
旅の図書館は、学術研究機関である
公益財団法人日本交通公社（JTBF）が運営する、観光分野の専門図書館です。
2016年の移転・リニューアルを機に、開設以来の蔵書に加え、
50年以上に及ぶ調査研究活動の中で収集してきた専門資料や
当財団の調査報告書等も含め、“観光の研究や実務に役立つ図書館”として
より専門性の高い蔵書を構築し、公開しています。
当館の書架を巡りながら、奥深い旅・観光への興味を広げてください。

様々な文献から、“研究の種”や観光政策、
観光地づくりの“現場に活かすヒント”を
見つけてください。

蔵書のすべて

研究者、大学教員
観光を学ぶ学生
観光の実務者
（観光行政、観光関連団体、観光・まちづくり、
観光産業、マスコミ・出版など）

旅行・観光に深い
興味をお持ちの方
旅行の下調べをしたい方

こんな方にオススメ！

EV

EV エレベータートイレ

コピー機 自動販売機

旅心を誘う本
戦後から近年まで、人々を旅へ
と誘った名著を集めました（作
家・荒木左地男氏選定）。

JTBF出版物・
刊行物
機関誌『観光文化』や『旅行年報』
をはじめ、当財団（JTBF）の研
究活動の成果である近年の出版
物や刊行物を紹介しています。

新着図書・
オススメ本　
新刊図書コーナーや特に当館の
オススメ本を紹介しています。
観光分野の最新の図書情報とし
てご活用ください。

貴重書
ギャラリー
当館所蔵の古書（貴重書）をも
とに、様々なテーマによる企画
展示をしています。

旅行情報/
ガイドブック
（国内・海外）

国内外のガイドブックや観光地
の情報。個人では容易に入手で
きない各国のオフィシャルガイ
ドもご活用ください。

雑誌
（旅行雑誌、専門雑誌）

ローカル誌
（地域情報誌）

市販のガイドブックにはない
ディープな情報が詰まった選り
すぐりのローカル誌を全国各地
から集めています。

JAPAN
多言語の日本ガイドブックや外
国人の目で見た日本の魅力紹介
本などを集めています。

1F Library Plaza

ライブラリープラザ
（公財）日本交通公社（JTBF）の研究活動や旅行・
観光に関する情報発信のフロア。当財団の刊行物・
出版物や新着図書、オススメ本、ガイドブックなどの
国内外の旅行情報、雑誌などがあります。

B1Fご利用口
Entrance/Exit to B1F

正面玄関
Main Entrance

非常口
Emergency
exit

図書紹介
Book introduction
corner

ガーデンラウンジ
Garden lounge

旅の情報
Travel information雑誌

Magazines

蔵書検索
Online Publie
access catalog

貴重書ギャラリー
Rare book gallery

エントランス
ギャラリー
Entrance gallery

約70,000冊
（2021年10月現在）

観光研究資料
（Ｔ分類）

約11,000冊

コレクション資料
（Ｆ分類）

約25,000冊

基礎文献
（ＮＤＣ分類）
約13,000冊

雑誌
約20,000冊
（約270タイトル）

その他
パンフレット、
観光地ニュース
資料等

2020年12月1日改定

観光研究資料
（T分類）T＝Tourism

T0 観光原論・概論

T1 観光者・観光活動（Ⅰ）

T2 観光者・観光活動（Ⅱ）

T3 観光地・観光資源（Ⅰ）

T4 観光地・観光資源（Ⅱ）

T5 観光産業

T6 観光計画・開発

T7 観光政策

T8 観光経営・経済

T9 観光と社会・文化・環境

特徴的
コレクション資料
（F分類）F＝Foundation

F0 JTBF関係資料

F1 JTB関係資料

F2 統計・白書

F3 ガイドブック・パンフレット

F4 映像・デジタル資料

F5 時刻表・機内誌

F6 古書・貴重資料

F7 観光産業関連社史

F8 UNWTO資料

F9 非公開資料

基礎文献
（NDC分類）

0 総記

1 哲学

2 歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 技術・工学

6 産業

7 芸術・美術

8 言語

9 文学

蔵書分類の方法

当館では蔵書の特性と専門性に対応
するため、「Ｔ分類（観光研究資料）」、
「Ｆ分類（特徴的コレクション資料）」
という２つの独自分類と「ＮＤＣ分類
（基礎文献）」の３つの分類方法を用
いて分類しています。
観光は社会、生活、工学、芸術、歴史、
政策、経済等人間のあらゆる活動に
関わっています。「Ｔ分類（観光研究
資料）」はこのような学際的な性格を
有する観光の特性をふまえ当館独自
に体系化した図書分類です。
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研 …研究者・実務者向け 一 …一般の方向け

観光分野の専門性に対応した蔵書分類
一般旅行雑誌から専門誌まで
（約140タイトル）。普段見かけ
ない珍しい雑誌も。
※主要専門雑誌のバックナンバーはB1F
　にあります。



EV

B1F Main Library

メインライブラリー
観光研究及び地域研究資料、学術誌、統計資料、
古いガイドブックや時刻表・機内誌、観光産業関連社史、
古書（貴重書）など、研究者・実務者向けの
専門資料が揃っています。

エレベーターEV

トイレ

コピー機

自動販売機

コレクション資料（Ｆ分類）

観光産業社史
旅行会社や交通事業者、ホテル
など観光関連企業・団体の社史
（約400冊）。観光産業の歴史を
紐解く有益な資料です。

UNWTO資料
UNWTO（国連世界観光機関）
の寄託図書館として、国際統計
をはじめとした各種刊行物を公
開しています（約200冊）。

デジタルコレクション（『ツーリスト』・『旅』）

当財団の前身であるジャパン・ツー
リスト・ビューローの雑誌『ツーリ
スト』（1913年創刊）は、わが国の
外客誘致や観光事業のあゆみを記録
した有益な資料です。また旅行雑誌
『旅』（1924年創刊）からは、日本人
の旅行の大衆化、旅行文化の発展の
歴史をたどることができます。両誌
は専用PCにてすべての号が記事検
索・閲覧できます。

カウンタ―
Counter 

貴重書
Rare booksステージ

Stairs bookshelves 観光研究資料／
地域研究資料
Tourism research materials/
Local research materials

A01-20

Collection materials and 
basic literatures

コレクション資料・
基礎文献

B01-52

貴重書
Rare books

蔵書検索・
デジタルデータ
Online public access catalog
Digital data

JTB/JTBF資料
当財団（JTBF）及び(株)JTBの
社史や各種発行物、広報資料な
どがあります（約1,500冊）。

F0/F1

古書（貴重書）　

主に戦前のわが国の観光産業・政策・観光事業、地誌・観光地事
情、ガイドブック・旅行案内、地図・パンフレット、旅行記・エッ
セイ、文化・芸術等に関する貴重資料は約3,000冊。観光産業・
政策史や文化史をたどる上で貴重な研究資料です。

時刻表
最も広い時刻表は1872年「品
川横浜間鉄道列車時刻及び賃金
表」。JTB発行の時刻表は1973
年1月以降をすべて所蔵。

機内誌
国内外の航空会社の機内誌の
バックナンバーは約30誌。機内
誌がこれだけ揃うのは当館だ
け。

固定書架A 集密書架B

統計・白書
国内外の主要観光統計、都道府
県観光統計をはじめ、観光産業
の業種別の統計資料が揃ってい
ます（約3,500冊）。

F2

※都道府県観光統計データは
　閲覧ＰＣでご覧いただけます

ガイドブック
国内外のガイドブックは約7,000
冊（１Ｆを含む）。旅行スタイル
や観光地の変遷などの研究にも
役立ちます。

F3

旅行商品パンフレット
「エース」（国内）、「ルック」（海
外）を中心にJTBの旅行商品パ
ンフレットを合本して収蔵して
います（約250冊）。
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F6 研 一

F5 研 一 F6 研

F7 研 F8 研

大分類 概要

Ｔ０．観光原論・概論 概論、観光辞典・事典、観光の歴史（日本、世界）、
観光と文芸、観光理論

Ｔ１．観光者・観光活動（Ⅰ） 概論、観光行動・心理、観光活動（各種）

Ｔ２．観光者・観光活動（Ⅱ） 旅行市場・旅行者動向（日本人、訪日外国人、海外、国際）

Ｔ３．観光地・観光資源（Ⅰ） 概論、観光地
（自然地、歴史観光地、温泉地、島嶼、都市、農山漁村、リゾート）

Ｔ４．観光地・観光資源（Ⅱ） 観光資源論、世界遺産、産業遺産・産業観光、観光インフラ
（土木・建築、造園・環境、情報）　

Ｔ５．観光産業 概論、旅行業、運輸（交通）業、宿泊業、飲食・土産物業、
MICE産業、観光レクリエーション事業、ガイド業

Ｔ６．観光計画・開発 概論、観光調査、観光計画（観光地、観光レクリエーション施設、
交通、景観）、観光開発、観光地づくり

Ｔ７．観光政策 概論、日本の観光政策・観光行政、国際（海外）の観光政策、
国際交流

Ｔ８．観光経営・経済 概論、観光マーケティング、
観光経営（観光事業、人材・組織、観光地）、観光経済

Ｔ９．観光と社会・文化・環境 概論、観光と地域社会・文化、ユニバーサルツーリズム、
ボランティア、災害、環境

研究者、実務者向けの専門資料。観光の原論、観光活動、
観光地・観光資源、観光産業、観光計画・開発、観光政策、
観光経営・経済、観光と社会・文化との関わりなど、体
系的な分類に基づいた書架構成によって、観光の全体
像を概観しながら資料をお探しいただけます。

観光研究資料（T分類）研

個別の地域（観光地）を詳
しく調べるための資料。
国内は都道府県別、海外
は国別に排架していま
す。地域の自然、歴史、文
化などに関する基礎文献
と観光研究資料で構成さ
れています。

地域研究資料（Ｔ分類・ＮＤＣ分類）研
国内の主要な観光関連学
会誌をはじめ、近年の観
光分野の科研費論文報告
書も収集しています。海
外学術誌（電子ジャーナ
ル）は主要4誌を館内の
閲覧ＰＣでご覧いただけ
ます。

学術誌・海外ジャーナル 研

研 …研究者・実務者向け 一 …一般の方向け


