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観光学の基礎 KP00016615 原書房 200911 PDF ¥5,702 ｰ ¥8,553

溝尾良隆　【編著】 9784562091362

観光行動論 KP00016616 原書房 201303 PDF ¥6,652 ｰ ¥9,979

橋本俊哉　【編著】 9784562091911

観光産業論 KP00016617 原書房 201503 PDF ¥6,652 ｰ ¥9,979

林清　【編著】 9784562092024

観光計画論1　理論と実践 KP00016618 原書房 201803 PDF ¥6,652 ｰ ¥9,979

梅川智也　【編著】 9784562092109

観光政策論 KP00016619 原書房 200911 PDF ¥5,702 ｰ ¥8,553

寺前秀一　【編著】 9784562091379

デービッド・アトキンソン新・観光立国論 KP00005351 東洋経済新報社 201506 EPUBﾘﾌﾛｰ ¥3,564 ¥4,455 ¥5,346

デービッド・アトキンソン 9784492502754

観光情報学入門 KP00012291 近代科学社 201505 PDF ¥9,622 ｰ ¥19,245

観光情報学会【編】 9784764904828

文化ツーリズム学 KP00017840 朝倉書店 201603 PDF ¥9,979 ¥14,968 ¥19,958

菊地俊夫/松村公明【編著】 9784254166491

観光地のアメニティ KP00004607 白桃書房 201207 PDF ¥9,147 ¥10,810 ¥12,474

田村正紀/大津正和/島津望/橋元理恵 9784561761969

観光政策への学際的アプローチ KP00009672 勁草書房 201603 PDF ¥11,761 ｰ ¥17,701

高崎経済大学地域科学研究所 【編者】

/大河原眞美/高橋修 他
9784326302499

固有価値の地域観光論 KP00007716 水曜社 201103 PDF ｰ ¥6,415 ｰ

冨本真理子 9784880652566

地域観光事業のススメ方 KP00007514 大学教育出版 201712 PDF ｰ ¥2,613 ¥5,227

井門隆夫 9784864294782

観光マーケティングの現場 KP00001445 大学教育出版 201608 PDF ｰ ¥2,613 ¥3,920

吉田春生 9784864293563

里山観光の資源人類学 KP00004643 新曜社 201202 PDF ¥5,821 ｰ ¥8,078

堂下恵 9784788512740

観光ＤＭＯ設計・運営のポイント KP00015025 ダイヤモンド社 201711 EPUBﾘﾌﾛｰ ¥4,704 ｰ ｰ

日本政策投資銀行地域企画部 9784478084274

14
自然もその環境も、まったく人の手を介することなく存在するものではない。では誰が・どのように、対象となる自然を創

りかえ、活用しているのか。著者は生成・活用される象徴的な「資源」に注目する視座から、この緻密なメカニズムを

解明していきます。長期フィールドワークで明らかにする地域振興の「民族誌」著者は金沢星稜大学経済学部准教

授（刊行時）。

15 全国の観光関連事業者必読！観光ＤＭＯとは何か？成功のためには何が重要なのか？先進事例からみえてくる

地域観光の最前線、そこにある貴重なノウハウを初めて体系的に解説。

12 今日、観光は成長産業であり、地域での様々なイノベーションが求められている。本書は、行政や地域で宿泊事業

に関わる社会人や学生に向けて、観光立国に向けて地域の変革を促す発想のヒントを提供する格好の書である。

13

10 最新の政策・研究手法・事例を盛り込んだ、新たに観光政策を学ぶ人を対象とした、「地域社会のキーパーソン」養

成に役立つテキスト！

11 市民が主役の「観光論」。地域の“固有価値”の発見は、市民主体の魅力的な“まちづくり”からはじまる。市民主体

だからできる、経済も文化も元気なまちになる“観光創造”の方法。

8 地域における文化資源の保全と適正利用の観点から，文化ツーリズムを体系的に解説。〔内容〕文化ツーリズムと

は／文化ツーリズム学と諸領域（地理学・社会学・建築・都市計画等）／様々な観光（ヘリテージツーリズム，

聖地巡礼等）／他

9
マーケティング視点に立って観光マーケターが、取り組むべき課題と解決指針を示す。

6
外国人観光客８２００万人、ＧＤＰ成長率８％！日本の進むべき道がここにある！

7
情報で観光を実学する！　我が国は今日、観光を産業資源として外国人の来訪を積極的に進めようとしている。こ

のような状況の中、観光を情報の切り口から体系的に学び、実学に結びつけるのは急務である。本書はこのような視

点から、観光情報学という新たな領域を具体的な事例を数多く例示しながら解説している。観光情報に関心のある

読者はもとより観光資源をいかに活用しようかと考えている読者にも最適の書である。

5 2006年に観光立国推進基本法が制定されるなど、観光行政への期待がより一層大きくなってきている中、これま

で体系的にまとめられる事のなかった観光政策論を研究者らの手によってまとめた一冊。

2 新しい学問である観光学の体系化をめざすシリーズ。第４巻（第３回配本）は、観光行動の捉え方や分析方法

をはじめ、観光行動に影響をおよぼす情報、自然観光地や観光施設など異なる場面での観光行動について詳述

する。

3 シリーズ第6巻（第4回配本）は、観光産業の構造と現状を分析。宿泊業、交通運輸業、旅行業、その他の観

光関連産業などから実務経験者や専門家らを執筆陣に加え、各産業の発展史から市場、業界構造、今後の課

題までを解説。

NO 書影

内容紹介

1
新しい学問である観光学は、出発点となるツーリズム・観光・レクリエーションの定義が未だ明確でなく、混乱して使

用されている。その課題を整理し、基本的な用語を定義、一般化し理論を構築することで、観光学及び観光に従

事する全ての人たちが共通の概念をもち、それに基づいた観光事業の展開及び観光学のさらなる前進に寄与する

一冊。

4 新しい学問である観光学の体系化をめざすシリーズの第7巻(第5回配本)。観光地の国際的競争力が問われてい

る今、中長期的な観光計画の策定は急務だ。本巻では観光計画の歴史、概念と構造、計画策定のプロセスと実

践を説く。



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

税込価

同時

アクセス2

税込価

同時

アクセス3

税込価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

熱海の奇跡 KP00013600 東洋経済新報社 201806 EPUBﾘﾌﾛｰ ¥4,989 ¥6,652 ¥7,484

市来広一郎 9784492503010

実践する自転車まちづくり KP00013689 学芸出版社 201408 PDF ¥11,404 ¥14,256 ¥17,107

古倉宗治 9784761532123

ドイツ資本主義と観光 KP00012647 日本経済評論社 201512 PDF ¥10,038 ｰ ¥15,057

山田徹雄 9784818823877

非日常の観光社会学：森林鉄道・旅の

虚構性
KP00012630 日本経済評論社 201703 PDF ¥17,107 ｰ ¥25,660

小川功 9784818823860

近代日本の地域発展と鉄道 KP00018010 日本経済評論社 201811 PDF ¥8,910 ｰ ¥13,365

恩田睦 9784818825123

現代日本の民俗学 KP00008305 吉川弘文館 201401 PDF ¥12,474 ｰ ¥18,711

福田アジオ 9784642080989

郡上八幡　伝統を生きる KP00004622 新曜社 201008 PDF ¥4,158 ｰ ¥5,821

足立重和 9784788512023

飛鳥史跡事典 KP00008324 吉川弘文館 201602 PDF ¥9,622 ｰ ¥14,434

木下正史【編】 9784642082907

水中文化遺産 KP00001266 勉誠出版 201703 PDF ¥6,652 ｰ ¥9,979

林田憲三【編】 9784585221623

ジオパーク KP00009865 オーム社 200812 PDF ¥7,425 ｰ ¥8,910

平野勇 9784274206450

地形の辞典 KP00017835 朝倉書店 201702 PDF ¥92,664 ¥138,996 ¥185,328

日本地形学連合【編】/鈴木隆介/砂村

継夫/松倉公憲【責任編集】
9784254160635

旅が１０倍面白くなる観光列車 KP00014638 平凡社 201105 EPUB固定 ¥1,805 ｰ ¥2,708

野田隆 9784582855883

ペーターのドイツ鉄道旅行案内 KP00014663 平凡社 201205 EPUB固定 ¥2,138 ｰ ¥3,207

ペーター・エンダーライン 9784582856422

沖縄まんが物語II巻（上）文化・観光篇☆ KP00017648 インターフェース 201204 EPUB固定 ¥1,782 ｰ ｰ

インターフェース【企画編集】 -

沖縄まんが物語II巻（下）文化・観光篇☆ KP00017649 インターフェース 201204 EPUB固定 ¥1,782 ｰ ｰ

インターフェース【企画編集】 -
30 ２巻（下）文化・観光篇■沖縄の民謡〈黒金座主/浜千鳥亭主）■那覇大綱挽（ギネス認定、世界一のわら

綱への思い）■チムドンドン（エイザー大好き）■まんが沖縄観光ガイドMAP （那覇・南部・中部編/北部編）

■北窯 四人衆〈沖蝿のやちむんの里”北窯”実話）

28
ドイツの観光局に勤めるペーターが、鉄道での「ライン下り」やロマンチック、メルヘンなどの「七街道の旅」を紹介。既存のガイドブックとはひと味違

う「ドイツの魅力」が満載！ドイツというと、自動車の国というイメージを持つ人が多いかもしれない。だが、実は世界有数の鉄道の国なのである。

路線の総延長距離は、かつての半分になってしまったが、それでもおよそ３万キロ。ICE（ドイツ新幹線）は最高速度、時速330キロで主要

都市を結んでいる。案内役は、ドイツで観光局に勤めるペーター。

29 ２巻（上） 文化・観光篇■美ら鍵〈沖縄美ら海水族館成功の鍵）■結（心を結ぷリゾートウェディング）■組

踊ナウ〈世界文化遺産”組踊”の世界）■平敷屋朝敏（悲劇の歌人の物語）■沖縄の歌・琉歌です〈琉歌って

何？）

26 地形学の最新知識とその関連用語，またマスコミ等で使用される地形関連用語の正確な定義を小項目辞典の形で総括する。地形学はもと

より関連する科学技術分野の研究者，技術者，教員，学生のみならず，国土・都市計画，防災事業，自然環境維持対策，観光開

発などに携わる人々，さらには登山家など一般読者も広く対象とする。分野：地形学，地質学，年代学，地球科学一般，河川工学，

土壌学，海洋・海岸工学，火山学，土木工学，自然環境・災害、惑星科学等

27
SL、イベント列車、季節ごとの趣向をこらした面白列車……。乗るだけでも楽しい、旅の移動手段に組み込めばもっ

と楽しいユニークな観光列車を大紹介！鉄道の旅は楽しい。けれど、ちょっと特別な列車での旅なら、もっと楽しい！

ＳＬに、リゾート列車に、イベント列車……。日本にはこんなにたくさんの 面白列車 が走っていたんだ！次の休みに

は、さあ、どれに乗ろうか？一度は乗ってみたい日本全国のユニークな「観光列車」を大紹介！

24 新しいフィールドの出現―。現代の科学技術の進展が海底調査を可能にし、新たな発見が続出している。沈没船

や出土品が物語る人々の交流と衝突、海に沈んだ遺跡群から浮かぶ人々の営み、そしてお宝を漁るトレジャー・ハ

ンターたち…。最新の科学的知見を交えながら、水中文化遺産研究の最前線を伝える。

25
“人々がみずからの明確な意図とテーマを持って現地を訪れ、実物・本物に触れて感じ、学び、遊び、楽しみ、体験し、気づく”ことを目的とした

さまざまなジャンルのツーリズムが活発となっています。オンサイトツーリズムです。オンサイトツーリズムには旅行者を温かく迎えてくれる受け皿が必

要です。それがオンサイトパークです。本書は、ツーリズムの新しい動向を踏まえながら、オンサイトツーリズム／オンサイトパークについて述べたの

ち、その地質バージョンであるジオツーリズム／ジオパークについて解説しました。

22
観光によるまちおこしと伝統文化の保存の両方に成功した八幡町。かつては巨大公共事業とその反対運動がまちを

揺るがし、また観光化された郡上おどりも、地元の踊り離れと後継者不足を招いた。徹底的に地元住民の語りとリア

リティにこだわり、風情とノスタルジー、公共事業へのもどかしさ、町衆システム等、伝統を守る郡上八幡人の生きざま

を浮かび上がらせます。

23 「日本国」誕生と古代“文明開化”の舞台、飛鳥・藤原の地。宮殿・寺院・陵墓の史跡など約一七〇項目を、歴史

的事件や関連人物とともに解説。史跡巡りのコースや展示施設も紹介するなど、歴史探訪に必携のハンドブック。

20 秩父鉄道の設立から昭和戦前期まで、経営者・株主などの人的要素に着目しながら企業統治や資金調達を検

討。鉄道が地域の産業発展や観光振興にもたらした影響を考察する。

21 柳田国男が築いた民俗学は、一九六〇年代以降研究体制を大学に移した。アカデミック民俗学として大きく飛躍

し、都市・観光・環境など身近な課題も取り上げるようになる。細分化した学問状況を検証し、今後のあり方を問

う。

18 ドイツ資本主義の空間的構成、地域の経済圏を基盤とする官民一体の地域間競争のあり方、国境を跨ぐ観光圏

の存在、という３つの論点について観光客の動向から検証する。

19

16
団体観光客などが激減し衰退した熱海はなぜ復活を遂げたのか。ゼロから街の再生に取り組み、テレビなどでも注目

を集める著者が明かす大前研一氏、木下斉氏推薦！「衰退した観光地」の代名詞となっていた熱海はなぜ再生で

きたのか。Uターンしゼロから街の再生に取り組んだ著者を通して見えてくる、人口減少時代の魅力ある地域づくりの

あり方。

17 資料や実例・提案を満載 事故多発箇所と対策、ガイドラインの活用法、自転車計画策定・ネットワーク形成のポイ

ント、駐輪場、高齢者利用、広報・啓発のあり方、観光での活かし方、世界の自転車都市の動向などホットで実践

的な話題を取りあげ、現場で役立つように資料・実例を交え具体策を提示する。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


