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図書資料

登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201757251 外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化 第１巻 奥が

深いんだ!伝統に育まれた道をきわめる
Campbell  Robert 2017年3月

201757250 読むことの力－東大駒場連続講義－ キャンベル ロバート 編 2010年6月

201700077 九州経済国際化データ ２０１７ 貿易編 経済産業省九州経済産業局国際部国際企
画調査課

2017年8月

201700080 アジアンランドスケープへの模索 増田元邦 2016年7月

201700079 あれから七十年 博多港引揚を考える－米国立公文書館写真、
三宅一美氏撮影写真、戦前の絵葉書写真－

展示場にご来場の皆さん引揚げ港・博多を
考える集い

2017年8月

201757252 都市計画法令要覧 平成３０年版 都市計画法制研究会 2017年10月

201700082 研究報告書 ２０１７．３ 名古屋都市センター 2017年3月

201700083 非営利組織会計の研究 最終報告－全国公益法人協会創立５０
周年記念－

非営利法人研究学会公益法人会計研究委
員会

2017年9月

201700078 博多港引揚－米国立公文書館写真、三宅一美氏撮影写真、戦
前の絵葉書写真、引揚者資料写真ほか 戦前と昭和２０年代の記
録写真集－

引揚げ港・博多を考える集い 2011年12月

201700081 福岡・釜山の超広域経済圏における人材の育成・活用に関する
研究報告書－平成２８年度個別研究 スタートアップ分野を中心
に－

福岡アジア都市研究所 2017年9月

行政資料
G20170084 城南区公園案内 遊ＹＯＵマップ 公園探検に出かけよう！～ママ

が集めた公園情報～Fc
城南区保健福祉センター地域保健福祉課 2005年3月

G20170085 紀伊半島大水害－平成２３年台風第１２号による災害、十津川村
の被害と復興への記録－

十津川村 2014年3月

201757249 県民経済計算年報 平成２６年度 平成２９年版 ２０１７ 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算
部

2017年9月

G20170083 主要施策の成果説明書  平成２８年度 福岡市 2017年9月

G20170081 福岡市基本計画に係る実施状況の報告 平成２８年度 福岡市 2017年9月

G20170089 選挙人名簿登録人員調 平成２９年９月１日現在 Fc 福岡市・区選挙管理委員会事務局 2017年9月

G20170090 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価
報告書 平成２８年度～福岡のすべての子どもが身につけてほし
い大事なこと～福岡スタンダード「あいさつ・掃除 自学 立志」

福岡市教育委員会総務部教育政策課 2017年9月

G20170091 福岡市トライアル優良商品認定事業 認定商品カタログ 平成２８
年度 Fc

福岡市経済観光文化局中小企業振興部経
営支援課

2016年12月

G20170088 アイランドシティ整備事業 環境監視結果  平成２８年度 福岡市港湾空港局 2017年8月
G20170082 福岡市公有財産表  平成２９年３月３１日現在 福岡市財政局財産有効活用部財産活用課 2017年8月
G20130127 福岡市地区計画等決定内容一覧表 福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課 2017年9月
G20170087 年報  平成２８年度 Fc 福岡市障がい者更生相談所 2017年8月
G20170086 たいたいＢＯＯＫ ２０１７－福岡市がわかる１冊－見たい！知りた

い！やってみたい！
福岡市情報プラザ 2017年4月

G20170080 政策推進プラン－第９次福岡市基本計画 第２次実施計画－行
政運営プラン、財政運営プラン、政策推進プラン・行政運営プラ
ン及び財政運営プラン策定に係るパブリック・コメント手続 意見
要旨と対応－

福岡市総務企画局企画調整部 2017年6月

G20170092 福岡市水処理センター管理年報  ２０１６年度（平成２８年度） 福岡市道路下水道局下水道施設部施設管
理課

2017年9月

G20170093 福岡市高齢者実態調査報告書  平成２８年度 福岡市保健福祉局高齢社会部介護福祉課 2017年3月

国内雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20170594 ａ＋ｕ－建築と都市－

Z20170564 ACE建設業界

Z20170551 ACROS MONTHLY－アクロス福岡情報誌－

Z20170561 APPROACH

Z20170518 ＢＺ空間－ビジネス不動産情報誌－

Z20170541 CASA BRUTUS

Z20170516 CITY ＆ LIFE－都市のしくみとくらし－

Z20170543 CONTAINER AGE

Z20170526 ENGINEERING-ENGINEERING ADVANCEMENT ASSOCIATION
OF JAPAN-

Z20170535 I-HOUSE QUARTERLY

Z20170585 Ｊａｍ－ふれあいコミュニケーション情報誌－

Z20170520 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス

Z20170582 KANSAI空港レビュー

Z20170544 KUMAMOTO 地方経済情報

（公財）福岡アジア都市研究所　都市政策資料室
＊＊＊ 資　料　速　報　平成29年9月受入分 ＊＊＊

American Architecture 1945-1970 Beginning of the Modern
Architecture働き方改革 多様な生産性向上施策に学ぶ

福岡・音楽秋のフェスティバル２０１７ ほか

イームズ・ハウス－２０世紀モダンデザインの傑作 未来へ記憶を
つなぐ－
都内主要マーケット店舗賃料相場 ほか

インテリア改造 ワークショップ インテリアを劇的に変えるメソッド、
教えます！、温泉天国台湾
ライフスタイルとしての「防災」

ジェトロ：2017年上半期の日中貿易 輸出入とも好調に増加 ほか

ロボット・人工知能とエンジニアリング AIの進化が社会を変える ほ
か

アメリカなきアメリカ文学/藤井光

「元気なふるさと応援基金」支援活動レポート

保健・医療・介護分野でのICT活用 ほか

航空交通研究会研究レポート：イギリスBAトロンドン２空港の現況
－民営化後の所有権からのアプローチ/野村宗訓
レポートⅡ：熊本地震と地域社会の持続可能性の力強さ～シリー
ズ①復興関連支援金 ほか

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707　FAX：092-733-5680　e-mail：library@urc.or.jp
10月31日(火)は月末整理日のため休室します。
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Z20170519 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

Z20170512 NEXTCOM -情報通信の現在と未来を展望する－

Z20170590 OCEAN'S FUKUOKA

Z20170542 Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－

Z20170623 RESEARCH CENTRAL RESEARCH INSTITUTE NEWS & REPORT

Z20170538 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20170555 WA  福岡のアート情報誌

Z20170589 WESTERN JAPAN NDIC NEWS－西部地区自然災害資料セン
ターニュース－

Z20170532 アジア・マンスリー

Z20170591 アジア太平洋都市サミット ニューズレター

Z20170614 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20170510 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20170609 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務
情報誌－

Z20170525 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務
情報誌－

Z20170610 かわ

Z20170612 こらぼ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ

Z20170567 シティ情報ふくおか  FUKUOKA

Z20170627 しま

Z20170534 とーりまかし じゃらん －心を動かす、日本を元気にする観光・レ
ジャーのプロデューサ応援情報誌ー

Z20170615 ながさき経済

Z20170509 ながさき経済

Z20170513 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－

Z20170546 ふくおかの統計

Z20170596 ふくおか経済

Z20170501 ふくおか経済

Z20170619 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－

Z20170521 リベラシオン－人権研究ふくおか－

Z20170618 運輸と経済

Z20170617 運輸と経済

Z20170616 運輸と経済

Z20170549 季刊DBJ－金融力で未来をデザインします 日本政策投資銀行
広報誌－

Z20170588 議会月報

Z20170548 議会調査レポート
Z20170557 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－

Z20170552 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
KINGDOM－

Z20170523 九州経済調査月報
Z20170592 九州産業大学エコノミクス

Z20170531 九州産業大学商経論叢

Z20170515 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ
ベーション

Z20170595 建築ジャーナル

視点：国際競争力のさらなる強化へ ほか

デジタル社会と情報法 ほか

ユネスコ無形文化遺産登録イベント「祭 WITH THE KYUSHU」が
開催されました、｢フランス・福岡(九州)経済フォーラム2017｣
魅惑のまつりへ

研究機関研究所近況：福岡から診る大気環境研究所 ドップラーラ
イダーによる風の立体観測～福岡都市圏の大気の流れをみる～

THE AGRARIAN TRANSFORMATION IN NORTHEASTERN
THAILAND:A REVIEW OF RECENT RESEARCH/A.TERRYFFAC PROJECT ダイナミックで美しい、フランス初の現代サーカ
ス カンパニーＸＹ 福岡発上陸！

熊本地震：(公財)地盤工学会H28熊本地震地盤災害調査団の活
動内容/笠間清伸 報告：29.7九州豪雨災害調査・復旧

トピックス：日本の対東アジア農作物・食品輸出拡大に向けて/大
泉啓一郎 ほか
国連ハビタット福岡本部とサミット共同開催のMOUを締結しまし
た、第１２回アジア太平洋都市サミットについて
寄稿：働き方改革(その3)～コンサルティングの現場から～/宇佐
美嘉彦
熊本地震からの創造的復興、国際スポーツ大会を契機とした九州
地域の経済活性化に向けて/蒲島郁夫 ほか
子どもを守り、子どもが育つ地域づくり

地域の持続可能性性と自治体のミッション ほか

わがまちの川 第３５回 福津市、川に学ぶ体験活動全国大会ｉｎ北
九州（紫川流域）のお知らせ
高血圧 自分の血圧を正しく把握しましょう

最旬街ネタ通信。恒例｢秋の街ネタ収穫祭｣。福岡の最旬情報をま
るかじり。実りの季節のおいしいニュースが満載!!

島への定住と起業・Ⅱ：パン屋やバー、理容室、ゲストハウスの経
営、就業支援組織の運営、ワインや地ビール、漁醤の製造 ほか
地域の住人と都市の住人が対等な関係で歴史を創っていく新た
な地方創生のｱﾌﾟﾛｰﾁ コクリ！２．０

調査：婚活支援に関する県内主要企業アンケート－長崎県・長崎
新聞社とのコラボアンケート－、データボックス:婚活支援について

寄稿：ハウステンボスの取組みについて/高田孝太郎 ほか

創刊７００号記念特大号

定期収録内容：福岡市の人口、経済、生活、運輸、民生、環境、
安全などに関する統計データ

シェアリングシティ・福岡へ－遊休資産活用で新サービスの展開
相次ぐ、留学生関連市場、生産増強、不動産市況

福岡の小売最前線 スーパー・コンビニ、 大橋エリア ドローンビジ
ネス

調査：山口県内企業経営・設備投資動向調査

葉山嘉樹原作の映画『ある女工記』/児玉公広 ほか

多様性の中で躍進する国 インドのいま

女性が活躍する交通の現場－交通を支える人々２－、日本の女
性労働の現状と政策

交通の不思議と読み解き方－鉄道編－、国鉄改革から３０年を迎
えて

ネクスト・ジャパン最前線：
ENVIRONMENT,SOCIAL,GOVERNANCE ESGを考える 巻頭対
談 小林喜光Ｘ柳正憲第３回定例会、議会運営委員会、特別委員会：交通対策・都市問
題等調査・少子･高齢化対策・議会改革調査特別委員会 ほか

スポーツ振興施策について
全般の状況、発注者別請負金額、地域別請負金額、発注者別工
事場所別前払金保証実績表、大型工事明細一覧

神仏習合のはじまりの地、国東半島；スリン、象と暮らすまち

九州の文化芸術 ほか
論説：大立光電（ラーガン・プレシジョン）の発展戦略－世界最大
の携帯電話カメラレンズ製造企業の成長過程－/朝元照雄

論説：米国連邦遺産税の歴史-シャウプ使節団における問題意識
の背景について/浅川郎 ほか

イノベーション特集 「上場ゴール」を超えて 新規公開、IPOの構想
ほか

タクティカル・アーバニズム－合法的都市ジャック！－

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707　FAX：092-733-5680　e-mail：library@urc.or.jp
10月31日(火)は月末整理日のため休室します。
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Z20170607 公益一般法人

Z20170560 公益一般法人

Z20170505 公益一般法人

Z20170626 国際比較政治研究

Z20170568 財界九州  ZAIKAI KYUSHU

Z20170578 産業立地

Z20170587 市街地再開発

Z20170575 市街地再開発

Z20170556 市史だより Ｆｕｋｕｏｋａ 史的再発見マガジン[シシダヨリ・フクオカ]
Z20170571 市史研究ふくおか
Z20170570 市史研究ふくおか
Z20170569 市史研究ふくおか
Z20170553 市史研究ふくおか
Z20170540 市政
Z20170503 自治体法務研究－法制執務・政策法務を支援する総合情報誌
Z20170602 週刊東洋経済

Z20170579 週刊東洋経済

Z20170558 週刊東洋経済

Z20170533 週刊東洋経済
Z20170506 週刊東洋経済
Z20170514 新建築
Z20170586 新都市

Z20170584 専門図書館
Z20170613 台湾情報誌 交流

Z20170511 台湾情報誌 交流
Z20170576 大分大學經濟論集
Z20170605 地域づくり
Z20170527 地域づくり
Z20170577 地域と経済

Z20170522 地域開発
Z20170608 地方自治

Z20170524 地方自治
Z20170562 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２００

１年創刊－
Z20170563 都市・建築学研究-九州大学大学院人間環境学研究院紀要

Z20170603 都市政策
Z20170508 都市問題
Z20170517 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND INSTITUTE-

Z20170604 東亜－EAST ASIA-

Z20170507 東亜－EAST ASIA-
Z20170547 統計調査ニュース
Z20170566 徳島県の経済と産業
Z20170606 西日本文化－CULTURAL STORY OF NISHINIHON-

Z20170593 日経アーキテクチュア

Z20170545 日経アーキテクチュア
Z20170601 日経グローカル
Z20170559 日経グローカル

Z20170504 日経グローカル

福岡の戦後７０年～文化・スポーツ・まちづくり～

日本語パートナーズ≪台湾第一期≫活動のご紹介

福岡城とは何か、黒田家家臣の実像に迫る
遺跡から見た自然災害と福岡
空の福岡、海の福岡～近代都市福岡の来歴を語り直す～
地方大学の振興と都市自治体の連携
第５０号記念特別企画 自治体職員に求められる法務能力とは ほ
学び直し国語力－ビジネスに効く！「書き方」「話し方」：孫正義に
学ぶ強い日本語－笑いあり涙あり、具体＆抽象の波状攻撃－

定年後の仕事選び ８０歳まで働けますか？：今いる会社で長く働
く シニア活用最前線、シニアのための再就職ガイド ほか

流通新大陸の覇者 メルカリ＆ZOZOTOWN 小売りの常識をぶっ
壊す！

学校が壊れる

まちづくり月間～みんなが主役のまちづくり～、特別寄稿：宮城県
の都市計画史、｢認定都市プランナー｣H28年度認定審査結果に
ついて
全国研究集会－これからの専門図書館を“創る”
台湾企業による対日投資の新潮流～再評価される日本でのもの
づくり～

本物の会計力 経済ニュースを深読みする

NEWS 全公協５０周年記念、非営利法人研究学会の研究結果を
公表!!

解説：もしかしたら知らずに抵触しているかも?!設例に基づく『特別
の利益』の判断基準と考え方

NEWS：厚労省「ブラック企業リスト」に一般社団法人も!!

２０１６年度 シンポジウム『震災後五年～伝えられていること・いな
いこと』

テーマレポート 日本版｢DMO｣現状と課題 世界遺産｢神宿る島｣宗
像・沖ノ島と関連遺産群

検証 地方創生：まち・ひと・しごと創生基本方針 ２０１７－地方創
生の新展開に向けて－

リニア中央新幹線の開業を見据えた名古屋駅周辺のまちづくり

レポート：H28年度都市再開発促進協議会ワーキンググループ会
議の調査概要、豊後高田｢昭和の町｣のキセキ ほか

東西をにらむ峰－女原・徳永・飯氏・千里・宇田川原－

グレイス・ファームズ/妹島和世＋西沢立衛 ほか

鈴木芳明教授定年退職記念号
生涯活躍で元気な地域へ
防災×まちづくり ほか
第８回地域経済研究センターシンポジウム｢地方に生きる若者の
キャリアと暮らしを考える｣ ほか
世界秩序の構造変化と日本の地域開発 ほか
二つの団体自治論/西貝小名都、地方自治法の一部を改正する
法律について(中)/山口憲明・藤井延之
アメリカ合衆国の土地利用法から学ぶこと/渕圭吾 ほか
中国「お一人様経済」が発展、正真正銘の｢習近平政権｣陣容はど
うなる ほか
都市内移動とエネルギー消費に対する都市環境の影響要因－福
岡市を対象として-/サリタ マハラジャン ・鶴崎直樹 ほか著 ほか
熊本地震発災後の初動期・応急期における神戸市の支援活動
外国人児童生徒への学習支援 ほか
「不動産テックの動向」不動産テックの現状と今後の課題/谷山智
彦 ほか
台湾の生き残り戦略：台湾を巡る安全保障を考える－蔡英文政権
の一年と今後の展望-/尾形誠 ほか
ASEAN半世紀－回顧と展望 ほか
働く人の明日をつくるために～平成29年就業構造基本調査～
県勢、産業、暮らし、統計から見た徳島県の自然・社会環境
地域特集：久留米 産学一体の都市の活気、色濃く残る歴史の面
影「久留米」都市計画の系譜 ほか
住宅特集：「不動産」に踏み込め 特別リポート：木造・木質ビル｢街
なか型｣普及期へ
経営動向調査2017 女性が組織を伸ばす
巨大ファームが迫る農業の変革－高級和牛も生産性重視へ－
路線バス、再生への道－利用者目線でサービス磨く－、フォーカ
ス：充実する図書館サービス
効果的な鳥獣害対策とは 都道府県調査 ジビエの事業化支援は
５道県；公的事業に利用、相続未登記を解消

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707　FAX：092-733-5680　e-mail：library@urc.or.jp
10月31日(火)は月末整理日のため休室します。
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Z20170597 日経ビジネス
Z20170573 日経ビジネス
Z20170550 日経ビジネス
Z20170530 日経ビジネス

Z20170502 日経ビジネス
Z20170539 福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of Commerce &

Industry-会員とともに、市民とともに－
Z20170625 福岡大学工学集報

Z20170624 福岡大学理学集報

Z20170622 福岡大學商學論叢

Z20170621 福岡大學人文論叢

Z20170620 福岡大學法學論叢

Z20170611 道守通信－MICHIMORI TSUSHIN－

海外雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20170554 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光

華雑誌
Z20170583 TDRI QUARTERLY REVIEW

Z20170598 国際貿易
Z20170565 所報

Z20170574 城郷建設

Z20170529 城郷建設
Z20170581 新華文摘
Z20170528 新華文摘

Z20170600 中華人民共和国国務院公報
Z20170599 中華人民共和国国務院公報

Z20170580 中華人民共和国国務院公報
Z20170500 中華人民共和国国務院公報
Z20170572 当代亜太-JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA-PACIFIC

STUDIES-

Z20170536 도시문제－ URBAN AFFAIRS－

Z20170537 지방행정

その他の資料につきましては当研究所ホームページ内（http://www.urc.or.jp/）の蔵書検索をご利用下さい。
＊　利用案内/場所：福岡市役所北別館６Ｆ　開室：10:00～17:00  資料整理のため毎月最終業務日を休室いたします。
貸出：１人10冊まで　4週間以内（貸出には身分証明書が必要です。）

編集後記

中華人民共和国国務院令(第682号)国務院関干修改≪建設項目
環境保護管理条例≫的決定、建設項目環境保護管理条例
中華人民共和国国務院令(第683号)融資担保公司監督管理条例
国務院関干印発新一代人工智能発展規劃的通知

今回は、2回のナレッジコミュニティ開催をお知らせすることができました。気が付くと、ご登壇いただく講師5名の方の内、3名
が市民研究員OG・OBです。10月27日の鄒艶さんは昨年度｢更なるグルーバル化時代に向けての福岡市のまちづくり｣を研究され、12
月7日の吉原勝己さん、吉良幸生さんは平成20年度｢魅力ある路地・路地裏の復権と再生｣を研究されました。

市民研究員受入事業は、平成12年度から始まりました。それから17年、毎年優秀な方々にお会いできて、感心させられることば
かりです。11月には今年度の研究員の中間報告が予定されています。いつも皆さんのお役に立つ資料室でありたいと思っていま
す。今回の｢メディア紹介情報｣にはスペースの関係で掲載できませんでしたが、市民研究員OG・OB方の情報も毎号チェックしてい
ます。新聞記事、雑誌記事は資料室で読めますので、ご興味のある方はどうぞご一読ください。

「当館では、『サンシャワー：東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで』の展覧会を11月3日（金・
祝）から12月25日（月）まで開催いたします。

アマゾン－ベゾスにみる未来－
寝るな日本人 国は夜から衰退する
もう銀行はいらない メガを蝕む“生活習慣病”
きぎょうはわかってない！ 若者消費のウソ 知られざるブームの発
火点

本展は、東京の国立新美術館、森美術館、国際交流基金アジアセンターが共同で開催している展覧会の部分
巡回展となり、当館ではアセアン10カ国、約30人／組の作品を紹介予定です。

ところで、いつも都市セミナーの会場としてお世話になっているアジア美術館から、このたび来月から始ま
るイベントのお知らせが届きましたので、以下転載させていただきます。

また、アジアの近現代美術を専門に扱う当館ならではのオリジナル企画など、随所に福岡展らしさをちりば
めた内容となっております。」とのことですので、是非多くのご鑑賞を私どもからもお願いいたします。
（崎）

事態はもはや 環境VS人類 脋威を商機に変える５つの方法
ＩＴ活用による生産性アップの実現を応援します！

歩きスマホの規制に対する意識に関する研究/吉城秀治・辰巳
浩・堤香代子
論文：地学 北九州市、城野遺跡に露出する阿蘇－4火砕流堆積
物中の軽石の全岩化学組成/柚原雅樹・梅﨑惠司

中国人国際観光の需要変化に関する一考察－訪日中国人個人
観光需要の地方誘致とローカル観光交通のあり方を視野に入れ
て-/魏蜀楠
朝鮮総督府の土木官僚本間徳雄の活動－朝鮮・満州国・中国・
日本-/広瀬貞三 ほか

複製物に物理的加工を施して販売する行為に著作権は及ぶか/
谷川和幸 ほか

平成２９年７月九州北部豪雨災害、みちづくしｉｎ宮崎２０１７、風景
街道を行く 最初に｢阿蘇・くまもと路｣を歩こう

舌尖異域・文化融合 FOOD FUEION IN TAIWAN

THE FUTURE OF THAILAND'S AUTOMOTIVE
INDUSTRY:POLICY CONSIDERATIONS/PANUWAL TAJAI ほ
か
新形勢下対我国沿邊開発開放的新思考

삶이 피어나는 도시의 길을 걷다人生咲く都市の道を歩いて，기
획특집 도시광역화와 협력적 상생발전 企画特集：都市広域化
と協力的共生発展

２０１７年上期タイ国日系企業景気動向調査、２０１７年度賃金労務
実態調査結果(概要)、タイ新関税法で新たな時代へ ほか
緑色安順：筑夢山水田園

城市排水管網建設与運営問題剖析 ほか
政治：中国行政体制改革的歴程和経験/魏礼群
深入学習掌握習近平総書記系列重要講話貫穿的馬克思主義立
場觀点方法/劉雲山 ほか

中華人民共和国国務院令(第684号）無証無照経営処辦法 ほか

権力轉移、戦略依頼与聯盟轉型－以冷戦后美日聯盟轉型為例
－/袁偉華、田光強 ほか

기획특집：지역 일자리 정책 방향 企画特集：地域雇用政策の方
向

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707　FAX：092-733-5680　e-mail：library@urc.or.jp
10月31日(火)は月末整理日のため休室します。


