和10）年、東京 YMCA の実践

もあるそうだ。（『読売新聞』1952年12月21

帝大卒業生もおり、学校の人気の高さが

教育を重視した国際ホテル学校が開校し

日）

うかがえる（
『読売新聞』1935年５月17日

3－1 「幻の東京オリンピック（1940）」

夕刊、
1936年４月12日、
1939年４月22日）。

た。それまでに、帝国ホテル、箱根富士
屋ホテルで「ホテル学校」と称した従業

昭和十年、東京にオリンピック開催が予定

日中開戦後、我が国では旅行制限が行

員向けの会社独自の講習会が存在してい

され、観光事業に活躍する人たちを早急に

われたが、オリンピック開催の中止決定

たが（犬山徹三1964：136,402）、当校は

養成する必要から、東京 YMCA に「国際

後も、当校の卒業生には大陸からの求人

一般未就職者を対象とした「日本で最初

ホテル学校」が設けられ、東洋唯一のホテ

が殺到し、少なくとも1939（昭和14）年

の国際ホテル学校」である（『読売新聞』

ル要員養成所として今日に及んでいる。ホ

４月の５期入学生までは「大繁盛ぶり」

1936年３月19日）。当時、我が国は田誠を

テル従業員といってもウェイター、ウェイ

であった（
『読売新聞』1939年３月16日、

擁する国際観光局の下、観光事業が本格

トレスから支配人にいたるまで。（中略）

４月22日）。しかし、戦争の激化ととも

的に進められ、YMCA 国際ホテル学校

観光講座、ホテル経営から食品学、調理、

に、５期生を最後にホテル学校はいった

（以下「ホテル学校」）も「（国際）観光局

衛生まで。（以下略）（『読売新聞』1953年

ん募集を停止した。

の肝いり」で設立されたのであった（『読

３月８日）

3－2

売新聞』1935年５月17日夕刊）。
観光事業の高まりのなかで、さらにホ

これらの記事から、当校がオリンピッ

1964年大会と観光教育

3－2－1

東京オリンピック招致決定まで

まず、東京オリンピック開催地決定ま

テル学校設立を決定づけたのが、
「幻の東

ク開催に備えて設立されたこと、
さらに、

京オリンピック」であった。それは、1936

東洋で唯一のホテル学校であったことが

での経緯をみてみよう。戦後、
第44回IOC

（昭和11）年に東京開催が決定したもの

確認できる。また、我が国の国際観光は

総会（1951）において、我が国のIOC復

の、日中戦争勃発によって、その権利が

戦後、進駐軍関係者を対象とした観光か

帰がきまり、ヘルシンキ大会（1960）か

返上され幻に終わった第12回大会のこと

ら復活するが（拙稿、2008）
、記事にある

ら日本人選手の参加が復活した。

である。開催中止になったとはいえ、東

ように、戦後復活したホテル学校の生徒

京オリンピックに備えて、我が国最初の

も軍関係の職場に採用されていた。

我が国は、1952（昭和27）年から、第
17回大会（1960）の東京招致に向けて動

観光教育機関（国際ホテル学校）が設立

1935（昭和10）年４月、ホテル学校開

きだした。東京はIOCに正式招請状を提

されたことは、観光史に刻んでおくべき

設時の入学生は140名。
そのうち女性は３

出したものの、その準備状態は他の候補

であろう。

分の１であった。同校の生徒は各方面か

地と比較にならない。結局、1955（昭和

ホテル学校の設立（1935）は東京開催

ら引っ張りだこで、半数以上が卒業をま

30）年６月のIOC総会で、ローマとロー

決定の前年であったが、日本の立候補表

たずに就職が決まった（
『読売新聞』1936

ザンヌの２都市が競り合った末、ローマ

明は1932（昭和７）年に行われていた。

年２月27日夕刊）
。教育内容は、
窓拭き実

に決定する。第一回投票で東京は最も少

従って、その間、オリンピック招致に東

習、髪の刈り方、歩き方の指導といった

なく、
わずか４票であった。この結果に、

－15－
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日本の IOC 委員ですら、「当然の成り行

写真－２

オリンピックを支える学生

きだ」
「われわれもローマになるだろうと

成12）年、東洋大学国際地域学部国際観
光学科となった。

は予期していた」とコメントを残してい

観光科が設立される以前、短期大学部

る（
『読売新聞』1955年６月17日）。いわ

の文学科英語学専攻のカリキュラムに、

ばダメモトで立候補した大会であった。

「観光実習」
「観光学概論」
「経営論（ホテ

第17回大会は逃したものの、我が国は

ル）
」など、観光学関連科目が副専攻の選

その直後から、第18回大会（1964）招致

択科目として置かれていた。これらは四

に向けて全国的な運動を展開していく。

年制文学部英米文学科との違いを明確に

1955（昭和30）年10月の東京都議会で、

し、独自性を出すために置かれた科目で

第18回大会招致が満場一致で決議され、

あったが、観光科開設と同時に移行され

1955（昭和32）年10月には、本格的な招
致運動に乗り出した（『読売新聞』1957年
10月４日夕刊、同10月16日）。東京開催が
決定したのは、1959（昭和34）年５月26
日、第55回 IOC 総会においてであった。

資料：『読売新聞』1964年８月16日。
注：東洋短大観光科２年の A 君、D さんの
実習姿が大きく取り上げられる。
 会には多くの大学生が協力したが、東
大
洋短大観光科が唯一の観光科として注
目された。

た（同：694）
。
また、それに先立つ1959（昭和34）年、
東洋大学は正課外に「ホテル講座」を開
講していた（
『東洋大学新聞』1959年９月
15日）
。大学新聞には次のようにある。

東京は第一回の投票で、総数58票中34票
を獲得し、圧倒的な支持を得て選ばれた

彼らは「一生に一度のチャンスだから」

この講座は、我が国が平和国家として繁栄

と、夏休みを返上して強化訓練を受け、

するために、国際親善を計って経営の安定

９月15日の村開きから一カ月半にわたっ

をする必要があり、そのためには観光事業

オリンピック開催と学生の協力

て働いた。ほかに、応接要員、事務要員

の果す役割が大きい点から将来本学にホ

1964（昭和39）年の新聞に「オリンピ

として、YMCAホテル学校生、日本女子

テル学科を創設するに先だって開講した

ックの裏方さんに、大勢の学生が働くの

大学生が、外国の選手や報道陣のための

ものである。これは国家的な要請にこたえ

は、東京大会の特徴のひとつ」と報じら

自動車運転手、選手村と管理事務所間の

たものであるとともに学問の領域に新風

れたように、多くの学生たちがオリンピ

連絡、物資運搬要員として、日体大、国

を送ろうとしたもの。…（中略）本学のホ

ック開催を支えた（『読売新聞』1964年８

士舘大、日大、順天堂大の体育学部など

テル講座は、五年後にオリンピックがある

月16日夕刊）。

の学生が、
様々な形で五輪開催を支えた。

のである。
3－2－2

かつてないほど大勢の外国人を迎え入

その数、総勢千二百人以上であったとい

れるにあたり、我が国には観光客向け施

う。そのなかで一際注目を集めたのが
「全

設どころか、選手村の運営にもスタッフ

国唯一の観光科」と報じられた東洋短大

が大幅に不足していた。食堂の料理につ

観光科の学生の活躍であった
（写真－２）
。

いては、日本ホテル協会が「選手村食堂
運営委員会」を設立し、各国の料理研究
や料理人の訓練を行っていた。しかし、
サービス面（主に給仕と食券係）までは

だけに業界から大いに注目されている。
（『東洋大学新聞』1959年９月15日）

記事にあるように、本講座は将来的に
学科設立を見据えて開設されたものであ
った。また、1959（昭和34）年は東京オ

４．短大・大学における「観光学科」の
誕生
4－1

リンピック開催決定年であり、オリンピ
ックを控えて「国家的な要請」にこたえ

我が国初の「観光科」

たものであった。講座の開設には、当時

追い付かない。都内各ホテルは、一年以

1963（昭和38）年４月、東洋大学短期

の社会学部長の米林富男氏と、参与とし

上前から予約で埋まり、ホテル従業員が

大学部で、国語科・英語科・観光科が開

て講座を支え、後に観光科の主任教授と

選手村の協力をするには、とても手が回

設された。その後、法令改正に伴い、短

らない。そこで白羽の矢があたったのが、

期大学部を短期大学とし、アメリカのコ

都内の学生である。

ミュニティ・カレッジのホテル経営学部

本講座は、毎年約30名の修了生を輩出

戦後、YMCAホテル学校が復活したも

的な実践教育を重視する目的から、1970

し、1961（昭和36）年には、インドネシ

のの、観光教育機関がほとんどない時代

（昭和45）年、
「観光科」を「ホテル観光

アから我が国の戦争賠償金による講座委

である。そこで、唯一の「観光科」を有

学科」と名称変更した（『東洋大学百年

託生も受け入れていた。また、産業界、

する東洋短大学生をはじめ、東洋大、早

史』1993：681,704－705）
。また、1983（昭

官界から、オリンピックに向けて、接客、

大、慶大、明大、立大、女子栄養大など、

和58）年４月には、より幅の広い教育を

外国語、礼儀作法、ホテル・旅館経営者

都内の学生たちがこぞってオリンピック

目標に「観光学科」と改称。さらに、四

向けの教育等、さらなる教育内容の充実

に協力した。

年制大学志向の高まりを受けて、
2000
（平

が求められていた（３）。こうした背景をも

－16－

なった守秋蔵氏の影響が大きいという
（
『東洋大学百年史』1993：704）
。
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とに、ホテル講座を短大部正規学科へと

とりわけ、ホテル業界、立教 OB 関係者

が国の国際観光政策は転換する。それま

の機運が高まり、ついに観光科が設置さ

から正規学科設立の要望が高まり、
「ホテ

での外貨獲得を目的とした外国人観光客

れることとなった。

ル・観光学科設立準備委員会」を設置

の誘致事業は、この頃から国際交流、異

（同：134）。1966（昭和41）年、社会学部

文化理解を主目的とした観光事業へと移

四年制大学における観光教育

産業関係学科に「ホテル・観光課程（コー

行する。それは、後の大学教育にも色濃

一方、四年制大学については、1946（昭

ス）」創設し、翌年、これを「観光学科」

く反映されていく。1973（昭和48）年に

和21）年から、立教大学経済学部内で「ホ

に発展させた。これは、オリンピック開

は、立教大学の大学院社会学研究科で観

テル講座」が開かれていた

催を通して、大学における観光教育の必

光領域の教育が始まった。

4－2

。本講座は

（４）

1974（昭和49）年の横浜商科大学商学

ホテル協会の強い要望によってできたも

要性が改めて認識された結果であろう。

のであり（『立教大学社会学部二十五周年

1967（昭和42）年、観光学科設立と同時

部貿易・観光学科設立から、19年間、観

記念誌』1983：30）、当初は、コーネル大

に、我が国初の、大学における観光研究

光系学科設立はなかったが、1993（平成

学のホテル経営学校をモデルとしたホテ

所、「立教大学観光研究所」も誕生した

３）年に流通経済大学社会学部国際観光

ル経営業務を主としたカリキュラムであ

学科が設置された。この理由を、矢嶋敏

（同：131）
。

。1948（昭和23）年には、本講座

また、立教大学の観光学科発足時の専

朗（2013）は、1975（昭和50）年の私学

を聴講している立教大学生を中心に、我

任教員の中には、小谷達男（1994）
、前田

助成法成立による、文部省による高等教

が国初の大学の観光関係クラブとして

勇（1978）
、岡本伸之（2001）らの名前が

育の規模の抑制政策によるものだと指摘

「ホテル研究会」が結成された。この研究

ある（同：79－80）
。彼らはいずれも、後

する。

った

（５）

会出身者は、後に、ホテル・観光業界、

に著す大学生向けの観光学概論書におい

流通経済大学に次ぎ、1990年代後半に

観光学界で活躍する（同：133）。

て、田中の『観光事業論』
（1950）を参考

は「観光」を冠した学部、学科、コース

1961（昭和36）年、
「ホテル講座」の内

文献に挙げていた。このことから、観光

が急速に設置された。1997（平成９）年、

容に観光部門が加わり、「観光・ホテル講

教育機関設立には直接関与していないも

阪南大学コミュニケーション学部国際観

座」と改称・拡充した。講座拡充の際、

のの、田中の研究成果が大学における観

光学科、岡山商科大学商学部国際観光学

本講座の参与に、オリンピック準備進捗

光教育内容に反映されていたことが読み

科のように、それまで、産業、経済の側

状況に詳しい「東京都オリンピック準備

取れる。

面から重視されていた観光教育は、国際

局長」関晴香がいた（同：133）。このこ

２つの東京オリンピックと観光教育機

性を高める教育を打ち出すものになっ

とからも、本講座が東京オリンピックを

関設立の関係をまとめると、
図－２のよう

た。学科名には至らないものの、英語学

視野に入れていたことは明らかである。

になる。

科のなかに「国際観光コース」を取り入
れたケースも多い。また、1996（平成８）

また、戦前『観光読本』を著し、観光事
業を一般国民に周知した井上万寿蔵が、
本講座の運営委員であった（同：133）。
東京オリンピックの翌年には、学内外、

4－3

大学における観光教育の高まり

年の奈良県立商科大学（現奈良県立大）

1971（昭和46）年、日本人海外旅行客

商学部商学科国際観光コースのように、

数は、訪日外国人旅行客数を上回り、我

商学や経済学系の学科においても「国際
観光」の看板が掲げられた。この時代の

図－２

キーワードは、国際、英語、異文化理解、

東京オリンピックと観光教育機関の設立

コミュニケーションであろう。
このような動きのなか、1998（平成10）
年、立教大学社会学部観光学科は「観光
学部」として独立する。同時に、大学院
でも観光領域が社会学研究科から独立
し、観光学研究科を設立し、
「観光学博士」
を授与するようになった。また、我が国
においても、環境、地域社会、文化など
への影響も視野に入れた幅広い視点から
の観光研究が積み重ねられ、各大学が打
ち出す観光教育の内容も多様化する。
2000年代以降、観光は国家的な課題と
みなされるようになったこと、2003（平

－17－
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図－３

我が国の観光教育機関の設立

注
学部・学科・専攻・コース名に「観光」

（１）


に関する用語（ツーリズム、ホスピタ
リティなど）を含む、または公開され
ている教育内容による集計（観光庁観
光産業課「観光分野における人材育成
施策」2012年。
）
田に先立ち、新井が『観光の日本と将

（２）


来』
（1931）を著しているが、欧米の研
究書が翻訳される前のもので、体系的
に書かれたものではない。
「第41回国会運輸委員会観光に関する

（３）


小委員会議録第一号」（1962年２月21
日）
。こういった要請を反映してか、後
に開設する「観光科」は、当初から、
成15）年の「大学設置基準」の大綱化・

関設立と並行して、我が国の「観光学」

ホテル関連科目のほか、専門科目とし

簡素化によって、大学における観光学部、

が誕生し学問的体系化がすすむが、それ

ての英語教育が充実し、
「お茶・作法」

学 科 の 設 置 は さ ら に 増 加 し た（矢 嶋

らの背景に田誠の存在があった。

の授業もあった（『東洋大学百年史』
：
706－707）
。

2013）。観光学研究所を有していた大阪明

戦後の大会、東洋短大観光科の前身で

浄大学は「大阪観光大学」と名称変更し

ある「ホテル講座」の開設と、立教大学

（2006）、我が国で初めて「観光」の名が

「ホテル講座」の拡充時期は、いずれも東

口正造氏の遺族とホテル協会の協力で

つく大学が誕生した。また、国公立大学

京オリンピックを視野に入れたものであ

設置した「故山口正造記念育英会」の

において観光学の重要性が認識されるよ

った。また、教育機関設立への直接的関

資金をもとに開講
（
『立教大学社会学部

うになったのも、2000年代以降の特徴で

与は見られないものの、立教大学講座の

ある。奈良県立大学地域創造学部観光経

運営委員に井上万寿蔵がいたこと、田中

営学科（2003）、山口大学経済学部観光政

喜一の研究が観光学科の教育に反映され

史、ホテル会計及原価計算法、ホテル

策学科（2005）、高崎経済大学地域政策学

ていたことがわかった。その一方、田誠

建築・室内装飾論、造営学・ホテル立

部観光政策学科（2006）、名桜大学国際学

の功績については、戦後、顧みられるこ

地論・ホテル衛生、ホテル英語・海外

群国際学類観光コース（2007）、琉球大学

とがなかった。

事情、ホテル法規、パーソネル・マネ

観光産業科学部観光産業科学科（2008）、

1964年の東京オリンピックは、多くの

元立教学院理事、富士屋ホテル社長山

（４）


二十五周年記念誌』
：132）
。
ホテル経営論、ホテル組織論、ホテル

（５）


ジメント、
パブリックリレーションズ、

和歌山大学観光学部（2008）などがそう

有志学生の力が結集したことにより、成

ホテルエチケット及観光倫理、セール

である。また、国立大学の大学院で、専

功を収めることができた。今日、我が国

ス・プロモーション、観光事業論、メ

攻名に初めて「観光」を取り入れたのは、

では多くの大学が観光教育を取り入れ、

ニュー解説・テーブルセッティング、

北海道大学大学院観光創造専攻（2007）

教育内容も多様化している。2020年のオ

栄養学、食品化学、ホテル・エンジニ

で、その後も大学院での観光教育は増加

リンピック・パラリンピック東京大会で

アリング、その他、ホテル・観光事業

している（図－３）。

は、大学間の連携を図るとともに、東京

者に特別講義を依頼していた。原則、

都内に限らず、全国の学生が支えること

受講生は休暇を利用してホテル実習を

ができる大会になることが望まれる。

行った（同：132）
。

５．終わりに
以上、２つの東京オリンピックを中心
に我が国の観光教育機関の設立・発展経
緯を論じてきた。明らかになったのは次
の点である。
戦前の大会は計画倒れで終わったもの
の、我が国最初の観光教育機関の設立を
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