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【進路・仕事を考える】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 観光ガイドになるには 中村 正人／著 ぺりかん社 2015.8 T/689.6/ﾅｶ/ 0111505615

2
まちづくりの仕事ガイドブック ま
ちの未来をつくる63の働き方

饗庭 伸／編著 学芸出版社 2016.9 4J/518.8/ﾏﾁ/ 1108403831

3 ホテル業界就職ガイド 2020
オータパブリケイ
ションズ

2018.12 4J/689.8/ﾎﾃ/ 1109356442

4
中学生・高校生の仕事ガイド
2020-2021年版

進路情報研究会／編 桐書房 2019.10 T/366.29/ﾁﾕ/ 0112074090

5
外国人を観光案内したい!と思ったら読
むインバウンドガイドの教科書

インバウンドガイド協会
／編

KADOKAWA 2020.3 /689.6/ｶｲ/ 0112134203

6
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

7
訪日外国人観光客ビジネスがよ～くわ
かる本 インバウンドビジネスガイド 森山 敬／著 秀和システム 2016.3 /689.21/ﾓﾘ/ 0111570433

8 社会学部・観光学部 中村 正人／著 ぺりかん社 2017.7 T/376.8/ﾅｶ/ 0111729904

9 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

【地域の盛り上げ方を考える】 

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

10
アニメが地方を救う!? 「聖地巡
礼」の経済効果を考える

酒井 亨／著 ワニ・プラス 2016.6 S/689.4/ｻｶ/ 1108302132

11
日本のアニメはなぜ世界を魅了し続け
るのか アニメ聖地と地方インバウンド
論

酒井 亨／著 ワニ・プラス 2020.5 S/689.4/ｻｶ/ 0112137598

12
地域が稼ぐ観光 ボクらはコトづくりで
チイキのミライをつくる 大羽 昭仁／著 宣伝会議 2018.10 /689.4/ｵｵ/ 1109097509

13
海洋高校生たちのまちおこし コ
ンブとサカナで地方創生

渡邊 憲一／著 成山堂書店 2017.6 T/660.7/ﾜﾀ/ 1108698893

14
“日本一貧乏な観光列車”が走るまで
「ながまれ海峡号」の奇跡 佐藤 優子／著 ぴあ 2018.3 /686.21/ｻﾄ/ 1108942846

15
地域も自分もガチで変える!逆転人生の糸島ブ
ランド戦略 税金ドロボーと言われた町役場職
員が、日本一のMBA公務員になれたわけ

岡 祐輔／著 実務教育出版 2020.4 /318.6/ｵｶ/ 0112140149

16
観光ブランドの教科書 地域引力
を生み出す

岩崎 邦彦／著
日本経済新聞出
版社

2019.11 /689.4/ｲﾜ/ 0112072054

17
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

地域観光を元気にするために高校生が今できること
～観光を学ぶ高校生に向けたブックリスト～

　　　　観光を学ぶ高校生に向けて、観光に関わる進路や資格・仕事、そして、実際のまちおこしの例やおもてなし、SNSでの
　　　　広報戦略など、それぞれの地域を知り、活躍するために参考となる本を紹介します。
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【地域の特性を知る】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18
誇れる郷土ガイド 関東編2021年
版

古田 陽久／著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2021.2 /291/ﾎｺ/ 0112245790

19
誇れる郷土ガイド 中国・四国編
2021年版

古田 陽久／著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2020.12 /291/ﾎｺ/ 0112225225

20
誇れる郷土ガイド 九州・沖縄編
2021年版

古田 陽久／著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2021.2 /291/ﾎｺ/ 0112245811

21
歩いて読みとく地域デザイン 普
通のまちの見方・活かし方

山納 洋／著 学芸出版社 2019.6 /518.8/ﾔﾏ/ 1109518215

22
日本あっちこっち 「データ+地図」
で読み解く地域のすがた

加藤 一誠／監修・執
筆

清水書院 2021.8 /291/ﾆﾎ/ 0112377769

23
日本全国祭りと行事図鑑 47都
道府県485の祭りと行事を集録

スタジオタッククリ
エイティブ

2019.12 /386.1/ﾆﾎ/ 0210856912

【おもてなしを考える】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

24
漫画家たちが描いた仕事-プロフェッ
ショナル- [6] おもてなしの仕事 中野 晴行／監修 金の星社 2016.3 T/366.29/ﾏﾝ/6 1108268952

25
おもてなしデザイン・パターン インバウ
ンド時代を生き抜くための「創造的おも
てなし」の心得28

井庭 崇／著 翔泳社 2019.2 /689.3/ｲﾊ/ 0111979315

26
はとバス乗ったら知らない日本
が見えてきた

野広 実由／著 KADOKAWA 2016.5 /689.6/ﾉﾋ/ 0111600693

27
1時間でわかるインバウンド対策 訪日
外国人のおもてなしはこれで決まり! 訪日ラボ／著 技術評論社 2019.5 /689.3/ｲﾁ/ 112002978

28
超一流おもてなしの心・技・体 ビ
ジネスで使える

里岡 美津奈/著 朝日新聞出版 2014.7 S/687.38/ｻﾄ/ 1107709170

【SNSを使った広報を考える】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

29
マーケティングとSNSのミカタ 地
方創生への処方箋

西村 順二／著 中央経済社 2021.6 /675/ﾆｼ/ 1111173900

30
自治体広報SNS活用法 地域の
魅力の見つけ方・伝え方

清水 将之／著 第一法規 2020.2 /318.5/ｼﾐ/ 1109753358

○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。
○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 オーテピア２階

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


