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経営教育研究 vol. 19- №２ 特集：産学連携のマネジメント

B5判　64頁　2000円 2660-7　C3334

経営教育研究 vol. 20- №１ 特集：企業変革と戦略マネジメント

B5判  106頁  2000円 2692-8　C3034

経営教育研究 vol. 20- №２ 特集：地域創生のマネジメント

B5判　56頁　2000円 2731-4　C3334

観光・地理学

M.T. シンクレア・M. スタグラー著
小沢健市監訳

観光需要，企業と市場，観光活動と環境とのかかわり，
その持続可能性等，複雑でグローバルな相互関係に新
たな洞察を与え，経済的概念の観光への応用を試みた。
観光と経済学が彩なす分野の学際的な分析を提供。

観 光 の 経 済 学
A5判　315頁　3100円 1046-0　C3033

E. M. ブルーナー著／安村克己他訳 アフリカ，アメリカ，中東，アジア等各国における
フィールドワークから，観光のパフォーマンスを多
彩な角度から分析。解釈的，構築主義的，反省的な
人類学構築を試みるポストモダン人類学の展開。

観 光 と 文 化
　旅の民族誌　

A5判　400頁　3900円 1694-3　C3025

シルヴァン・アルマン編／
荒又美陽・立見淳哉訳

地理学者とは何者か。フランスの第一線で活躍して
きた12人の地理学者たちへのインタビュー。そのき
っかけ，学生時代，地理学への貢献，影響をうけた
人物，現在の地理学をどう見るかについて語られる。

私はどうして地理学者になったのか
　フランス地理学者からのメッセージ　

四六判　256頁　2300円 2739-0　C3025
ハーム．ドゥ．ブレイ著／内藤嘉昭訳 「なぜ地理学が重要か　アメリカが直面する３つの

課題：気候変動，中国の台頭，世界的なテロ」の邦
訳版。地理学のもつ大きな魅力と可能性について３
つのメインテーマにもとづいて語る。

なぜ地理学が重要か
A5判　392頁　4000円 2133-6　C3025

D. マキァーネル著／安村克己・須藤廣・
高橋雄一郎・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟訳

高度近代化が進む現代社会で，世界の社会学者や観
光研究者の研究の拠りどころともなっている本書は，
観光社会学を志す全ての研究者・学生の基本文献と
して待望の邦訳本である。

ザ・ツ ー リ ス ト
　高度近代社会の構造分析　

A5判　292頁　3500円 2293-7　C3025
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源昌久著 近代日本地理学におけるノン・アカデミック地理学
者に注目。伝記・書誌（学）的アプローチにより福
沢諭吉・内村鑑三・矢津昌永・志賀重昂・山上万次
郎を中心にその地理学への貢献・功績を明らかにした。

近代日本における地理学の一潮流
A5判　288頁　3300円 1248-8　C3336

徳久球雄著 本書は観光学の基本となるべきキーワードを各分野
別に学ぶ順序に従い配列。まず各分野の概略をその
分野のはじめの部分で読み，キーワードを理解する
ことで必要最低限の知識が得られるように編集。

キーワード
で　読　む 観 光 〔第二版〕

A5判　304頁　2700円 1098-9　C3025
前田勇編 『現代観光総論』に対応させ，観光専門用語を簡潔解

説。現代観光学の理解に必要とされる「問題整理」
を各所に配置し，キーワード集でありながら各項目
や関連事項を全体的な文脈の中で理解できるよう工夫。

現代観光学キーワード事典
A5判　170頁　2500円 0796-5　C3025

前田勇編著 現代観光の全領域について解説するとともに，観光
と情報，環境，教育，福祉など新たな視点からの考
察も試みる。近年の動向にあわせ統計・調査資料等
を刷新し，全編に改変を加えた新版。

新 現 代 観 光 総 論
A5判　296頁　2300円 2532-7　C3025

前田勇編 文化観光をめぐる諸問題，国際観光交流・地域間観
光交流を活発化するための「行動原理」への専門的
アプローチをはじめ，研究方法論の吟味を含め，観
光行動研究の現代的課題に積極的に取り組む。

現代観光学の展開
　　観光行動・文化観光・国際観光交流　　

A5判　192頁　2300円 0652-4　C3025
前田勇著 観光行動を心理学の視点からとらえ消費者行動論の

一環として観光を分析，さらに，観光とサービス一
般とを同時に心理学的に解明する。観光行動に対す
る本格的な科学的研究の書として他に類をみない。

観光とサービスの心理学〔第二版〕
　　観光行動学序説　　

A5判　228頁　2500円 2506-8　C3025
前田勇著 混同されがちな「サービス」と「ホスピタリティ」

を比較検討し，概念，構造，そして観光の時代的変
遷のなかでの表れを具体的に解説。観光学における
学術的・実践的側面の理解を深め，展望を示す。

現代観光とホスピタリティ
　　サービス理論からのアプローチ　　

A5判　180頁　2000円 1734-6　C3025
油川洋・三橋勇・青木忠幸・長瀬一男著 「地域の総合力」としての新たな視点から直近の観

光業界を分析しながら，国内外のさまざまな実践お
よび諸施策の展開経過を検討した。観光の政策と現
場を踏まえながら観光戦略をわかりやすく解説。

新しい視点の観光戦略
　　地域総合力としての観光　　

A5判　216頁　2300円 1918-0　C3025
長崎国際大学人間社会学部国際観光学科編 観光学を学術的諸相・ビジネス論・地域形成論・国

際コミュニケーションの４つの観点から広く見わた
し，学際的研究として21世紀の観光を捉えられる人
材育成をめざした教科書。

観 光 の 地 平
A5判　256頁　2300円 2129-9　C3025
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飯嶋好彦著 ホテル企業の労働力として大半を占める女性従業員
を取り上げ，その処遇面や離職率などの分析からマ
ネジメントの問題と人的資源管理について考察し，
今後の発展に資することをねらう。

フル・サービス型ホテル企業
における女性の人的資源管理

A5判　360頁　5500円 2222-7　C3034
小林徹著 太陽系という壮大な自然物体から始まり，観光とい

う人間活動に至るまでのシナリオとの相互関係を理
解することを主眼に解説。人類の歴史，環境問題，
水，森林，国家，エネルギー，食料等について説明。

等 身 大 の 地 球 学
　　高く望め，星をめざして　　

B5判　192頁　2500円 1141-2　C3025
徳久球雄編著 〔観光文化地理学研究双書〕　礼儀・国際結婚・日本

におけるムスリム・ハワイの文化変容・中国の国際観
光・オーストラリアのエスニックツーリズム等をテー
マにして国際化時代における地理学のあり方を探る。

国 際 化 の 地 理 学
四六判　248頁　2000円 0804-7　C3025

朝水宗彦著 〔観光文化地理学研究双書〕多民族国家，オースト
ラリアの観光に関する地域研究と食文化に関する事
例分析。留学事情，ワーキング ･ ホリデーなどの詳
細な資料を付す。

オーストラリアの観光と食文化〔改訂版〕

四六判　224頁　2000円 1275-4　C3025
山下清海編著 エスニック社会を分析する視点，景観・適応・居住

の諸理論を解説し，フィールドワークで得られた最
新の研究成果から移民社会，先住マイノリティ社会
等について，現代のエスニック社会の実態を描出。

現代のエスニック社会を探る
　　理論からフィールドへ　　

A5判　224頁　2400円 2125-1　C3025
安村克己著 社会現象としての現代観光の本質について，モダンか

らポストモダンへの時間次元と発生のしくみと影響の
広がりの空間次元という２つの基軸で捉え，時代の転
換を背景に措定しつつ，社会学の視点から解明する。

社会学で読み解く
観光-新時代をつくる社会現象

A5判　288頁　品切中 1069-9　C3025
安村克己著 地域社会と観光まちづくりのあり方，その生成の力

学を実例研究と理論的考察から探求し，観光まちづ
くりの力学モデルを提唱。新時代と地域社会につな
がる観光まちづくりの理念とその基本指針を提示。

観光まちづくりの力学
　観光と地域の社会学的研究　

A5判　178頁　1900円 1475-8　C3025
山上徹著 複雑な食ビジネスを考察するにあたり，さまざまな

食ビジネスとおもてなしのパワーを単純化しそれぞ
れ３つの区分に分けて論じる。食ビジネスのおもて
なしに関する諸問題を読み解く。

食ビジネスのおもてなし学
A5判　212頁　2300円 2495-5　C3025

山上徹著 日本の食文化とおもてなしの心を，四季折々の年中
行事，冠婚葬祭，地域，風土など多彩な日本の伝統
文化から読み解く。海外からの日本文化の評価や宗
教が影響する食文化などの例も掲載。

食文化とおもてなし
A5判　208頁　2300円 2254-8　C3025



48　観光・地理学／思想・哲学

山上徹著 京都の観光資源を「モノ・コト・ヒト」に区分し，
観光客との信頼関係を大切にするうえで，人的資源

（ヒト）の活用のおくれを指摘。大衆化（マス・ツ
ーリズム）からの発想転換を促す改訂第二版。

観光の京都論〔第二版〕

A5判　208頁　2300円 2051-3　C3025
古閑博美著 ホスピタリティを人の行為から抽出することを試み，

その普遍性と日本的ホスピタリティについて考察。
ホスピタリティが相互の関係性を深める行為や，人
間的温もりを他者に対し具現化するものと説く。

ホスピタリティ概論
A5判　190頁　2000円 1198-6　C3034

朝水宗彦著 国際化が進行する中，観光は，交通や余暇だけでは
なく，教育や環境問題など様々な分野に対して複合
的な影響を及ぼしているとの認識から，海外と日本
の観光の現状と課題を比較・検討していく。全文英文。

World Travel and Japanese Tourists
四六判　112頁　1700円 1410-9　C3025

山口有次著 ゲストをもてなし楽しませるディズニーランドの“集
客技術”を空間科学的に徹底分析。さらに進化する
空間的仕掛けづくりは，さまざまなサービス産業に
も役立つ。夢と魔法の王国に魅了される改訂増補版。

新ディズニーランドの空間科学
　　夢と魔法の王国のつくり方　　

A5判　256頁　2600円 2509-9　C3025
秋山秀一著 アジア各国を旅するなかで，地域固有のそれぞれの

自然・歴史・文化への理解を深める。観光学の研究
者であり旅行作家でもある著者が綴る旅のフィール
ドワーク実践のススメ。

フィールドワークのススメ
　　アジア観光・文化の旅　　

四六判　240頁　1800円 2072-8　C3025
三橋勇編 温泉の入り方など，日本の公共の場での習慣や方法

をわかりやすくイラストで紹介し，日本を外国人旅
行者に理解してもらうマナーガイドブック。英語，
中国語，スペイン語，ハングルの４か国語に対応。

今日からあなたも日本通
四六判　216頁　1500円 2273-9　C3025

思　想・哲　学

ラインハルト．ヘッセ著／舩尾日出志・舩尾恭代翻訳 哲学史全体を簡明に概観し，哲学の根本問題を系統
的および歴史的に整理。ドイツ・フライブルク教育
大学で哲学・倫理学を教えるラインハルト・ヘッセ
教授が講義録をもとに，Q ＆ A 方式で解説する。

哲 学 の 根 本 問 題
　　真理と権力のせめぎ合いのなかで　　

四六判　178頁　2000円 1915-9　C3010


