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報道関係者 各位 

 

「第 4 回次世代観光リーダー育成に向けた 

ワークショップ・シンポジウム」を開催（取材依頼） 
 

 
3月8日（水）・9日（木）の二日間にわたり、本学国際貢献学部グローバル観光学科と国連世界

観光機関（UNWTO）駐日事務所、独立行政法人国際協力機構（JICA）の共催で「第4回次世代観光リ

ーダー育成に向けたワークショップ・シンポジウム」をオンラインで開催します。 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により一変した社会情勢、観光業界の現状を踏まえたう

えで、今後の持続可能な観光のあり方や観光の新たな可能性などについて、SDGsの視点も交えつつ

議論や考察、発表を行い、観光の未来を考えます。 

ワークショップでは本学エリック・ハーキンソン教授指導の下、バーチャルツアーを作成し、ワ

ークショップ参加者間でのプレゼンを経て、一部は全体のシンポジウムでも発表してもらいます。 

つきましては、諸事ご多忙かと存じますが、是非ともご取材いただきますよう、ご案内いたしま

す。ご取材いただける場合は、入試広報部までご連絡ください。 

 

記 
 

「第 4回次世代観光リーダー育成に向けたワークショップ・シンポジウム」 

【日  時】 2023年 3 月 8日（水）・9日（木）10:00～17:00（2日目は 10:00～16:00） 

【会  場】 オンライン（Zoom、YouTube live使用） 

【使用言語】 英語（通訳無し） 

【費  用】 無料 

【共  催】 国連世界観光機関(UNWTO)駐日事務所／ 

京都外国語大学／（独）国際協力機構(JICA) 

【内  容】 詳細はプログラム概要をご確認ください。 

 

以上 

 

 

 

 
 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】（受付時間 9:30～17:00） 

   国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所 

  TEL：0742-30-3880 E-mail：ftlworkshop@unwto-ap.org 
 
【発信元・取材申し込みに関するお問い合わせ】（月曜日～土曜日 9:00～17:00） 

 京都外国語大学・京都外国語短期大学 入試広報部 〔担当：吉村・杉峯・小西〕 

 〒615-8558 京都市右京区西院笠目町６ 

 TEL：075-322-6219  FAX：075-874-4130  E-mail：koho@kufs.ac.jp 



【目的】
新型コロナウイルス感染症の世界的流
行により一変した社会情勢、観光業界
の現状を踏まえたうえで、今後の持続
可能な観光の在り方や観光の新たな可
能性などについて、SDGsの視点も交
えて議論や考察、発表を行い、観光の
未来を考えます。またテクノロジーを
活用し、ストーリーテリングを意識し
たバーチャルツアーの作成方法を学び
ます。

2023年3月8日（水）、9日（木）
オンライン開催（無料）

【Zoom、YouTube live使用】
使用言語：英語（通訳無）

共催：国連世界観光機関(UNWTO)駐日事務所／京都外国語大学／（独）国際協力機構(JICA)

※要事前申込

【2020年度開催の様子】

※定員が設定されているセクションがございます。
詳細は裏面をご参照ください。

【このような方におすすめ！】
 ポストコロナの持続可能な観光の在り方について学びたい方
 グループワークなどを通じてポストコロナの観光の可能性について議論を深めたい方
 SDGs達成における観光の貢献について考察を深めたい方
 バーチャルツアーの作成に興味のある方

4th Future Tourism Leaders Workshop
“Sustainable Tourism in the Post Covid World”

第4回次世代観光リーダー育成に向けたワークショップ
-ポストコロナ世界における持続可能な観光-



◆お問い合わせ◆受付時間9：30～17：00
国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所
℡：0742-30-3880 担当：吉田、栗原
E-mail：ftlworkshop@unwto-ap.org

Day1 3月8日（水）
1. Symposium
“Sustainable Tourism 

in the Post Covid World”
(ポストコロナ世界における持続可能な観光)

10：00～12：00
【YouTube live】
（一般公開・事前申し込み制）

【発表予定機関】
国連世界観光機関駐日事務所／JICA
チェンマイ大学／マレーシア科学大学ガ
ジャマダ大学／ハノイ大学
スファヌボン大学／京都外国語大学

2. Workshop①
Virtual Tour Making 
（バーチャルツアー作成ワークショップ)

14：00～17：00
【Zoom】
（事前申し込み制）定員20名
◆コーディネーター◆
エリック・ハーキンソン

【京都外国語大学・教授】

※参加者自身がストーリーテラーになり、ツ
アーを作成する方法を学びます。

Day2 3月9日（木）
1. Workshop②

Virtual Tour Presentation 
in Groups

（1日目で作成したバーチャルツアーをグループ
に分かれて発表）

10：00～12：00
【Zoom】

対象： Workshop ①参加者

2. Symposium
Presentations of Best 

Virtual Tours
（午前中の発表者から選定されたツアーを紹介）

14：00～16：00
【YouTube live】

対象：Workshop①②参加者+
一般公開（事前申し込み制）

【シンポジウム】【ワークショップ】ともに、左
のQRコードまたは、Webサイトからお申し込み
ください。

申込締切日
・ワークショップ：2月15日（水）
・シンポジウム：2月28日（火）

◆ご注意◆
・ワークショップの参加者は、シンポジウムを含

む全プログラム（3月8日～9日）に参加する必
要があります。一日だけの参加はできません。

・全プログラムの参加者には、修了証が発行され
ます。

・詳細は、専用ウェブサイトをご覧ください。
https://unwto-ap.org/event/4ftlw/

⁎ワークショップ参加対象者
大学生、大学院生（他大学の学生大歓迎）、
若手実務家

※YouTube liveで実施する一日目午前のシンポジウムおよび二日目午後のPresentations of Best 
Virtual Toursは、事前登録によりどなたでも視聴できます。

※Zoomで実施する一日目午後のWorkshop① Virtual Tour Making および二日目午前のWorkshop
② Virtual Tour Presentation in Groupsは参加定員20名で、期日まで募集を行います。

◆応募方法◆

URL :http://tomorrowtourism.com

↓お申込みはこちら



Objectives

The tourism industry and social

conditions have changed drastically due

to the COVID-19 pandemic. Based on the

current situation, we will present and

discuss the future of tourism by

considering sustainable tourism, new

possibilities for tourism, and the SDGs.

Participants will also learn how to use

technology to create virtual tours

through storytelling.

4th Future Tourism Leaders Workshop:

“Sustainable Tourism in the Post-Covid World”

March 8 (Wed) to 9 (Thu), 2023

Online event (Free of charge)

[Via Zoom & YouTube live]

Language: English

Co-organized by: World Tourism Organization (UNWTO) Regional Support Office for Asia and the Pacific (RSOAP) / 

Kyoto University of Foreign Studies (KUFS) / Japan International Cooperation Agency (JICA)

*Advance registration required

3rd Future Tourism Leaders Workshop (2020)

*Some sections are on limited capacity.

Please refer to the reverse side for details.

Recommended for those:

 who want to learn about how sustainable tourism can be in the post COVID world

 who wish to discuss in depth the possibilities of post-COVID-19 tourism through group work

 who wish to gain a deeper insight into how tourism can contribute to achieving the SDGs

 who are interested in creating virtual tours



Contact

UNWTO Regional Support Office for 

Asia and the Pacific (RSOAP)

Office Hours: 09:30–17:00

TEL：0742-30-3880 Yoshida/Kurihara/Marian

E-mail：ftlworkshop@unwto-ap.org

Day 1 March 8 (Wed)

1. Symposium

“Sustainable Tourism 

in the Post Covid World”

10:00–12:00

[YouTube live]

Open to the public

(advance registration required)

Presenting Organizations

UNWTO RSOAP / JICA / Chiang Mai 

University / University of Science 

Malaysia / Universitas Gadjah Mada

/ Hanoi University / Souphanouvong

University / Kyoto University of 

Foreign Studies

2. Workshop①
Virtual Tour Making 

14:00–17:00

[Zoom Classroom]

Max. 20 people

(advance registration required)

Coordinator

Eric Hawkinson (Professor, KUFS)

*Participants will become storytellers and 

learn how to create their own tours.

Day 2 March 9 (Thu)

1. Workshop②

Virtual Tour Presentation 

in Groups

10:00–12:00

[Zoom Classroom]

Participants: those who participated 

in the Workshop①

2. Symposium

Presentations of Best 

Virtual Tours

14:00–16:00

[YouTube live]

Participants: those who participated 

in the Workshop①② & anyone who 

registered in advance

(For both Symposium and Workshop) Use either the

QR code on the left or visit our website to apply.

Deadlines for application:

• Workshop: February 15 (Wed)

• Symposium: February 28 (Tue)

Notes

• Workshop participants must attend the whole

program (March 8-9) including the symposium.

• Certificate of Completion will be issued only to

participants who finish the Symposium AND the

two-day workshop.

• For more information, please refer to the

website: https://unwto-ap.org/event/4ftlw/

Target participants for the Workshop:

Undergraduates and graduate students 

(students from other universities are 

welcome) & young businesspeople

• Symposium on the morning of Day 1 and Presentations of Best Virtual Tours on the afternoon of

Day 2 will be conducted via YouTube live and available to anyone who registers in advance.

• Applications for the Workshop① on the afternoon of Day 1 and the Workshop② on the morning of

Day 2 (via Zoom) will be closed after the application deadlines.

How to apply

URL: http://tomorrowtourism.com

↓ SCAN TO REGISTER


