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授業の目標（Course Objectives） 

観光と文学が密接に関連している具体的事例を考察するとともに、文学研究の技法を観光研究に応用する手法を学ぶ。 

 

Students will learn about specific cases where tourism and literature are closely related, and learn how to apply the techniques 

of literary research to tourism research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人文社会科学からの観光現象に対するアプローチは、これまでもっぱら地理学・社会学・文化人類学などの分野から研究が行わ

れてきた。しかしながら、国木田独歩の武蔵野、徳冨蘆花の湘南のように、文学が新たな観光地を作り出したケースが過去には

存在し、文学が力を失った現在もなお「シャーロック・ホームズ」シリーズのように視覚メディアにおける新たな展開を通して、「聖

地巡礼」を惹き起こしているケースもあれば、城の崎における志賀直哉等、単なる記号のかたちであるにせよ、観光資源として活

用され続けているケースも数多い。この授業では、以上のような状況を踏まえ、文学による観光（文学作品に描かれた観光地の

疑似体験やそれを通した舞台探訪）と観光による文学（舞台を訪れた経験による作品理解や享受の促進）の双方から、観光経験

における主観的意味づけとその言語化の重要性を考えてもらうことを目的としている。さらに、ガイドブックやトラベルライティング

にそうした意味づけが経験的に活用されていることを紹介し、観光に適用される文学研究の応用可能性を考察する。 

 

Approaches to the phenomenon of tourism from the humanities and social sciences have so far been conducted exclusively 

from the fields of geography, sociology, and cultural anthropology. However, there have been cases where literature has created 

new tourist attractions, and even today, when literature has lost its power, there are some cases where "pilgrimages" are still 

triggered by new developments in visual media, such as the "Sherlock Holmes" series. The purpose of this course is to have 

students consider the importance of subjective meanings and their verbalization in the tourism experience from the perspective 

of both literature-based tourism (simulated experience of a tourist attraction depicted in a literary work and exploration of the 

stage with one's own eyes) and tourism-based literature  (understanding and enjoyment of the work through the experience of 

visiting the stage).  Furthermore, empirical use of such meaning-making in guidebooks and travel writing will be introduced, and 

the applicability of literary studies applied to tourism will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 事例と考察 1 ナイアガラの滝 

3. 事例と考察 2 ダークツーリズムと文学 

4. 事例と考察 3 ヴェネツィアの文学者たち 

5. 事例と考察 4 ケベック先住民と文学 

6. 事例と考察 5 比較文学の視点から 

7. 事例と考察 6 日本近代文学の舞台探訪 

8. 事例と考察 7 西欧 

9. 事例と考察 8 日本 

10. 事例と考察 9 旅の哲学 

11. 事例と考察 10 日本 

12. 事例と考察 11 ミステリと聖地巡礼 

13. 事例と考察 12 文化資源を読む 

14. 教場レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げられた作品を積極的に読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

毎回、授業の感想を確認するためにリアクションペーパーを提出してもらう。 

 



テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. コンテンツツーリズム学会、2021、『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』、生産性出版 

(ISBN:4820121162) 

2. 鈴木智之、2021、『郊外の記憶』、青弓社 (ISBN:4787234951) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 


