北方資料展
た の

旅は愉し
～北海道の旅行雑誌今むかし～
展示期間：平成 29 年 3 月 1 日(水)～4 月 27 日(木)
会

場：北海道立図書館 1 階エントランスホール

は

じ

め

に

皆さんは「北海道」と聞いて何をイメージされますか？
世界遺産知床に代表される雄大な自然、梅雨のない冷涼な気候、雪を活かし
たスキーを始めとするウインタースポーツや、さまざまなレジャー、数多くの
温泉、おいしい食べものなど、枚挙に暇がありません。
今や「観光」は北海道の重要な産業のひとつです。
今回は、当館北方資料室所蔵の旅行雑誌を展
示の中心とし、そこから見えてくる北海道観光
の移り変わりや旅の魅力をご紹介します。
春の行楽シーズンを前に、ひと足先に旅気分
を味わってみてください。

目

次

北海道観光と旅行雑誌の移り変わり

……………………

1

旅のお供に…①

～駅弁・空弁編～

……………………

5

旅のお供に…②

～車内誌・機内誌・船内誌編～

……………………

6

北海道アリマス

～名物・おみやげ～

……………………

7

……………………

8

参考文献など

北海道観光と旅行雑誌の移り変わり
北海道がまだ「蝦夷地」と呼ばれていたその昔、旅は「探検」でした。菅江真澄や松浦武四郎らが探
検の杖をつき、その著作などによって広く北海道の姿が知られるようになります。
明治以降、産業の発達や交通網の整備が進むと、一般の観光客も次第に増え、さらに昭和に入ると、
温泉地や観光地が整備され、多くの旅行客が北海道を訪れるようになります。

(人)

「来道観光客数（実人数）の推移」

9,000,000

知床世界自然遺産登録
新規航空会社参入

8,000,000
有珠山噴火

7,000,000
6,000,000

南西沖地震発生

5,000,000

沖縄海洋博の開催
など南方志向

4,000,000

洞爺湖サミット開催
世界不況

集中豪雨災害
(56災害)

3,000,000

東日本大震災発生

2,000,000
1,000,000

有珠山噴火

来道観光客数

0

（北海道経済部観光局「来道観光客数（実人数）の推移（昭和 36 年度～平成 27 年度）
」をもとに作成）

戦前

北海道観光ブームの萌芽

＜できごと＞
1931 年（昭和 6）
：札幌の北海道物産館で北海道庁主催の「北海道土産品展覧会」開催
1934 年（昭和 9）
：大雪山、阿寒が国立公園に指定
1936 年（昭和 11）
：オホーツク沿岸で皆既日食。陸軍大演習
1937 年（昭和 12）
：東京の伊勢丹で「観光の北海道展」開催
＜展示資料＞
書名
編著者

発行者

発行年

請求記号

北海道みやげ品展覧会々誌 第 1 回
北海道産業部商工課∥編 北海道産業部商工課 1931

688.5/HO

昭和十一年九月陸軍特別大演習地方行幸記念絵葉書 [静止画資料]
帯広市 1936
阿寒国立公園

エハ/320/8

大雪山国立公園

札幌鉄道局∥[編]

札幌鉄道局 [19--]

P291.09/A
1

『昭和十一年九月陸軍特別大演習地方行幸記念絵葉書 [静止画資料]』より

1950～70 年代

敗戦の復興から経済成長へ

＜できごと＞
1950 年（昭和 25）
：第 1 回さっぽろ雪まつり開催
1956 年（昭和 31）
：国鉄が均一周遊券を発売
1960 年（昭和 35）
：空前の観光ブーム。大きなリュックを背負った「カニ族」が登場
1964 年（昭和 39）
：知床が国立公園に指定
1971 年（昭和 46）
：加藤登紀子が歌う「知床旅情」が大ヒット。知床に観光客が殺到
1972 年（昭和 47）
：札幌で冬季オリンピック開催
1977 年（昭和 52）
：有珠山噴火
＜展示資料＞
書名
編著者

発行者

HOKKAIDO

発行年

請求記号

No.1～3

観光出版社 1950.3～1951.3
北の交通と観光

雑誌

24 号
雑誌

国鉄札幌・旭川・釧路地方営業事務所 1951.12
月刊観光北海道

25 号，特集号

観光北海道 1956.2，1957.4
北海道観光百景

雑誌

1巻1号

北海道観光旅行 1962.4
蝦夷 旅行誌

雑誌

3号

北日本友愛経済研究所

[1974.12]

雑誌

ほっかいどう旅と味 Vol.1（創刊号）
北海道観光出版 1975.10

雑誌

知床旅情 [録音資料]
森繁 久弥∥作詞・作曲 加藤 登紀子∥歌 ポリドールレコード 1970
2

R/SH/E867

1980～90 年代

バブル到来から崩壊まで リゾート開発、テーマパーク開業に沸く

＜できごと＞
1982 年（昭和 57）
：札幌で「北海道博覧会」開催
1984 年（昭和 59）
：小樽で「小樽博覧会」開催
1986 年（昭和 61）
：岩見沢で「北海道 21 世紀博覧会」
、札幌で「さっぽろ花と緑の博覧会」開催
1988 年（昭和 63）
：新千歳空港開港、青函連絡船廃止、青函トンネル開業
1993 年（平成 3）
：北海道南西沖地震発生
＜展示資料＞
書名
編著者

発行者

カムイミンタラ

発行年

請求記号

創刊号

りんゆう観光 1984.3

雑誌

なまら蝦夷 宿主たちの旅案内 創刊号
雑誌

北海道なまら宿 35 軒 1996.4
FREE 自由な旅を応援します！

Vol.１

チロンヌップ 1997.7

雑誌

北海道いい旅研究室 1（創刊号）
北海道いい旅研究会 1999.5

雑誌

グリュック王国の旅 ここは中世ドイツ、森の中のメルヒェン
グリュック王国∥[編] グリュック王国 [199-]

P291.31/G

GUIDE MAP NOBORIBETSU MARINE PARK
登別マリンパークニクス∥[編] 北海道マリンパーク 1990

P480.76/G

canadian world
星の降る里芦別 [198-]

2000 年代～現在

P688.4/KA

旅行雑誌花盛り 地域発の観光情報誌も続々発刊

＜できごと＞
2000 年（平成 12）
：有珠山噴火
2004 年（平成 16）
：旭川の旭山動物園が入園者数日本一の 108 万人を記録
2005 年（平成 17）
：知床が世界自然遺産に登録
2008 年（平成 20）
：北海道洞爺湖サミット開催
2011 年（平成 23）
：東日本大震災発生
2013 年（平成 25）
：都道府県別魅力ランキングで北海道が 1 位を獲得
＜展示資料＞
書名
編著者

発行者

発行年

請求記号

北海道ウォーカー Hokkaido Walker １巻１号（創刊号）
雑誌

角川書店北海道 2000.7
3

書名

巻号

編著者

発行者

くうかい北海道

発行年

請求記号

Vol.3

あるた出版 2004.2

雑誌

旅 NAVI 北海道 創刊号
ディリー・インフォメーション北海道

2004.7

雑誌

北海道生活 １巻１号（創刊号）
コスモメディア 2006.5

雑誌

Hakodate Comodo ハコダテコモド 2007「春」
雑誌

ガイアクリエーション 2007.3
鉄道で旅する北海道 １号
エムジー・コーポレーション 2008.12

雑誌

なまら Namara 01
雑誌

北海道観光振興機構 2009.6
ウェルドゥ北海道 創刊号
VIS エンタープライズ 2009.6
旅ネタ

雑誌

2009 夏秋

LLP 富良野種まき塾 2009.6

雑誌

ときめき旅北海道 No.1（『財界さっぽろ』増刊）
財界さっぽろ 2010.6

雑誌

Tug 津軽海峡を旅するマガジン [01]
Tug 編集室 2010.11
ゆらり女子たび

雑誌

Vol.1（『鉄道で旅する北海道』13 号別冊付録）

エムジー・コーポレーション 2011.12
旅北海道 No.5（『財界さっぽろ』増刊

雑誌

『ときめき旅北海道』の改題）

財界さっぽろ 2012.4
るもい食楽歩

雑誌

パブリックメディア型観光情報誌 Vol.1

留萌観光連盟事務局 2013.6
旅人類

雑誌

北海道の旅情報 Vol.1（創刊号）

吉田/類∥編 あるた出版 2015.3
婦人画報 北海道・東北版 2016 年 7 月号

291.09/TA/1
（北国の「おいしい」新発見）

ハースト婦人画報社 2016.6

291.09/KI

CRUISE Traveller クルーズトラベラー 2016Spring
291.09/KU

（未知なる海への船旅。オホーツク）
クルーズトラベラーカンパニー 2016.3
pen

No.409 （北海道へ、夏の旅。 おいしい札幌、すべて教えます。）
291.09/HO

CCC メディアハウス 2016.7
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旅のお供に…①

～駅弁・空弁編～

北海道の駅弁がいつ始まったのかについては正確な資料がなく、多くは語り継がれた伝承によるもの
です。それによれば、駅立売りの始まりは 1880 年（明治 13）11 月、幌内鉄道の手宮－札幌間開通
にともなって銭函駅で売られた酒饅頭と言われています。また、ある程度正確な伝承として、1890 年
（明治 23）4 月に札幌駅で、高田文蔵なる人物が許可を得て弁当・寿司・饅頭の販売を始めたとさ
れ、あるいはこれが北海道における駅弁のルーツと言えるかも知れません。
また近年は、鉄道駅の「駅弁」をもじった空港の弁当「空弁（そらべん）
」も大人気です。
＜展示資料＞
書名

巻号

記事名
編著者

発行者

発行年

請求記号

THE JR Hokkaido 2 号
「駅弁

美味し、楽し、駅弁の旅」

北海道ジェイ・アール・エージェンシー 1987.6

雑誌

THE JR Hokkaido 21 号
「北海道の駅弁

EKIBEN は、北の味覚が詰まった小宇宙」

北海道ジェイ・アール・エージェンシー 1989.10
くうかい北海道

雑誌

Vol.83

「北海道駅弁コレクション 10 傑

JR 札幌駅で買える！」

雑誌

あるた出版 2010.10
鉄道で旅する北海道 14 号
「北海道駅弁発祥の地 小樽の味覚たっぷり箱」
雑誌

エムジー・コーポレーション 2012.3
じゃらん 19 巻 7 号
「北海道『駅弁』選手権２０１２開催！」

雑誌

リクルート北海道じゃらん 2012.7
HO(ほ)

Vol.75

「舞い上がります。地上でも食べたい、この空弁」
雑誌

財界さっぽろ 2013.12
O.tone オトン

9巻8号

「札幌の駅弁、いまむかし。」
雑誌

あるた出版 2014.8
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旅のお供に…②

～車内誌・機内誌・船内誌編～

広大な北海道。長距離の移動は手持ち無沙汰になることも。そんな時、座席のポケットなどから顔を
出している車内誌、機内誌を思わず手に取ることも多いのでは？
今年で創刊 30 周年を迎える JR 北海道の『THE JR Hokkaido』など、観光情報だけでなく、幅広
い北海道の歴史・文化情報を発信する車内誌・機内誌・船内誌の創刊号を集めてみました。
＜展示資料＞
会社名
書名

巻号

編著者

発行者

発行年

請求記号

北海道旅客鉄道（JR 北海道）
THE JR Hokkaido No.1（創刊号）
北海道ジェイ・アール・エージェンシー 1987.4

雑誌

北海道中央バス
フリーウェイ No.1（創刊号）
雑誌

北海道中央バス 1991.6
沿岸バス ほか
BUS STOP 遊 ing 北海道 Vol.1（創刊号）

雑誌

ホロニック 2002.9
AIR DO
エア・ドゥ・クラブ Vol.1（創刊号）

雑誌

エア・ドゥ・クラブ 1998.12
AIR DO
RAPORA ラポラ No.1（創刊号）

雑誌

北海道国際航空 2002.8
北海道エアシステム（HAC）
ふらいはっく FLYHAC

Vol.1（創刊号）
雑誌

ふらいはっく事務局 1999
北海道エアシステム（HAC）
みたび mitabi 釧路を旅するマガジン Vol.1（創刊号）

雑誌

北海道エアシステム 2014.12
新日本海フェリー
夢人旅

Vol.1（創刊号）
雑誌

新日本海フェリー 1996.7
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北海道アリマス

～名物・おみやげ～

北海道のいわゆる「名物」を見ていくと、古くは北前船の代表的な交易品であった鰊、鮭、昆布な
ど、北海道の自然がもたらすものが主でしたが、大正から昭和以降観光客が増加すると、より北海道的
なもの、北海道でしか手に入らないものが望まれるようになり、アイヌ工芸品や、水産加工品、酪農製
品、菓子類など、製造技術の進歩も相まって、みやげ物にもさまざまなバリエーションが加わっていき
ました。
＜展示資料＞
書名

巻号

記事名
編著者

請求記号
発行者

発行年

北海道百番附 一名北海道早わかり
「食物番附」
302/HO

矢谷重芳 1918.7
北海道観光おみやげ品 お買物のしおり
丸井今井∥[編]

丸井今井 [1969]

P 688.5/HO

THE JR Hokkaido 81 号
「北海道に行ってまいりました おみやげ菓子“北海度”チェック」
北海道ジェイ・アール・エージェンシー 1994.11

雑誌

ウェルドゥ北海道 ２号
「観光へ来た方へおすすめの北海道名物は？ 北海道にお住まいの方、170 人に聞
きました！」
VIS エンタープライズ 2009.7

雑誌

るるぶ FREE 札幌‘09 AUTUMN
「北海道おとりよせ便 お土産！名品！大集合！！」
雑誌

コスモメディア 2010.11
北海道生活 Vol.20
「北海道 鮭の加工品」
コスモメディア 2010.11

雑誌

RAPORA ラポラ No.103
「道産スナック菓子 7 種食べ比べ！」
北海道国際航空 2012.12

雑誌
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参考文献など
＜図書＞
・
『新北海道史年表』
北海道∥編纂 北海道出版企画センタ－ 1989.3 請求記号：210.03 /HO

・
『コレクション・モダン都市文化 88

札幌の都市空間』

和田博文∥監修 ゆまに書房 2013.6 請求記号：215.61 /SA

・
『北海道駅弁史』
日本鉄道構内営業中央会北海道地区本部∥編 弘済出版社北海道支部 1998.2
請求記号：596.8/HO

・
『駅弁の旅

北海道』

山谷正∥文と写真 富士書院 1988.10 請求記号：596.8/Y

『矢島さとしのまるごと北海道みやげの歴史』
・
矢島睿∥著 中西出版 2016.8 請求記号：602.1/Y

＜雑誌＞

・『北海道観光百景』 1 巻 1 号～8 号
「北海道観光百年史」(1)～(8)（渡辺茂∥著）所収
北海道観光旅行 1962.4～11

・『産研論集』 No.22
「北海道観光史」（佐藤郁夫∥著）所収
札幌大学経営学部附属産業経営研究所 1999.9

＜インターネット・サイト＞

・「観光局のページ ～北海道観光に関する施策・情報～」（北海道経済部観光局）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/index.htm
北海道の観光に関する施策や統計情報、地域の観光情報、関連リンク集など

・「Good Day 北海道」（公益社団法人北海道観光振興機構）
http://www.visit-hokkaido.jp/
北海道の観光情報から情報検索まで、北海道観光を総合的に案内するポータルサイト

・「全国観るなび北海道」（公益社団法人日本観光振興協会）
http://www.nihon-kankou.or.jp/hokkaido
日本全国 13 万件以上の観光情報から検索ができる旅のポータルサイトの北海道版。旅行目的やキ
ーワードでの検索が可能

・北海道マガジン「カイ」＞「特集 北海道のお土産」（株式会社ノーザンクロス）
http://kai-hokkaido.com/feature_vol33/
北海道の観光とおみやげのあゆみや、
「カイ」おすすめの北海道みやげなど
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北方資料展示目録
たの

「旅は愉し

～北海道の旅行雑誌今むかし～」

発行年：平成 29 年 3 月
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