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 観 光 事 業 について調べる 
 

地域資源を活かした新たな観光事業や、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての訪日観光

など、この分野への注目が高まっています。このパスファインダーでは、観光事業について調べるときに、参

考になる資料や情報をご案内します。  （※旅行目的の観光ガイドブック等を案内するものではありません） 

 

 

 

１．キーワード 

資料・情報を探すときに以下のキーワードを使うと便利です。 

「観光」「観光事業」「観光行政」「旅行」「旅」「地域開発」「地域振興」「まちおこし」「まちづくり」 

「国内」「海外」「訪日観光」「外国人旅行者」「インバウンド」「ツーリズム」 

 千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」で「件名」に、キーワードを入力して検

索すると、関連する資料を検索できます。より幅広く資料を探すには、検索項目を「件名」から「全項目」

に変更して検索します。 

また、図書館の資料にはそれぞれ、その資料がどのような分野を主題として扱っているかを表す分類番

号が付いています。観光に関する分類番号は689（観光事業）です。 

＜概要を知る＞ 

 

 

２．図書で情報を探す 

書 名 出版情報 請求記号 

観光学 基本と実践 改訂新版 
溝尾良隆著 

古今書院 2015 
西 689/13 

観光資源の種類と温泉地の区分に対し新たな考え方を示した改訂新版で、観光学の基本と実践を、地域振興の視点か

ら解説しています。第6章では、被災地へのボランティア・ツーリズムについても書かれています。 

観光学全集 第 1巻 

観光学の基礎 

日本観光研究学会監修 

原書房 2009 
西 68908/1/1 

観光の意義と役割をはじめ、基本的な用語の定義、観光構造、外国と日本の観光史などを記述しています。巻末に付

論として「観光学の入門書・概論書からみる観光研究の広がり」を収録。西部では第4、6、9巻も所蔵。 

観光キーワード事典 

観光文化への道標 

松蔭大学観光文化研究センター編著

学陽書房 2009 
東 689/65 

観光に関する事象や概念を整理し、関連するキーワードについて、基礎的な情報や知識を解説しています。巻末には、

関連する法律や基本計画、年表「わが国観光行政の歩み」も収録。 

観光・旅行用語辞典 
北川宗忠編著 

ミネルヴァ書房 2008 
中 68903/7 

日常よく目にする観光用語から専門用語、学術的用語、歴史的用語まで、観光・旅行に関係する用語を幅広く詳細に

解説しています。 

１．キーワード                   ３．新聞・雑誌で情報を探す 

２．図書で情報を探す                ４．インターネットで情報を探す                

                  

 

 

 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd


調 べ 方 案 内                                                    千葉県立東部図書館 

（パスファインダー）  2018年 3月 30日作成 

2/4 

＜白書・年報で調べる＞ 

＜まちづくり・まちおこしについて調べる＞ 

＜訪日観光について調べる＞ 

書 名 出版情報 請求記号 

観光白書 国土交通省観光庁編 年刊 中 68921/1 

当該年度の観光の状況や施策、次年度の観光施策などを掲載しています。国土交通省のホームページ

（http://www.mlit.go.jp/index.html）から閲覧することができます。（トップページ>オープンデータ>白書>観光白書） 

旅行年報 日本交通公社 年刊 中 68921/27 

日本人・訪日外国人の旅行市場、旅行業・運輸業・宿泊業・集客交流施設の動き、観光地の動きや観光政策などにつ

いてまとめています。当該年度の旅行年表も収録。日本交通公社のホームページ（http://www.jtb.or.jp/）から閲覧す

ることができます。（トップページ>出版・講座・シンポジウム>出版>旅行年報） 

観光ビジネス未来白書 

統計に見る実態・分析から見える未来戦略 

加藤弘治編著 

同友館 年刊 
東 689/66 

地域活性化を目指す自治体関係者や観光ビジネスの事業経営者、観光学を学ぶ学生に向けて、観光ビジネスを分類化

し、それぞれの分野の現状と戦略について、統計を用いて解説しています。 

千葉県観光入込調査報告書 千葉県商工労働部観光企画課 年刊 
中 C688/C42(逐次刊行物) 

西 C688/4 

月別や地域別の観光入込客数や宿泊客数の状況、外国人宿泊客の状況など、千葉県内の観光に関する統計を掲載して

います。千葉県のホームページ（http://www.pref.chiba.lg.jp/）から閲覧することができます。（トップページ>しご

と・産業・観光>観光・特産品>観光振興施策>観光客の入込動向） 

書 名 出版情報 請求記号 

観光まちづくりと地域資源活用 
総合観光学会編 

同文舘出版 2010 
中 6894/17 

貞山運河の観光事業構想や熱海温泉の観光まちづくりなど、地域資源を活かし観光魅力としてアピールする手法や、

住民も観光客もともに楽しめる地域づくりのヒントとなる考え方や事例を紹介しています。 

観光と地域振興 
大薮多可志共著 

海文堂出版 2013 
東 6894/37 

道の駅の活用や、農業における教育旅行の活動などを事例に、各分野での現状や、観光により地域を振興する際の成

功のための対策を紹介しています。 

観光まちづくりのマーケティング 
十代田朗編著 

学芸出版社 2010 
中 6894/19 

観光まちづくりに携わる人やこれから始める人向けに、観光地のブランディング、プロモーションなどの展開手法に

ついて、事例を交えて解説しています。 

書 名 出版情報 請求記号 

訪日観光の教科書 
高井典子著 

創成社 2014 
中 68921/40 

国・外国人旅行者・企業・地域など、さまざまな視点から訪日観光を体系的に読み解く入門書です。全日本総合錦鯉

品評会や、国際リゾートを目指す北海道のニセコ地区などの事例も掲載しています。 

http://www.mlit.go.jp/index.html
http://www.jtb.or.jp/
http://www.pref.chiba.lg.jp/
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＜さまざまな種類のツーリズムについて調べる＞ 

 

・新聞記事 

県立図書館ホームページで公開している菜の花ライブラリーの「千葉県関係新聞・雑誌記事索引」

（http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html）では、千葉県関係の記事を検索できます。      

また、県立図書館では、キーワードや日付から関連記事を検索できる新聞記事データベースをご利用い

ただけます。詳細は県立図書館ホームページ「オンラインデータベース一覧」をご確認ください。 

≪利用できる新聞記事データベース≫ 

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）、毎索（毎日新聞）：３館で利用可能 

日経テレコン 21（日本経済新聞）：中央・西部で利用可能 

ヨミダス歴史館（読売新聞）：中央のみ利用可能 

 ＜記事の例＞（「インバウンド and 千葉」をキーワードにして検索） 

記事名 掲載紙 

隣接自治体組んで誘客 船橋市など３市巡るツアー 

体験型観光ＰＲ 訪日客取り込み 

日本経済新聞 2018年1月13日 

地方経済面（千葉）39面 

外国人観光客：受け入れ方学ぶ 南房総で飲食店主ら 毎日新聞   2017年4月4日 

地方版（千葉）  23面 

国際観光誘致のしかた 

インバウンド・ツーリズム振興の基本 

小林天心著 

虹有社 2011 
西 6893/5 

魅力ある商品としての観光地にしていくための分析手法や、販売促進や宣伝広報をはじめとする、国際観光マーケテ

ィングの技法について書かれています。 

インバウンド・ツーリズムハンドブック 

訪日外国人旅行客への対応と心得 

日本文芸社編著 

日本文芸社 2015 
西 68921/8 

インバウンド・ツーリズムの現状をわかりやすくまとめたハンドブックです。特に訪日旅行者数の多いアジアの国々

（韓国・中国・台湾・香港・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア）については、重点的に解説しています。 

書 名 出版情報 請求記号 

コンテンツツーリズム入門 
増淵敏之著 

古今書院 2014 
中 689/59 

アニメ、映画、テレビドラマ作品による聖地巡礼など、コンテンツを活用した集客事業であるコンテンツツーリズム

について、事例を紹介し、現状を分析しています。 

ジオツーリズムとエコツーリズム 
深見聡著 

古今書院 2014 
東 6894/38 

前半は日本や中国の事例研究からジオツーリズムの現状について、後半は世界遺産・屋久島におけるなど、自然・歴

史などの固有資源を生かした観光を成立させるエコツーリズムの諸相について書かれています。 

フードツーリズム論 

食を活かした観光まちづくり 

安田亘宏著 

古今書院 2013 
東 689/90 

地元で取れる旬の食材や、その地域ならではの料理を楽しむフードツーリズムの変遷や現状について解説しています。

また、終章ではフードツーリズムの活用のあり方を、マーケティングの視点から分析しています。 

３．新聞・雑誌で情報を探す 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/database.html
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・雑誌の特集（個々の記事については調べ方案内（パスファインダー）「雑誌記事・論文を探す」を参照） 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」で資料種別「雑誌」のみにチェックを入

れ、検索項目を「全項目」に変更しキーワードを入力して検索すると、雑誌の特集記事のタイトルから探

すことができます。 

＜特集記事の例＞（「ユニバーサルツーリズム」をキーワードにして検索） 

特集名 掲載誌 所蔵館 

ユニバーサルツーリズムのいま 観光とまちづくり No.530 

2017-2018  vol.4  WINTER 

西部 

東部 

ユニバーサルツーリズム始動 NPOが先行、後追う自治体 日経グローカル No.269 

2015年6月1日号 

中央 

●観光庁（http://www.mlit.go.jp/kankocho/） 

観光立国実現に向けた「アクションプログラム」など、観光に関する政策を掲載しています。また、「統

計情報・白書」のページでは、出入国者数などの統計や、旅行・観光消費動向調査などの調査結果を公開

しています。 

 

●日本政府観光局（JNTO）（https://www.jnto.go.jp/jpn/） 

「統計・データ」のページでは、訪日外国人や出国日本人に関する統計や、世界各国・地域における外

国人訪問者数ランキングなどを見ることができます。「世界のインバウンド市場」のページでは、国や地域

ごとに出国者数・訪問者数・訪日旅行者数・日本人訪問者数などの基礎データをまとめた「世界の市場別

基礎情報」も公開しています。また、JNTOが毎年刊行している『JNTO日本の国際観光統計』は中央所蔵で、

収録内容のエクセルデータの一部は、ホームページで公開しています 

 

●観光庁 全国自治体・観光協会等リンク集（http://www.mlit.go.jp/kankocho/kanko_links.html） 

全国自治体・観光協会等のリンク集です。日本地図の各都道府県をクリックすることで、各市町村・観

光協会の地図が展開し、市町村名をクリックすると、自治体や観光協会等のリンクが表示されます。 

 

●千葉県ホームページ 観光振興施策 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/ssk/kankou/annai/index.html） 

千葉県の観光関係トピックスや、観光客の入込動向などが掲載されているページです。千葉県の観光ス

ポットやイベント、特産品やグルメ情報などが紹介された、千葉県公式観光物産サイト「まるごと e！ち

ば」（http://maruchiba.jp/）へのリンクもあります。 

 

●各自治体のホームページ 

各自治体の行政情報のページでは、観光に関する施策や計画を公開している自治体もあります。また、

観光情報のページでは、名所・歴史・文化・年間行事・特産品などを紹介しています。 

千葉県のホームページでは、各自治体のホームページへリンクしている市町村一覧が公開されています。

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/ichiran.html） 

 

（インターネット最終アクセス：2018年3月30日） 

※所蔵館について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 

４．インターネットで情報を探す 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
http://www.mlit.go.jp/kankocho/
https://www.jnto.go.jp/jpn/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/kanko_links.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/ssk/kankou/annai/index.html
http://maruchiba.jp/
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/ichiran.html

