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Abstract 

This study grasps the trends of entrepreneurship education in the tourism and hospitality industry by 
reviewing previous studies in Japan and overseas. This research seeks to build theoretical frameworks 
and educational content related to the support of future entrepreneurs in tourism and hospitality-related 
fields. 
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１．はじめに 

日本の大学のホスピタリティ教育が欧米や東南ア

ジア諸国と比べて座学中心である(1)という指摘があ

る。観光・ホスピタリティ産業の人材育成・教育に

おいては，様々な課題が存在するが，その一つとし

て挙げられるのは，今までの観光・ホスピタリティ

産業に従事する人材向けの教育が現場への理解やサ

ービス提供力等，即戦力となるスキルを向上するこ

とにフォーカスされてきた点である。教育の目標を

熟練したサービス提供者の育成とした場合，マナー

や接遇力等の向上に関わる内容が中心となる可能性

が高く，このような教育方針では，内容に偏りが生

じる可能性がある。広い視野とマネジメント力があ

り，観光・ホスピタリティ産業の生産性や創造性を

高められる人材をどのように育てるかを検討する必

要があり，今までの教育内容の見直しや再設計が急

務といえる。社会で求められる人材ニーズを的確に

把握し，人材育成の方向性を問い直すことは，これ

からの観光分野の発展を牽引する原動力の涵養に大

きく関わる。その原動力となりうる存在の一つが起

業家である。新しい取組みにチャレンジする起業家

は，地域活性化への貢献が期待できるが，日本は諸

外国に比べ，起業活動率が低いと指摘される(2)。こ

のような状況を打開し，より多くの起業家を育成す

るためには何が必要だろうか。その答えを，教育の

観点から見つけ出すためには，今までの先進的な教

育事例や理論研究を検討し，どのような能力開発に

注目する必要があるのかを明確にしなければならな

い。とりわけ，観光・ホスピタリティ産業に特化し

た起業家教育においては，既存の起業家教育での教

えを活かしつつも，産業分野の特徴によって生まれ

る差異を明確にし，リーダーシップと問題解決力，

自ら課題を発見し計画を立て，行動・実践できる能

力を育てる方法論を探ることが求められる。起業家

育成の視点からみると，観光・ホスピタリティ産業

における人材育成や教育開発には，多くの課題が残

されている。 
本稿は，上記の問題意識に基づき，観光・ホスピ

タリティ産業における起業家教育の動向について，

国内外の既往研究をレビューし，これまでの研究内

容について整理し考察した内容である。諸外国にお

ける起業家教育の研究成果を整理し，今後の日本の
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観光・ホスピタリティ教育の改善や，起業家教育導

入の方向性について議論するための資料として活用

することを念頭におき，まとめたものである。 

 

２．起業家と起業家教育 

２．１起業家と起業家精神の概念 

起 業家は 英語圏 ではアントレプレナー

（Entrepreneur）と言われる。日本では，アントレ

プレナーが企業家と起業家の両方に翻訳されており，

併用されているが，本稿では，起業家に統一して議

論する。起業家についてはいまだ統一された概念が

なく，様々な定義や意味づけが用いられる。はじめ

て起業家という用語を使ったとされるフランスの経

済学者 J.B.セイにとって起業家とは，「他者を結び

付けて生産的な組織体を形成する行為者」を意味し

た(3)。P.F.ドラッカーは，セイの言葉を使い，「経済

的な資源を生産性が低いところから高いところへ，

収益が小さいところから大きなところへ移す者」を

起業家と規定した(4)。また，シュンペーターは，新

製品の導入や新素材の開発等の「イノベーションを

起こすことで，既存経済の秩序を打ち破る人」を起

業家としており, 起業家による創造的破壊によって

新たな経済発展が可能になると述べた。松田(5)の場

合は，起業家のことを「自己のビジネス上の夢（目

標・ロマン）を実現するために，成長する市場に，

独創的な製品やサービスによって，存在するリスク

をギリギリまで計算し，果敢に挑戦し続ける強靭な

意思を持った自主・独立意識と社会性・国際性を備

えた成長意欲の強い創業者」と定義している。 

このように，学者の観点によって起業家の概念を

表す用語は異なるが，起業家は「リスクを受け入れ，

他者との連携や関係構築によって新たな価値を生み

出し，イノベーションを遂行する存在」であり，「既

存とは異なる新しい視点に立ったビジネス・取組を

起こす人材」としてその特徴を整理できる。また，

伏谷(6)は，起業家が起業家として行動してイノベー

ションを起こすためには，起業家精神が必要である

ことを指摘しながら，起業家精神とは「志高く，新

しい領域に挑戦するスピリット」と定義した。寺島
(7)は，起業家精神は，起業家の概念以上に社会文化

や個人の信念を象徴するものであり，起業に関する

起業家の信念として考えられると指摘した。竹本(8)

は，起業家精神が「積極的に新しい価値を生み出す

組織を作り，その組織を成長させる気持ちや行動を

指す」と述べ，ビジネスだけに限らず，あらゆる分

野でのイノベーションを実現するのは，起業家精神

を持った人材であることを強調した。このように，

起業家精神が新たな価値を生み出すイノベーション

の源泉であるという考えから，起業家教育では起業

家精神を如何に高められるかが重要なポイントとい

える。また，起業家精神の基礎となるのは，論理的

で構想的な能力であり，学習して身に付けることが

できると考えられるため(9)，如何に教育を実践する

かがキーとなる。 
本研究では，起業家精神の重要性に着目し，既往

研究にて，起業家精神教育や起業家精神を意味する

アントレプレナーシップ教育と表記された関連内容

をも含めて，それぞれを区別せず，起業家教育とい

う用語で統一して捉えて議論する。 
 

２．２起業家教育の現状と課題 

 河野・岩田(10)は，起業家教育において，スキルや

知識と対比されるコンピテンシーの重要性を指摘し

た。コンピテンシーとは，方法や人の特性と深く関

わるものであり，このような個人の心理的要素に深

く絡む内容を学生に習得させるためには，ある程度

の時間が必要であることから，早期の起業家教育を

行う意義について強調している。すなわち，成人に

なる前の早い段階で，起業家教育を行った方が有効

ということである。 

吉安(11)によると，日本で起業家教育に注目が集ま

ったのは 1990年代であったが，学校教育のなかでの

起業家教育は定着をみせない状況が続いた。その理

由として，公教育の場でお金を扱うことへの抵抗感

や使用教材の不足，支援体制づくりにかかる労力，

起業家教育導入に対する疑問等があげられた。 

牧野(12)は，起業家育成が経済発展に寄与するとい

う期待から，日本の大学での起業家教育が広がって

きたと言いながら，起業家教育の現場では様々な課

題が山積していると指摘した。研究が実務に追いつ

かず，厳格な研究調査によるデータが乏しいこと，

経験則に頼らざるを得ない実情，専門教員の不足や

長期的なコミットメントが得られない状況等がそれ

に該当する。さらに，牧野は，実務家との連携の重

要性や分野横断的な起業家教育の研究数を増やすこ

と，そして教育の有効性を検証する必要性について

言及した。近年，国内の経営学・経済学，工学等の

関連分野で，起業家育成や起業家精神教育の重要性

が認識され，起業家教育の事例が増えているが，教

育の体系化や多様化等は課題となっており，小中高

学校・大学における起業家教育は発展途上の状況と

いえる。起業家教育については，表 1 のように，内

的起業家精神と外的起業家精神を区別し，幼稚園や

初等・中等教育の段階で徐々に内的起業家精神を育

成する段階を踏み，その後の高校や大学教育の段階

で，外的起業家精神を育成する取組を展開すること

が効果的という見解がある(13)。しかしながら，上記

の吉安や牧野の指摘からも明らかなように，起業家

教育の基盤や体制が確立されていない現状では，教

育機関間の連携が困難である。したがって，各教育

段階での可能な限りの最適な起業家教育の実施を目

指すこと，大学側としては，大学に入るまでに起業
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家教育を受けたことのない人材に対しても，内的・

外的起業家精神の養成が可能な総合的で集中的なプ

ログラムの開発を進める方が効果的であり，妥当な

選択肢として考えられる。また，観光・ホスピタリ

ティ教育の現場においては，起業家教育という概念

を取り入れる事例がまだ少ない状況であるため，今

まで他分野で培ってきた知見や事例を検討し，当該

分野の特殊性を考慮して教育内容の構築を進める必

要がある。 

 

表 1．起業家教育のイメージ 

内的起業

家精神 

自立心，創造力，問題解決能力，

チャレンジ精神等の育成 

外的起業

家精神 

起業に必要な知識・技能，職業指

導，マネジメント能力等の育成 

（出所）大濱信宏（2003）『目覚めよチャレンジ精神！

起業家精神を有する人材の育成に向けて』 

 

３．観光・ホスピタリティ教育における起業家教育 

の現状 

海外での観光・ホスピタリティ関連分野の起業や

起業家に関する研究は様々な切口から展開され，そ

の成果が蓄積されてきた。観光教育において，起業

に特化した教育の方法論，起業スキルの教授法に関

する研究があり，また，学生の起業教育に対する態

度を把握した研究，起業教育実践事例(14)とその効果

検証の研究(15)等がある。諸外国の観光教育では，観

光・ホスピタリティ産業における起業家育成の重要

性が既に認識され，教育に取り入れられている。例

えば，“An International Handbook of Tourism 

Education(16) ”では，観光産業への依存度の高い諸

外国（インド，カリブ海地域等）の観光教育（大学

の学部や修士課程）のカリキュラムに，起業に関す

るスキルや起業家精神とスモールビジネスに関する

科目やモジュールの設置が確認できる。また，Koh

の研究(17)では，4 年間の観光教育のカリキュラムの

キーエレメントが示されており，その一つとして，

「アントレプレナーシップとイノベーション」が設

定されている。 

観光・ホスピタリティ関連分野に限らず，諸外国

では起業家を育成する教育プログラムや研修が多く

なっており (18)，そのような取り組みによって，経

済・社会のイノベーションを促すための起業活動が

後押しされることが期待されている。国内では，観

光・ホスピタリティ分野に特化した起業家教育関連

の研究蓄積がほとんどなく，主要観光専攻大学のカ

リキュラムで起業家及び起業家精神の育成関連の教

育内容は重視されてこなかった。 

観光・ホスピタリティ関連産業は, 消費者嗜好の

変化や社会変動，技術革新に直面しており，新たな

ビジネス形態が次々と登場している。地域経済の活

性化に結びつくイノベーション，革新的なアイデア

発想と新たなビジネスモデルの構築を担う人材育成

を大事にする教育的観点が必要である。起業家に必

要なもの（input）としては，抱負，創造性，献身，

率先力，イノベーション力，マネジメント能力，冒

険力（リスクをいとわない態度），ポジティブマイン

ド，ビジョン等があげられており(19)，観光・ホスピ

タリティ分野の起業家に，求められる能力や素養を

育てる教育内容を提供するためには，適切なコンテ

ンツやサポート体制等について十分考慮して計画す

る必要がある。 

 

４．具体的な研究事例からみる観光・ホスピタリテ

ィ教育における起業家教育のポイント 

ここでは，世界各国の観光・ホスピタリティ分野

の起業家教育研究のレビューを通して，動向把握を

行った内容を整理する。 

 

４．１起業家精神（アントレプレナーシップ）に関

する先行研究の把握 

Lan Li(20)は，ホスピタリティと観光マネジメント

分野の 4 つの主要ジャーナルのデータベースを検索

し，1986年から 2006年までの 21年間の研究の出版

状況と起業家精神に関わる研究トレンドを調べた。

その結果，起業家関連研究は全論文 4917 編のうち

97編であり，約 2%程度を占めることが明らかになっ
た。また，その 97 編の研究は，理論研究(26%)と実

証研究（74%）の比率となっており，経年による起業

家関連研究の増加傾向はみられなかった。 

上記内容により，Lan Li(20)は起業家・起業家精神

について積極的に研究が進んでいるとはいえないと

した。また，質的・量的研究方法を組み合わせた研

究法を採択することを提案した。さらに，起業家研

究のトピックを抽出した結果，小規模企業による雇

用効果や地域へのインパクトに着目した研究，資

本・財務状況と会社成長の関係分析，失敗の要因を

分析した内容等，会社の規模と存続・成長間の関係

を分析した研究があることについて述べた。この点

から，起業による地域への影響，起業後のビジネス

の維持をどうするかに着目した視点があることを示

した。他にも，起業家のモチベーション，ホスピタ

リティ企業の起業家の特徴等の分析研究があること

が示された。将来の研究課題として指摘されたのは，

次の二点である。一点目は，小規模企業だけに着目

せず，大企業における「会社としての起業家精神」

（corporate entrepreneurship）の存続と，そのプ

ロセスにおける従業員の参与について，実務的な示

唆を得ることであった。二点目は，女性や人種的マ

イノリティの役割等に着目し，起業促進につながる

政策的含意を導く研究の重要性について言及した。 
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他にも，最近の観光分野の起業家精神の先行研究

をレビューした論文として，F.A.Alhammad(21)のもの

がある。データベース（Pre-Questと Science-Direct

の 2つ）を検索し，72編の査読付き論文のみを分析

対象とした。明らかになったのは，2005年から 2015

年の 10 年間に研究数が大きく増加したことである。

地域別にみると，ヨーロッパ（37.5%），アジア（15.3%）

アフリカ（11.1%），米国とカリブ海地域（8.3%)の順

に多く，これらを合わせると 7割を占める。研究の

視点としては，サプライヤー（起業家・マネジャー・

地域）の視点の研究が 40%以上，著者の視点による

二次資料の分析・評価が 27.8%，ステークホルダー

の視点（8.3%），観光客の視点（3%）の順であった。 

F.A.Alhammadは，近年，観光分野において起業家

精神に着目した研究が注目され，研究数が増加して

いる点をデータ分析により明らかにし，観光分野の

ユニークさゆえに，起業の各段階（起業前・初期・

後期）の違いに主眼をおいた分析が必要性であると

強調した。また，スキルや知識の評価とリンクした

形のカリキュラム開発が必要な点，起業家精神に関

わる理論や概念を観光分野で応用する研究が少ない

点，地方コミュニティや観光客視点に立った研究が

少ない点を指摘し，今後の課題とした。 

 

４．２ヨーロッパにおける起業家教育の事例分析 

Ndou, Mele, Vecchio (22)は，ヨーロッパにおける

ツーリズムの起業家教育の修士課程の状況を調査し

た。ヨーロッパ（UK, Spain, Austria, Poland, 

France）の大学における起業教育に特化したプログ

ラム(教育期間 11 ヶ月～2年)の 10課程を対象とし

て，ウェブ上のシラバスコンテンツアナリシスを行

い，構成要素を把握した。多くの教育プログラムが

初期段階であり，教育内容は起業家の役割に対する

理解やイノベーション現象，ビジネスプラン等につ

いて学ぶ「一般的な起業家教育」と起業・ベンチャ

ーを立ち上げることに直接つながる内容で構成され

る「起業家育成のための教育」の 2つのタイプに分

けられることが示された。「何かについて学ぶ」とい

った受動的な形のものが多く，教授法は伝統的な方

法（レクチャー・ケーススタディ）が多くとられて

いたが，学生達のマインドセットに変化をもたらす

ための体験型教授法（PBL やワークショップ，産業

界との連携など）も採用されていた。著者らは，多

数のプログラムにて，成功した起業家，産業界の専

門家，ゲストスピーカー等とのネットワーク構築を

通して，インターンシップや個別指導等の機会を学

生に提供できるよう，ステークホルダーの関与を重

視している点に注目した。また，起業家活動のなか

で学ぶ，産業界とリンクして，本物を体験する教育

内容が学生をより創造的で先導的にさせることを強

調した。 

 

４．３米国の起業家意見調査から起業家教育内容を

提案した研究 

Deale (23)は，米国西部の North Carolinaの観光・

ホスピタリティ業界の小規模な地域密着型ビジネス

を営む起業家 12人（レストランやフードトラック，

ブルワリー，書店，ワインショップ等の経営者）を

対象に，起業経験，教育ニーズ，教育バックグラウ

ンドへの考え方をインタビューし，起業家教育への

示唆をまとめた。実社会を学ぶことが起業家教育の

大事なポイントとされた。多数のビジネス関連（財

務・マーケティング）の内容，組織論や心理学を学

ぶことが顧客との関係構築に役立つという意見があ

げられた。インターンシップやロールプレイング等

を通して，起業家との会話（mentoring）やコミュニ

ケーション，リスクへの理解を高められる機会を提

供すること，また，観光・ホスピタリティ産業と地

域側の関わりの重要性を理解することが強調された。

起業家教育課程のなかで，コミュニティへの理解力

が芽生えるように，商工会議所や地域団体との交流

を深め，情報を得ることについても必要性が強調さ

れた。地域側におけるニーズを的確に把握し，その

解決策を提供するアイデアを出すことを，教育のな

かで経験することが，実際のビジネスチャンスにつ

ながるということである。さらに，教育のなかでも，

ネットワーク構築を重視することが必要であり，例

えば，ツーリズムアドバイザリーボードを設置する

ことで，産業界との接点を作ることが提案された。

他にも，起業コンテストの開催，商品開発のワーク

ショップ等が教育アイテムとして挙げられた。 

 

４．４起業家教育プログラムへの評価（UAEの事例） 

ここでは，起業家教育プログラムへの評価に関す

る研究事例として，Syed Zamberi Ahmad (23)の成果を

検討する。過去 10年間著しく成長した UAEの観光・

ホスピタリティ教育機関を対象として，起業家教育

（アントレプレナーシップ，イノベーション等のキ

ーワードを掲げたプログラム運用）を受けた 20～25

歳の学生 67名（学部生 82%，女性 67.16%）への調査

を行い，起業家教育プログラムを評価し，どのよう

な教育内容が望まれているかを把握した内容である。 

表 2 によると，多くの学生が 1）起業環境に対す

る知識，2）ビジネスベンチャー企業をはじめる方法，

3）ビジネスの成功の法則（基準）についての学びを

求めていることが分かる。また，Ahmad (23)の研究で

は，起業家教育の受講者が，伝統的な教授法（レク

チャースタイル）を好まないことが示され，その代

わりに，ダイナミックな教授法による教育を受ける

ことを望むことが示されている（表 3）。例えば，履

修者からは，ビジネスゲームやシミュレーション等

の体験を通じて，新たなビジネスアイデアを考える
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こと，創造的な問題解決力を身につけることが好評

価を得ていた。しかし，実際のところは，伝統的な

教授法による授業の方が大半を占めており，教育現

場の課題として考えられた。 

 

表 2．起業家教育から得ることを期待する知識  

（出所）Syed Zamberi Ahmad (23) 

 

表 3．起業家教育プログラムへの評価 
履修者による履修教育プログラム内容への評価 n 
ビジネスゲーム・シミュレーション 55 

起業家へのインタビュー 53 

観光分野起業家によるレクチャー 49 

実務のケーススタディ 45 

ビジネスのアイデアやマネジメントに関わるグ

ループワークのテクニック 

35 

ビジネスプランの開発と評価 32 

学生会社立ち上げ (ベンチャープロジェクト) 24 

プロジェクトワーク 18 

（出所）Syed Zamberi Ahmad (23) 

 

結論として，起業家精神を育成できる教育コンテ

ンツの提供を増やす必要がある点，社会情勢の変化

や社会のニーズに対応できる最新で，実務的な教育

内容が提供できるようにする点が改善策として提案

された。そのためにも，教育を担当する側をトレー

ニングすることの重要性が力説された。 

Ahmad は別の研究(24)のなかで，起業家教育の教授

法の特徴を整理・分類し，それぞれの強みと限界を

評価している。「説明」を中心とする受動的教授法

（Passive Method）として，レクチャーや試験，ケ

ーススタディ，ビジネスプランがあげられ，「予測」

を可能とする能動的教授法 (Active Method)として，

ビジネスシミュレーションゲーム，ゲストスピーカ

ー，ビジネス訪問・フィールドトリップがあげられ

た。最後に，「アクション」を重視する体験型教授法

(Experiential Method)としては，PBL やカウンセ

リング，起業家によるトレーニング，学生によるビ

ジネスの実践等があげられた。図 1に示すように，

受動的教育を受けることでベースの知識を得て，学

生達が学ぶプロセスに積極的に関与するアクティブ

ラーニングを体験したうえで，実務的トレーニング

を通して特定業界で求められるスキルを獲得する段

階へと，階層的な教育モデルを考案している。大人

数でも効率的に知識を取得できるレクチャー形式の

教育の長所を生かしつつ，起業家精神の育成につな

がる体験を積み，履修者個々人に合わせたカスタマ

イズする形の教育までを目指すプログラムの必要性

が強調されている。 

図 1.Syed Zamberi Ahmadらが提案した 

 階層的な起業家教育モデル 

 

４．５新たな観光教育の概念モデル提案 

最後に，タイの研究者である Kongtaveesawas(25)

らが提案した，大学における観光教育の概念モデル

の内容を概観する。当該研究は，大学にて観光を専

攻する者が技術的進歩について理解することを踏ま

え，ツーリズム産業分野の変化にどのように対応す

る必要があるかについて検討するために，複数の大

学の観光学教育のカリキュラムの事例をレビューし

ている。ツーリズムバリューチェーンのなかで，観

光学専攻者が「熟練した労働者」になることを目指

すだけではなく，自ら「イノベーションを起こす存

在」であるべきと主張し，そのための教育論を探っ

ている点が印象的であり，本稿の問題意識と共通し

ている。また，新たな観光教育のパラダイム構築の

ためには，技術導入，アクティブラーニングの活用，

統合型ツーリズムバリューチェーン開発の 3つの要

素を用いて観光教育をデザインする必要があると指

摘し，図 2のようなフレームワークを提案している。 

 

図 2．Kongtaveesawasらが提案した 

観光教育の概念モデル 

起業家教育の履修者が期待する知識の項目 n 
起業環境に対する知識 49 

ビジネスベンチャー企業をはじめる方法 48 

ビジネスの成功の法則（基準） 47 

起業家になるために必要な能力 45 

起業家になる意図（intention） 39 

起業家の姿（entrepreneur’s figure）に対す

る認識の向上  

35 

起業家になることへの好意的認識 

（The preference to be an entrepreneur） 

32 
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Ahmadらと Kongtaveesawasらが提案する観光・ホ

スピタリティ分野の起業家教育は，急変する市場ト

レンドや新たな環境に，柔軟に対応できる人材育成

にフォーカスしており，起業家のクリエイティブな

能力を育成するためには，受動的な教授法（伝統的

な価値観や方法論）では不十分であることを強調す

る点が共通している。自ら行動してイノベーション

を起こす体験を如何に教育内容に組み入れるか，多

様なコンテンツと教授法，ツールの開発，産業界と

の連携とネットワーク構築より体験機会を発掘する

こと，教える側のティーチングスキルを向上するこ

と等，起業家精神を身に付けるための学びの質を如

何に高められるか，大切なポイントが強調されてい

る。 

 

５．おわりに 

本稿では，ヨーロッパと米国，中東，東南アジア

の研究成果をレビューし，最近の関連研究の動向や

数の増加傾向，世界各国での観光・ホスピタリティ

分野の起業家教育・研究の現状や注目されるポイン

トを把握した。世界各国の観光教育において，起業

家教育プログラムの重要性が認識され，効果的な教

授法の採用とプログラム構築の方向性が議論されて

いることが分かった。起業家教育プログラムでは，

ローカル（地域コミュニティ）への理解と国際（グ

ローバル）的な視点の両方を取り入れること，技術

（テクノロジー）発展を理解し応用できる人材を育

成することが強調されていた。共通するポイントと

して，学生の積極的な参加と体験を重視する教授法

の採用があげられる。そのために，現場とのつなが

り（コラボレーション）を持たせる多様な方法論が

考案されていた。レクチャーを受ける伝統的な教授

法をベースとして，ビジネスゲームやシミュレーシ

ョン，起業家との交流，カウンセリング，現場研修，

ビジネスの体験，アドバイザリーボード設置等，学

生らが実践的な体験を得て能力向上を図る事のでき

る最適な教育プログラムを構築する取り組みが必要

である。また，起業家教育の質を高めるためには，

教育従事者側の認識やスキルの向上のための教育者

向けの教育やトレーニング導入も積極的に取り入れ

る必要があろう。 

 

注 

（1）石谷昌司(2014)「ホスピタリティ・サービス人

材育成プロジェクト―活動報告：2012 年後期～2013 

年前・後期―」城西国際大学紀要,第 22巻第 6号，

pp.35-89. 

（2）細沼藹芳(2017)「アントレプレナーシップ教育

の日・米・中比較」SBI 大学院大学紀要,第 5 号，

pp.71-85. 

（3）J.A.シュンペーター（清成忠男編訳）（1998）

『企業家とは何か』, 東洋経済新報社，p.113.  

（4）P.F.ドラッカー（2015）『イノベーションと企

業家精神』，ダイヤモンド社，p.3. 

（5）松田修一（1997）『起業論―アントレプレナー

の資質・知識・戦略―』，日本経済新聞社． 

（6）伏谷貴純（2005）「地域による起業家の輩出と

課題―群馬県における起業家，ベンチャー・ビジネ

スの創出・発展を事例に―」，『地域政策研究』第 7

巻第 4号 pp.67-73. 

（7）寺島雅陸（2013）『起業家育成論』唯学書房． 

（8）竹本拓治（2016）「地域と連携した産業人材育

成―地方大学型アントレプレナーシップ教育の提案

―」，北陸信越工学教育協会福井県支部研究集会資料

（平成 28年 11月 30日開催），p.39-46. 

（9）前掲，細沼藹芳(2017) 

（10）河野良治，岩田一哲（2008）「起業家教育につ

いての一考察―中核人材へのコンピテンシー論アプ

ローチ―」『高松大学紀要』，第 51号，p.37～64. 

（11）吉安司（2003）「起業家教育を取り入れた中学

校総合的な学修の時間に関する研究」，やまぐち総合

教育支援センター平成 15 年度長期研修教員調査研

究課題． 

（12）牧野恵美（2018）「海外における起業家教育の

先行研究レビュー」，『研究 技術 計画』第 33巻 第

2号，p.92-100． 

（13）大濱信宏（2003）『目覚めよチャレンジ精神！

起業家精神を有する人材の育成に向けて』ひつじ書

房． 

（14）Ana Dias Daniel, Rui Augusto Costa, Mariana 

Pita, Carlos Costa.; “Tourism Education : What 

about entrepreneurial skill? ”, Journal of 

Hospitality and Tourism Management Vol.30, 

pp.65-72，2017．  

(15) Maria Christina Liam.; “Innovative 

Entrepreneurial Education for International 

Hospitality and tourism Business”, GSTF Journal 

on Business Review (GBR) Vol.2, No.3, pp.126-133, 

2011. 

(16) David Airey and John Tribe.; “An 

International Handbook of Tourism Education”, 

Elsevier, 2005.  

(17) Koh, K.; “Designing the four-year tourism 

management curriculum : A marketing approach” , 
Journal of Travel Research, Vol.34, (1), pp.68-72, 

1995. 

(18)前掲，牧野恵美（2018） 

(19) Michael Rimmington, Clare Williams, Alison 

Morrison.; “Entrepreneurship in the Hospitality, 

Tourism and Leisure Industries”, 

Butterworth-Heinemann,1999． 



                 日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 32 号 
 

53 
 

(20) Lan Li, “A review of entrepreneurship 

research published in the hospitality and tourism 

management journals”, Tourism Management, 
Vol.29, No.5, pp.1013-1022, 2008.  

(21) Fawwaz A.Alhammad,“Trends in tourism 

entrepreneurship research: A systematic 

review”,Jordan Journal of Business 

Administration,Vol.16,No.1,pp.307-330,2020. 

(22) Valentina Ndou, Gioconda Mele, Pasquale Del 
Vecchio(2019), “Entrepreneurship education in 

tourism: An investigation among European 

Universities”, Journal of Hospitality, Leisure, 
Sport & Tourism Education,Vol.25. 

(23) Cynthia S. Deale.; “Entrepreneurship 

education in hospitality and tourism: insights 

from entrepreneurs”, Journal of Teaching in 

Travel & Tourism Vol.16(1), pp.20-39, 2016.  

(24) Syed Zamberi Ahmad.; “Entrepreneurship 

Education in Tourism and Hospitality Programs”, 
Journal of Hospitality & Tourism Education, 

Vol.27, pp.20-29,2015. 

(25) Syed Zamberi Ahmad,Abdul Rahim,Norita 

Ahmad.;“An evaluation of teaching method of 

entrepreneurship in Hospitality and tourism” , 

The International Journal of Management 

Education, Vol.16,No. 1, pp.14-25,2017. 
(26) Natnisha Kongtaveesawas.; “The New Paradigm 

of Undergraduate Tourism Education” ISPIM 
Conference Proceedings; Manchester,2020. 
 

謝辞 

本研究は，JSPS 科研費 JP18K18287「観光分野にお

ける起業家の育成と支援に関する研究」の助成を受

けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Keywords : entrepreneurship education, hospitality and tourism industry, innovation

