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「若者の海外旅行離れ」を読み解く 参考・引用 資料【詳細】 
 
 本書の執筆にあたり，数多くの文献・資料を参考にさせていただいた。しかしながら，本体の紙数の都合上，すべてを掲

載することはできなかった。ここに掲載しきれなかった資料のリストを公開することにしたい。 

 
 
◼︎ 第1部第1章 「若者の海外旅行離れ」とは何か──────────────── 
法務省(2008)「出入国管理統計：年齢別・男女別	 出国日本人（1964～2005）」法務省，2008年10月31日公表 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000001707952>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(不明)「出入国管理統計2006年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，公表日不明 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000001104344>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(2008)「出入国管理統計2007年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2008年6月30日公表 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000001223505>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(2009)「出入国管理統計2008年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2009年6月30日公表 

<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000002945613>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(2010)「出入国管理統計2009年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2010年6月30日公表 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007658336>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(2011)「出入国管理統計2010年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2011年6月30日公表 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000010189789>	 (2012年3月24日閲覧) 

法務省(2012)「出入国管理統計2011年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2012年6月29日公表 

< http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000013163431>	 (2013年8月25日閲覧) 

法務省(2013)「出入国管理統計2012年：住所地別	 出国日本人の年齢及び男女別」法務省，2013年7月1日公表 

<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000021239110>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(不明)「人口推計（各年10月1日人口）平成8年：全国，男女別，年齢各歳別人口－総人口，日本人人口」総務省統計局，公

表日不明	 <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000000090141>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(不明)「人口推計（各年10月1日人口）平成9年：全国，年齢5歳階級，男女，月別人口－総人口，日本人人口」総務省統計

局，公表日不明	 < http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000000090148>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(不明)「人口推計（各年10月1日人口）平成10年：全国，男女別，年齢各歳別人口－総人口，日本人人口」総務省統計局，

公表日不明	 < http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000000090161>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(不明)「人口推計（各年10月1日人口）平成11年：全国，男女別，年齢各歳別人口－総人口，日本人人口」総務省統計局，

公表日不明	 < http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000000090174>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(2012)「人口推計（各年 10月 1日人口）平成 23年：全国，年齢（5歳階級），男女，月別人口－総人口，日本人人口(各月 1

日現在)」総務省統計局，2012年4月17日公表	 < http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000012976594>	 (2013年8

月25日閲覧) 

総務省統計局(2012)「人口推計（各年 10月 1日人口）長期時系列データ（平成 12年～22年）：全国，年齢(５歳階級及び３区分)，男女別

人口（各年10月1日現在）－総人口，日本人人口」総務省統計局，2012年7月6日公表	  

<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000013168603>	 (2013年8月25日閲覧) 

総務省統計局(2013)「人口推計（各年10月1日人口）平成24年：全国，年齢（各歳），男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口(平

成24年10月1日現在)」総務省統計局，2013年4月16日公表	 <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000020402435>	 
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(2013年8月25日閲覧) 

財団法人日本修学旅行協会(不明)「2011年度実施の海外・訪日教育旅行の実態とまとめ（小・中・高）<抜粋>」公益財団法人日本修学旅行

協会，公表日不明	 <http://jstb.or.jp/files/lib/2/17/201301311956448504.pdf >	 (2013年8月25日閲覧) 

 
◼︎ 第1部第2章 「若者の海外旅行離れ」“騒動”の記録─────────────── 
朝日新聞(2008)「20代の海外，低空飛行	 お金なし・休みなし・意欲なし」	 2008年7月7日 

朝日新聞(2008)「大学生も「安・近・短」	 海外旅行バックパッカー減少？」	 2010年6月13日 

フジサンケイビジネスアイ(2008)「若者に海外旅行離れ	 旅行者減，業界は危機感，パソコンで旅行に行った気分？」	 2008年4月30日 

一般社団法人日本旅行業協会(2011)「第3回 関空発「学生と旅行会社でつくる」海外旅行 企画募集」一般社団法人日本旅行業協会，2011

年12月2日	 <http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2011/2012vwcstudent_ks.html>	 (2013年8月28日閲覧) 

一般社団法人日本旅行業協会(2012)「若者層の海外旅行需要喚起策 「海外卒業旅行企画コンテスト」 結果発表」一般社団法人日本旅行業

協会，2012年 10月 10日	 <http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2012/pdf/121010_wkmnkgkkk.pdf>	 (2013年 8月 28

日閲覧) 

一般社団法人日本旅行業協会(2013)「第4回 関空発「学生と旅行会社でつくる」海外旅行 企画募集」一般社団法人日本旅行業協会，2013

年2月5日	 <http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2013/2013vwstudent_ks.html>	 (2013年8月28日閲覧) 

一般社団法人日本旅行業協会(2013)「若者層の海外旅行需要喚起策 「海外卒業旅行企画コンテスト」の実施について」一般社団法人日本旅

行業協会，2013年5月29日	 <http://www.jata-net.or.jp/about/release/2013/pdf/130529_kgrykgks.pdf>	 (2013年8月28日閲覧) 

一般社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室・海外旅行業務部(2011)「Visit World Campaign 2011年度上期主要活動報告」一般社

団法人日本旅行業協会，2011年10月12日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/111014_ktdhkokreport.pdf >	 (2013年8月30日

閲覧) 

国土交通省(2007)「観光立国推進基本計画」国土交通省，2007年6月29日	 <http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010629_3/01.pdf >	 

(2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2009)「観光庁アクションプラン」国土交通省観光庁，2009年1月28日	  

<http://www.mlit.go.jp/common/000031934.ppt >	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2009)「観光庁アクションプラン(2009年4月改定)」国土交通省観光庁，2009年4月28日	  

<http://www.mlit.go.jp/common/000039171.pdf>	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2010)「日本人の海外旅行の促進」国土交通省観光庁，2010年4月12日	  

<http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/kaigairyoko.html>	 (2013年9月16日閲覧) 

国土交通省観光庁(2011)「若者旅行振興の必要性について」国土交通省観光庁，2011年2月14日	  

<http://www.mlit.go.jp/common/000161444.pdf>	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2011)「若者旅行振興研究会第一期の研究成果について：これで若者は旅に出る！」国土交通省観光庁，2011年 7月 26

日	 <http://www.mlit.go.jp/common/000219295.pdf>	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2012)「若者旅行振興研究会第二期のまとめ：これで若者は旅に出る！第二弾」国土交通省観光庁，2012年7月27日	  

<http://www.mlit.go.jp/common/000219009.pdf>	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2012)「観光立国推進基本計画(平成24年3月30日閣議決定)」国土交通省観光庁，2012年3月30日	  

<http://www.mlit.go.jp/common/000208713.pdf >	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2013)「第一回「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する取組表彰：観光庁長官賞が決定しました！」国土交通省

観光庁，2013年6月19日	 <https://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000150.html >	 (2013年8月27日閲覧) 

国土交通省観光庁(2013)「若者旅行振興」国土交通省観光庁，2013年6月28日	  

<http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000047.html>	 (2013年8月27日閲覧) 
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毎日新聞(2007)「海外旅行者：昨年，史上2番目	 20代，120万人の大幅減	 ビジネス客ら46万人増」2007年8月5日 

日本経済新聞(1998)「海外旅行	 減少の本当の理由」1998年8月1日 

日本経済新聞(2000)「新ドメスチック派現る	 何が内向く若者を動かすか」2000年3月11日 

日本経済新聞(2006)「家電の魅力，車を食う	 ライバルは異業種」2006年8月5日 

日本経済新聞(2008)「海外旅行	 若者は敬遠	 お金ない・不安…男性で顕著」2008年7月10日 

日本経済新聞(2007)「貯金箱なぜブーム？	 不安な若者，リスクに備え	 消費面で存在感低下も」2007年5月6日 

日本経済新聞(2008)「旅行会社	 海外に若者誘う」2008年5月8日 

日本経済新聞(2012)「20代の海外旅行	 私はパック派」2012年8月1日 

日本経済新聞(2012)「海外旅行今年最高に	 初の1800万人台	 シニアがけん引	 若者，円高で戻る」2012年12月19日 

日刊トラベルニュース(2009)「大学生の海外旅行アイデア募集	 JATA関西支部と関空」2009年12月21日	  

<http://www.travelnews.co.jp/news/tourist/0912210952.html>	 (2013年8月31日閲覧) 

日経産業新聞(2006)「海外旅行，今も昔もハナコ頼み」2006年7月14日 

日経産業新聞(2008)「海外旅行需要の喚起策」2008年5月2日 

日経産業新聞(2008)「若者の海外旅行離れ	 旅行会社の動機づけ必要」2008年9月5日 

日経流通新聞(2006)「20代女性を呼び込む旅行パンフ」2006年11月17日 

日経流通新聞(2007)「20代海外旅行離れのワケ」2007年10月19日 

日経流通新聞(2011)「つかまえろ20代	 コスパ世代を探れ」2011年1月5日 

日経流通新聞(2008)「MJ若者意識調査	 男仕切らず女着飾らず」2008年10月29日 

日経流通新聞(2010)「変わる若者の海外旅行	 物見遊山よりも社会貢献」2010年4月16日 

日経流通新聞(2009)「若者よ，もっと海外旅行に	 観光庁と16大学，調査やシンポ」2009年8月7日 

日経流通新聞(2013)「海渡る若者	 自分磨く旅	 外国の知識深め強みに	 就活に生かす	 会社生活を充実」2013年3月27日 

社団法人日本旅行業協会(2008)「9月19日，国際観光会議・世界旅行博2008の業界日に「若者の海外旅行離れ」をテーマにタウンミーテ

ィングを実施」社団法人日本旅行業協会，2008年9月25日	  

<http://www.jata-net.or.jp/vwc/event/080925_wtftownmeetingrepo.htm>	 (2013年8月28日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会(2009)「JATA経営フォーラム2009	 パネルディスカッション＆分科会テーマ一覧」社団法人日本旅行業協会，2009

年3月2日	 <http://www.jata-net.or.jp/forum/2009_program.htm>	 (2013年9月1日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会(2010)「若者の海外旅行促進 「学生向け海外旅行企画コンテスト」」社団法人日本旅行業協会，2010年 6月 9日	 

<http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/100609_gksicontest_info.pdf>	 (2013年8月28日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室(2009)「「海外旅行に関する調査」調査報告書」社団法人日本旅行業協会，2008年 9月 19

日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/0809tm_data.pdf>	 (2013年8月31日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室(2010)「Visit World Campaign 2009年度主要活動報告」社団法人日本旅行業協会，2010

年4月9日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/vwc09present_report.pdf>	 (2013年8月28日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室(2010)「『学生の海外旅行市場創造の可能性を探る』業界向けセミナー開催(10月28日)のご

案内」社団法人日本旅行業協会，2010年10月4日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/info/101004_studentsemiinfo.htm>	 (2013年

8月28日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室・海外旅行業務部(2009)「Visit World Campaign 2008年度主要活動報告」社団法人日本旅

行業協会，2009年4月10日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/08_ktdhkokreport.pdf>	 (2013年8月29日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室・海外旅行業務部(2009)「Visit World Campaign 2009年度上期主要活動報告」社団法人日

本旅行業協会，2009年10月9日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/vwc09firsthalf_report.pdf >	 (2013年8月29日閲覧) 

社団法人日本旅行業協会VWC2000万人推進室・海外旅行業務部(2010)「Visit World Campaign 2010年度上期主要活動報告」社団法人日
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本旅行業協会，2010年10月12日	 <http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/101013_ktdhkokreport.pdf>	 (2013年8月28日閲覧) 

トラベルビジョン(2009)「マカオ、若年層市場開発をねらい大学生によるツアー開発プロジェクト実施」2009年6月24日	  

< http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=41354>	 (2013年9月1日) 

トラベルビジョン(2009)「フランス、10年は若者の需要喚起、印象派の活用も?「近さ」アピール継続」2009年10月7日	  

< http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=42495>	 (2013年9月1日閲覧) 

トラベルビジョン(2010)「マカオ観光局実施の大学生ツアーコンペ、最優秀賞は琉球大学	 HISが商品化」2010年3月15日	  

< http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=44165>	 (2013年9月1日閲覧)  

トラベルビジョン(2012)「香港、中川翔子さんを観光親善大使に、若者需要喚起へ」2012年4月15日	  

<http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=53049>	 (2013年9月1日) 

トラベルビジョン(2012)「タイ、13年度のターゲットは女性と若者層、体験型ツアーに期待」2012年8月2日	  

< http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=54402>	 (2013年9月1日閲覧) 

読売新聞(2007)「20代後半女性，海外旅行離れ進む	 6年で33％減／JTB分析」2007年8月5日 

読売新聞(2010)「国内宿泊6年連続減	 若者よもっと旅しよう」2010年9月21日 

 

⚫ Column④ 旅行会社による若者向けツアー────────────────── 

日本経済新聞(2008)「卒業パック旅行，なぜ格安に？	 郊外ホテル・乗り継ぎ利用」2008年2月23日 
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日経産業新聞(2006)「海外学生旅行の割引拡充」2006年11月17日 

日経産業新聞(2007)「海外の日常生活体験	 学生向けツアー「ガクタビ」」2007年1月15日 

週刊東洋経済編集部(2010)「トレンド超流(第18回)海外ボランティアツアー	 旅行離れしている学生の間でボランティアツアーが人気」『週

刊東洋経済』2010年8月14-21号(6278号)，129． 

トラベルビジョン(2003)「JTBと地球の歩き方，共同で学生向け旅行商品を企画，販売へ」2003年12月22日	  

<http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=16008>	 (2013年9月16日閲覧) 
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