
主催　UNWTO Academy
           和歌山大学 国際観光学研究センター
共催　和歌山大学 観光学部

会場　フクラシア東京ステーション  会議室 A
　　　　〒100-0004　東京都千代田区大手町 2-6-1　朝日生命大手町ビル 6階
　　　　　　　　　　　　　　　            （JR 東京駅・地下鉄大手町駅より地下直結）

定員 50 名　　参加費 無料　※参加申込については、裏面をご覧ください。

講演
　　「UNWTO Academy の活動事業と UNWTO.TedQual 認証制度」Dr Edith M Szivas  エディス・ジーバス氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　 （UNWTO Academy 国際連携担当） 　

  　 「UNWTO.TedQual 認証取得のために知っておくべきこと」　 Dr Lisa Ruhanen   リサ・ルハーネン氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　 （クイーンズランド大学ビジネススクール 准教授）      

パネルディスカッション「日本における観光学教育の向上メソッドと取り組み」
 ※当フォーラムは一部英語で行われます。同時通訳もございますので、参加申し込みの際に同時通訳希望の旨をお知らせください。

　（受付 13：30 ～）
        ※終了後 30 分程度の情報交換会を予定

2018 TedQual・
観光学教育フォーラム in 東京



会場　フクラシア東京ステーション  会議室 A
　　　　〒100-0004　東京都千代田区大手町 2-6-1　朝日生命大手町ビル 6階
　　　　　　　　　　　　　　　            （JR 東京駅・地下鉄大手町駅より地下直結）

定員 50 名　　参加費 無料　※参加申込については、裏面をご覧ください。

第二部　認証取得事例紹介　

   　・立命館アジア太平洋大学 
　　　　　　　アジア太平洋学部

   　 ・和歌山大学 観光学部
　

プログラム
13：30　開場
14：00　開会　 開会挨拶　加藤 久美 ( 国際観光学研究センター センター長、同観光学部 教授）
14：05　講演
　　        「 TedQual の概観   TedQual Overview  」
　　　　　                              中元  一恵 ( 国際観光学研究センター エグゼクティブ・オフィサー）

14：25     「 UNWTO Academy の活動事業と UNWTO.TedQual 認証制度
                        The work programme of the UNWTO Academy and the UNWTO.TedQual Certification」
　　　　　　　　                                              Dr Edith M Szivas （UNWTO Academy 国際連携担当）　

14：45     「 UNWTO.TedQual 認証取得のために知っておくべきこと
                                                                              Key aspects of UNWTO.TedQual Certification」
　　　　　                              Dr Lisa Ruhanen （クイーンズランド大学ビジネススクール 准教授）

15：05　休憩
15：20　パネルディスカッション
　　　 　  「日本における観光学教育の質向上メソッドと取り組み方
                                                                            Methods and approach of improving tourism education quality in Japan」
　　　　  パネリスト　　轟 博志 （立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 教授）
　　　　　　    　　　　   　藤田 武弘   （和歌山大学 観光学部 学部長 / 教授、国際観光学研究センター 副センター長）
　　　　　　                     　Dr Edith M Szivas,　Dr Lisa Ruhanen
　　　　　　モデレーター　加藤 久美

16：20　質疑応答
16：30　閉会　閉会挨拶　藤田 武弘　
　　　　　※閉会後、簡単な情報交換会を開催いたします。（自由参加）

　　　　

　　　　　
 

  

参加申し込み・問い合わせ先
和歌山大学 国際観光学研究センター
  〒640-8510　和歌山市栄谷 930
  TEL　073-457-7025　　FAX　073-457-7886
  Email　info-ctr@center.wakayama-u.ac.jp
  HP http://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/

参加申し込み
E メールでのみ、参加申し込みを受け付けます。
本文に「フォーラム名」「お名前（フリガナ）」

「ご連絡先電話番号」「同時通訳希望有無」を
ご記入のうえ、右記までお申し込みください。
＊参加申込期日：2018 年 11 月 26 日（月）17 時

UNWTO. TedQual（以下 TedQual）とは、国連の中で観光分野に特化している組織、国連世界観光機関（United Nations World Tourism 
Organization ：UNWTO）が実施する観光教育、研究、訓練プログラムの質の向上を目的とした認証制度である。UNWTO の傘下であり、
UNWTO 加盟国に向けた観光に関する教育・訓練プログラムの履行を担う UNWTO Academy が担当し、産業界との連携、教育や学生に
関すること等 6 項目について審査を行う。TedQual を取得することで、観光教育や研究のグローバルネットワークのさらなる参加や
UNWTO Academy との共同プログラム、また学生の国際プログラム参加等さまざまな活動につながる。現在認証を受けている教育機関は
世界で約 70 機関となり、そのうち日本国内は２機関（大学 2 校）が認証を取得している。

●講 師 紹 介
Dr Edith M Szivas　エディス・ジーバス氏
国連世界観光機関（UNWTO）の教育担当部門 UNWTO Academy において 国際連携担当。
観光戦略計画と観光人材開発の専門家であり、これまで 20 年以上にわたり、UNWTO や UNWTO Themis Foundation* と幅広いプログ
ラムに取り組む 。同氏は、国際貿易や新興国市場でキャリアをスタート。英国サリー大学にて博士課程 プログラムのディレクターを務
める等、学術的な経歴も持ち合わせ、同学の大学院プログラムをリード。 同氏自身、英国サリー大学で観光企画と開発の修士号及び 博士
号を取得。現在はドバイのモデュール大学で教鞭を執る。　* UNWTO Themis Foundation : UNWTO Academy の旧名称

Dr Lisa Ruhanen　リサ・ルハーネン氏
クイーンズランド大学、ビジネススクールにおいて教務部長、准教授として勤務。
先住民の観光、持続可能な観光と政策・計画やガバナンスの分野で、オーストラリア及び海外において 30 以上の学術、コンサルタントの研
究プロジェクトに携わる。また、100 以上の学術書を出版。2017 年には、オーストラリアとニュージーランドの先住民観光に関する書籍

「Indigenous Tourism: Cases from Australia and New Zealand」を共同編集。クイーンズランド大学では持続可能で責任ある観光、倫理、
開発途上国の観光に関するコースを担当。国連世界観光機関（UNWTO）本部への出向経験を持ち、 過去 10 年に渡り UNWTO と密接に連携。
現在は UNWTO 教育担当部門である UNWTO Academy が行う TedQual 認証プログラムの諮問委員及び監査役を務める。

●UNWTO. TedQual（Tourism Education Quality：観光教育機関国際認証）とは


