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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 社会学部・観光学部 中村 正人／著 ぺりかん社 2021 T/376.8/ﾅｶ/ 0111729904

2 よくわかる旅行業界　最新2版 橋本 亮一／著 日本実業出版社 2017.4 /689.6/ﾊｼ/ 1108652775

3
地球まるごと私の仕事場!
カリスマ＆ベテランツアコン20人
の感動添乗記

芦原 伸/監修 枻出版社 2011.9 4J/689.6/ﾁｷ/ 1106483983

4
資格がなくてもインバウンドのツ
アーガイドになれる本

斉藤 常治／著 秀和システム 2019.3 /689.6/ｻｲ/ 0111982863

5 商工観光課のシゴト
商工観光研究会／編
著

ぎょうせい 2018.7 /318.6/ｼﾖ/ 1109210003

6
要点解説旅行業務取扱管理者
<国内・総合>

太田 実／著 八千代出版 2021.4 /689.6/ｵｵ/ 1111188411

7
日本の観光を担う次世代リー
ダーへ　つかめ!新時代のビジネ
スチャンス

首都大学東京／編，日
本観光振興協会／編

日本観光振興協
会

2018.3 /689.6/ﾆﾎ/ 1108975226

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

8
インバウンド再生　コロナ後への観
光政策をイタリアと京都から考える

宗田 好史／著 学芸出版社 2020.11 /689.23/ﾑﾈ/ 1111032353

9
ポスト・オーバーツーリズム
界隈を再生する観光戦略

阿部 大輔／編著他 学芸出版社 2020.12 /689.2/ｱﾍ/ 0112223249

10 観光を科学する　観光学批判 山田 良治／著 晃洋書房 2021.5 /689/ﾔﾏ/ 1111177786

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

11 新・観光学入門! 中村 忠司／編著他 晃洋書房 2019.3 /689/ｼﾝ/ 0111983100

12 新・観光を学ぶ 太田 実／編著他 八千代出版 2017.5 /689/ｼﾝ/ 1108694918

13 新しい時代の観光学概論 島川 崇／著 ミネルヴァ書房 2020.11 /689/ｼﾏ/ 1111020564

14
深掘り観光のススメ
読書と旅のはざまで

井口 貢／著 ナカニシヤ出版 2021.4 /689/ｲｸ/ 0112266754

15 観光学の未来
平安女学院大学国際
観光学部／編著

白川書院 2019.3 /689/ｶﾝ/ 1109503910

観光ビジネスで新時代を切り拓く
～高等学校、大学などで観光学、観光教育に携わる方向けブックリスト～

観光ビジネスでは、社会状況、トレンドなど、時代の流れにアンテナを張り、切り拓く力が常に求められます。このブックリストで
は、高等学校、大学などで観光学、観光教育を学ぶ方、教員の方の研究や学習に役立つ本を紹介します。

【観光系の進路】

【コロナ禍における観光を考える】

【観光学の本、テキスト】
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

16
ここからはじめる観光学
楽しさから知的好奇心へ

大橋 昭一／編，山田
良治／編，神田 孝治
／編

ナカニシヤ出版 2016.12 /689/ｺｺ/ 1108560135

17 新時代の観光を学ぶ 高柳 直弥／編著他 八千代出版 2019.2 /689/ｼﾝ/ 1109374643

18
現代観光学
ツーリズムから「いま」がみえる

遠藤 英樹／編著他 新曜社 2019.1 /689/ｹﾝ/ 0111967813

【観光で地域を盛り上げる】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

19
野球のまち阿南をつくった男
日本に唯一の初代野球課長

田上 重之／編著 大学教育出版 2021.5 /318.68/ﾀｶ/ 0112343635

20
アニメ・マンガで地域振興
まちのファンを生むコンテンツツー
リズム開発法

山村 高淑/著 東京法令出版 2011.4 /689.4/ﾔﾏ/ 1106347410

21
巡礼ビジネス　ポップカルチャー
が観光資産になる時代

岡本 健／[著] KADOKAWA 2018.12 S/689.21/ｵｶ/ 1109356608

22
私、B級観光地プロデューサーです!
日本を真の観光立国にする、とってお
きの方法を教えます。

大泉 敏郎／著 ワニ・プラス 2018.6 /689.4/ｵｵ/ 1109125417

23
地域は物語で「10倍」人が集まる
コンテンツツーリズム再発見

増淵 敏之／編著 生産性出版 2021.3 /689/ﾁｲ/ 0112253334

24
旅行者と地域が創造する「ものが
たり観光」　宇治・伏見観光のいま
とこれから

片山 明久／編著 ミネルヴァ書房 2021.3 /689.21/ｶﾀ/ 1111128326

25
外国人が熱狂するクールな田舎の
作り方

山田 拓／著 新潮社 2018.1 S/689.4/ﾔﾏ/ 0111780934

【おもてなし】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

26
「やさしい日本語」で観光客を迎
えよう　インバウンドの新しい風

加藤 好崇／編著 大修館書店 2019.8 /817.8/ｶﾄ/ 1109545077

27
おもてなし英会話　複合媒体資
料　接客&観光案内

英会話イーオン／監修 宝島社 2018.8 /837.8/ｵﾓ/ 1109071330

28
ネット活用でここまで変わる!外国
人観光客を呼び込む方法

小野 秀一郎／著 日本実業出版社 2016.2 /689.21/ｵﾉ/ 1108166412

29
年間1万人の外国人客が泊まる宿サクラ
ホステル浅草体当りおもてなし術
カップ焼きそばの湯切りも教えます

鎌田 智子／著 講談社 2015.11 /689/ｶﾏ/ 1108134600

30
本気で観光ボランティアガイド
旅行者を必ず満足させるテク
ニック

渡辺 康洋／著
桜美林大学出版
会

2020.11 /689.6/ﾜﾀ/ 1111040885

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○請求記号にTがつく本は2階・ティーンズコーナー、Sがつく本は2階・新書コーナー、4Jがつく本は3階・職業ガイドにあります。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


