令和 4 年 8 月 吉日
会員各位
日本観光学会九州・沖縄支部長 石田尾 博夫
令和 4 年度 日本観光学会九州・沖縄支部大会のご案内（第三報）
拝啓 会員の皆様には益々ご清祥のことと思います。今年度の支部大会の開催をご案内申し上げます。
今年度の大会（総会・研究会）開催におきましては、長崎大学（長崎市文教町 1-14）での開催となります
が、昨年に引き続きコロナ禍の中における開催となりました。そのため、大学での対面参加と会員各位をオンラ
インで結んだオンラインハイブリッド方式で実施することを予定しています（対面参加の場合、3 回接種証明は
不要となりましたが、会場での検温等、後述する大学が定める規定を遵守することが必要です）
。本大会要項を
下記の通りご案内申し上げます。会員各位におかれましては、研究報告等積極的なご参加をお願い申し上げま
す。
敬具
記
１ 主

催

日本観光学会九州・沖縄支部

２ 共

催

長崎大学環境科学部

３ 協力団体

日本経済大学大学院政策科学研究所
商業教育国際学会
亜東経済国際学会
東北亜福祉経済共同體フォーラム

４ 後

長崎県、長崎県教育委員会、
長崎市、長崎市教育委員会、
NCC 長崎文化放送

援

５ 開催日時

令和 4 年 9 月 3 日（土）9 時～17 時 10 分

６ 会

長崎大学環境科学部講義棟(341・342 番教室)
〒852-8521 長崎県長崎市文教町１−１４(長崎大学文教キャンパス)
※ 研究報告及び説明会は、会場参加及び大学と報告者等とを zoom で結んだオンラインハイ
ブリッド方式
※ 会場参加者のコロナ対応の大学規程は、常時マスク利用、会場入口で手指消毒、会場の机
上に✕印の用紙が貼付されている席への着座禁止、会場内での食事禁止（生協食堂のスペ
ースが用意されています）です。
※ オンライン参加 zoom 会議 URL は以下の通りです。
〒852-8521 長崎市文教町 1-14 長崎大学環境科学部深見研究室／Tel&Fax.@@@@@@@@
アクセス URL

場

プログラム
支部総会
大会記念講演
研究発表会 A
341 教室
研究発表会 B
342 教室

７ 研究発表

A テーマ課題「西九州新幹線開通でつながる九州・長崎観光の新展開～観光ビジネスの振興
と教育～」 341 教室
B 自由課題 342 教室

８ タイムテーブル
９：００ ～ ９：１５ 日本観光学会九州・沖縄支部受付
９：１５～９：３０ 大会開催挨拶
日本観光学会九州・沖縄支部長 石田尾 博夫先生
９：３０～１１：３０ A テーマ課題 午前（３０分×４コマ）
第１会場(341番教室)：座長 深見 聡先生
研究報告① ９：３０ ～１０：００
「アフターコロナを見据えた観光地の需要の拡大について－太宰府観光の方向性－」
寺地一浩（大阪経済法科大学教授）
研究報告② １０：００ ～１０：３０
「観光と農業の島への新型コロナウィルス感染症のインパクト～与論島における COVID-19 と
観光客入込数の推移～」
平 瑞樹（鹿児島大学学術研究院農学系）石田尾 博夫（第一工科大学名誉教授）
研究報告③ １０：３０ ～１１：００

研究報告④ １１：００ ～１１：３０
「エコツーリズムで環境教育を担うのは誰か」
張婉清（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 D2）深見聡（長崎大学総合生産科学域教授）
９：３０～１１：３０ B 自由課題 午前（３０分×４コマ）
第 ２ 会場(342 番教室)：座長 井手 弘人先生
研究報告① ９：３０ ～１０：００
「大内宿はいかにして復興したか～観光を復活させるための秘密を探る～」
佐藤一明（日本経済大学大学院政策科学研究所特任教授）
研究報告② １０：００ ～１０：３０
「文化産業財の有効価値に着目した観光産業の CSR」
劉秀秀（日本経済大学大学院経営学研究科 D2）
研究報告③ １０：３０ ～１１：００
「現場から学んだ今後の観光産業化のあり方私論」
田上康朗（観光経営戦略アドバイザー）
研究報告④ １１：００ ～１１：３０
「地域スポーツコミッションとしてスポーツツーリズムを推進させている NPO 法人の事業活
動についての取り組み事例に関する考察－主に事業型 NPO の代表的事例を通して－」
吉田雅彦（CODO 外語観光専門学校観光学科非常勤講師）
１１：３０～１２：３０ 昼休憩 ※昼食は 長崎大学学生食堂を各自利用
１２：００～１２：３０ 観光教育（高大連携）フォーラム「観光学と学校教育の「相互連携」を考える
～観光教育と探究学習による観光人材の育成～」受付

１２：３０～１４：００ 観光教育（高大連携）フォーラム
（司会進行）日本経済大学 竹川克幸先生
（コーディネーター）長崎大学 深見聡先生 長崎大学 井手弘人先生
1. 研究フォーラム主旨説明
１０分
（長崎大学 井手弘人先生、九州・沖縄支部代表 吉川三恵子先生）
・高等学校学習指導要領「探究学習」の拡大と観光学との「相互連携」の可能性
・商業科「観光ビジネス科目」の設定・導入 観光教育の未来・観光人材の育成
・九州沖縄支部刊行 観光テキスト『新観光ビジネス概論』紹介
2. 長崎県内の高校生による研究発表 ４５分（１５分×３校）
長崎県立松浦高校、長崎北陽台高校、小浜高校 高校生たちの発表
3. 指定討論 高校生発表講評
松浦高校 舟越校長の講評・発表 １５分
※長崎県における「ふるさと教育」と観光との関連への期待について
4. 質疑応答
１０分 ２～３人
5. まとめ
１０分 ※深見先生・井手先生よりまとめ 総括コメント
１４：００～１６：００ A テーマ課題 午後（３０分×４コマ）
第１会場(341番教室)：座長 石田尾 博夫先生、井上 伸明先生
研究報告⑤ １４：００ ～１４：３０
「九州の歴史文化観光と学びの旅『時代観光』
」
竹川克幸（日本経済大学教授）
研究報告⑥ １４：３０ ～１５：００
「イベント・ツーリズムに関する一考察～モバイルアプリの活用を中心に～」
日本経済大学経済学部生チーム・嘉島 叶人（日本経済大学専任講師）
研究報告⑦ １５：００ ～１５：３０
「沖縄県大宜味村における観光の関連組織間連携に関する研究」
島袋伊都（名桜大学大学院 M2）大谷健太郎（名桜大学国際学群教授）
研究報告⑧ １５：３０～１６：００
「短大学生の視点から見た枕崎市の観光－観光資源と課題の再発見」
鹿児島女子短期大学観光研究サークル・岩切 朋彦（鹿児島女子短期大学准教授）
１４：００～１６：００ B 自由課題 午後（３０分×４コマ）
第 ２ 会場(342 番教室)：座長 吉川 三恵子先生、平 瑞樹先生
研究報告⑤ １４：００ ～１４：３０
「観光危機管理における観光リカバリー・マーケティングの概念モデルの構築～依存型と
自立型の大学生が SNS 情報を基に沖縄観光に対する危機的知覚から購買意図までの購買前
プロセスの検証～」
上原 彰公（沖縄国際大学産業総合研究所特別研究員）
研究報告⑥ １４：３０ ～１５：００
「中国人非正規労働者における勤労意欲に関する研究－沖縄在住中国人を対象として－」
リョ・シンエン（琉球大学大学院地域共創研究科 M1）
研究報告⑦ １５：００ ～１５：３０
「済州島農漁村体験村観光の現状と課題」
キム・ユヒ（琉球大学大学院地域共創研究科 M1）
研究報告⑧ １５：３０ ～１６：００
「中国人高度人材が活躍できる職場環境の考察－沖縄の観光業を主対象として－」
ミン・シャンカイ（琉球大学大学院観光科学研究科 M2）

１６：００～１６：１０ 休憩
１６：１０分～１６：４０分 支部総会
１６：４０分～１７：００ 閉会式、記念撮影
９ 参加費及び支部会費
参加費 会員：2,000 円
学生：500 円
振込先：日本観光学会九州・沖縄支部銀行口座
@@@@@@@@@
店名@@@@（@@@@@@@@@)
店番 @@@@@@
普通預金 @@@@@@@@@@
１０ 申込締切り
【出欠票締切り】
令和 4 年 8 月 12 日（金）
【発表要旨締切り】
令和 4 年 8 月 19 日（金）
【送 付 先】日本観光学会九州・沖縄支部
事務局 西嶋 啓一郎
〒@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@
日本経済大学大学院 @@@@@@@@@@@
TEL: @@@@@@@@@@ FAX:@@@@@@@@@
Email: @@@@@@@@@@@@@
１１ エクスカーション
※ 9 月 4 日（日曜日）にエクスカーションが可能な状況であれば検討したいと考えております。
（どのような形で実施するかは未定です。
）
問い合わせ
〇支部大会事務局
長崎大学 環境科学部 深見聡研究室
住所 〒@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tel.@@@@@@@@@ メール @@@@@@@@@@@
大会実行委員会（支部大会事務局）
担当幹事 深見聡（長崎大学） 実行委員長
竹川克幸（日本経済大学）実行副委員長
実行委員 井手弘人（長崎大学）
、平瑞樹（鹿児島大学）
、嘉島叶人（日本経済大学）
※長崎大学 大学院生２～３名
石田尾博夫（九州・沖縄支部長）
吉川三恵子（九州・沖縄支部代表）
西嶋啓一郎（日本経済大学、九州・沖縄支部事務局）

