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（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10月受入分 ＊＊＊
図書資料
登録番号 書 名 １
201700087 伊勢物語のかがやき－鉄心斎文庫の世界 国文学研究資料館
特別展示－
201757255 全国市町村要覧 平成２９年版
201700085 鉄道ジャーナル ２０１７．１１ No.613：昭和の電車 東京編
201700084 風の街 福岡デザイン史点描
201700086 2017 ASIAN TOWNSCAPE AWARDS WINNING PROJECT
INTRODUCTION 2017 亜州都市景観奨 獲奨項目簡介
中国語資料
A00004677 中国統計年鑑 ２０１7-CHINA STATISTICAL YEARBOOK- 総
第36期Ｎｏ．36
A00004678 新疆統計年鑑 ２０１７－XINJIANG STATISTICAL
YEARBOOKA00004679 重慶統計年鑑 ２０１７ -CHONGQING STATISTICAL
YEARBOOKA00004680 西藏統計年鑑 ２０１７-TIBET STATISTICAL YEARBOOK- 総
第２９期 NO.２９
韓国語資料
B00001387 제3회 글로벌 커넥트 워크숍-학생창업 국제 컨퍼런스＆교류
회
行政資料
201757254 地域経済総覧 ２０１８－４７都道府県、９８９市区、９２７町村の最
新データ－ 特集：２０１５年国勢調査（総人口、男女別・年齢別
人口、世帯数、労働力人口、産業別・職業別就業者数、従業
地・通学地による人口、住居の状況等)
G20170103 選挙人名簿登録人員調 平成２９年１０月９日現在 Fc
G20170100 ふくおかの環境・廃棄物データ集 平成２９年度
G20170096
G20170095
G20170101
G20170099
G20170102
G20170094
G20170098
国内雑誌
Z20170714
Z20170691
Z20170677
Z20170660
Z20170641
Z20170732
Z20170638
Z20170702
Z20170703
Z20170729
Z20170642
Z20170697
Z20170666
Z20170701
Z20170647

著者名１
基幹研究「鉄心斎文庫伊勢物語資料の基
礎的研究」
市町村要覧編集委員会
鉄道ジャーナル
武田義明
福岡アジア都市研究所

出版年月
2017年10月
2017年11月
2017年11月
2017年10月
2017年9月

中華人民共和国国家統計局

2017年9月

新疆維吾尓自治区統計局

2017年9月

重慶市統計局

2017年8月

西藏自治区統計局

2017年9月

사회맞춤형 산학협력 선도대학（ＬＩＮＣ＋）
육성사업단
東洋経済新報社

2017年10月

2017年9月

福岡市・区選挙管理委員会事務局
2017年10月
福岡市環境局循環型社会推進部循環型社
2017年9月
会計画課
財政のあらまし～平成２８年度決算及び財政状況の概要～Fc 福岡市財政局財政部財政調整課
2017年10月
市民の声 平成２８年度広聴年報
福岡市市長室広聴課
2017年9月
福岡市男女共同参画年次報告書 平成２８年度事業実績
福岡市市民局男女共同参画部男女共同参
2017年9月
画課
住まいづくりの手引き
福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課
2017年9月
職員の給与等に関する報告及び勧告 平成２９年９月
福岡市人事委員会
2017年9月
事務報告書 平成２８年度
福岡市総務企画局行政部行政マネジメント
2017年9月
生活衛生関係事業統計 平成２８年度
福岡市保健福祉局生活衛生部生活衛生課
2017年9月
雑誌名
特集等主な内容
ａ＋ｕ－建築と都市－
ヨーロッパ建築 １９４５～１９７０年
ACE建設業界
けんせつ小町 活躍現場見学－建設現場の楽しさを発見する
－
ACROS MONTHLY－アクロス福岡情報誌－
ハンガリー国立歌劇場「ランメルモールのルチア」
CASA BRUTUS
特別保存版 杉本博司が案内するあさらい日本の名建築 日本
建築の魅力、どれくらい語れますか？
CONTAINER AGE
下関港の現況と将来動向-抜群のスピード誇る下関港、博多
港：上海港と世界初のＩＴ連携－順調にすすむ港勢拡大 ほか
ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ MONTHLY
景況感調査・事業者アンケート、九州を知る！マンスリーコラム
SURVEY－
下村湖人 ほか
ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ MONTHLY
トップに聞く！：家具の町・大川から/㈱モーブル 坂田道亮
SURVEY－
氏、世界遺産｢神宿る島｣宗像・沖ノ島と関連遺産群 ほか
GA JAPAN
PLOT 設計のプロセス：１７組の建築家たちから発せられた、
生な言葉で紡ぐ設計のプロセス
Ｊａｍ－ふれあいコミュニケーション情報誌－
九州北部豪雨災害支援活動レポート
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
マイナンバー制度の更なる展開～情報連携、マイナポータル
の運用と活用～
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
地方自治情報化推進フェア２０１７～ＩＣＴでつながるひろがる
地域とわたし～
KANSAI空港レビュー
講演抄録：関西のインバウンド観光動向と関西４都市宿泊施設
需要見通し/布施健
KUMAMOTO 地方経済情報
地方創生ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：永代不朽の橋～石橋がつなぐ地域のサス
ティナビリティ～/上塚尚孝 ほか
LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデザイン 暮らしの景観・ グリーンインフラ
環境をデザインする－
Letters Arpak-レターズアルパック－
秋の夜：東京の夜景を気軽に楽しもう、博多の夜の風物詩｢屋
台｣を楽しむ 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
11月27日(月)～12月1日（金）は蔵書点検のため休室します。
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Z20170728 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

ＩＴ＆CMA2017Report/Global MICEイベントにおける日本の
Presence/小島規美江氏 ほか
Z20170635 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
IMFT２０１７レポート/経済の発展と継続を支えるタイMICEを体
験する/於久田幸雄氏 ほか
Z20170658 OCEAN'S FUKUOKA
平成２９年度福岡観光コンベンションビューロー事業計画、第５
６回福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり ほか
Z20170657 OCEAN'S FUKUOKA
祝 博多祇園山笠 ユネスコ無形文化遺産登録、H28年度賛助
会員交流会を開催しました ほか
Z20170694 PRI REVIEW－国土交通政策研究所報－
パースペクティブ：２０３０年の経済社会の展望－第４次産業革
命と経済発展・経済成長－/岩瀬忠篤
Z20170634 TOTO通信
まちを起こす戦略としての建築：ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 予算ゼロからの、ま
ちづくり人生/木下斉 ほか
Z20170710 Ｗｈａｔ IＳ ＩＴ？－公益財団法人九州先端科学技術研究所 広報 産学間共創推進室の始動、JOINT-IFF流提案力・開発力育
誌－
成プログラム始動 ほか
Z20170645 アジア・マンスリー
トピックス：中国で拡大する企業の金融資産投資/関辰一、海
外フィリピン人労働者送金の貢献と限界/塚田雄太
Z20170718 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY寄稿：事業継承の勘どころ(その１)～コンサルティングの現場か
ら～/宇佐美嘉彦 ほか
Z20170699 シティ情報ふくおか FUKUOKA
福岡の絶品パン。－今年最後のパン祭り｢パンパンマルシェｉｎ
キャナルシティ博多｣開催決定!!おいしいパンの季節が到来。
－
Z20170637 データ九州
九州・山口の設備投資 ２０１７上期（1～6月）
Z20170733 ながさき経済
寄稿：出島表門橋完成“世界とつながる長崎・出島”/馬見塚
純治、レポート 長崎市内における住宅の耐震化状況 ほか
Z20170719 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
いも・くり・かぼちゃの季節です
Z20170639 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
福岡＆北九州 親子でお得な一日バスの旅
Z20170662 ふくおかの統計
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
Z20170716 ふくおか経済
集客・交流新時代の幕開け－世界遺産、スポーツ、インバウン
ド、拠点整備－
Z20170711 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－
山口県における高専の現状と役割、地域ニュース：幕末維新
やまぐちデスティネーションキャンペーン開催中！
Z20170663 よかネット
NETWORK：｢ぶぜん未来カフェ｣を開催しました～高校生が考
える豊前市の将来像～ ほか
Z20170736 運輸と経済
特別号 日本の地下鉄 誕生９０周年
Z20170696 運輸と経済
農水産業に乗り出す交通事業者：潮流 交通事業者の農業参
入/渋谷往男 座談会：農業参入への期待と課題
Z20170700 会報
九州の飛躍を目指す３大プロジェクト、女性の大活躍推進福岡
県会議の実施、大学発ベンチャーの育成支援 ほか
Z20170712 季刊中国総研
研究員論考集：首都圏から地方への人口回帰の動向と中国５
県の移住相談対応について/和田周大 ほか
Z20170675 議会月報
常任委員会 第２委員会、第３委員会、第４委員会
Z20170665 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－
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
Z20170709 九州マーケティング・アイズ－KYUSHU MARKETING EYESローカルハブを目指す九州、九州メーケティングの潮流：ラン
キングによる都市の持つ｢成長可能性｣の可視化
Z20170670 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
豪商たちの描いた夢、長崎が育んだ西洋音楽
KINGDOM－
Z20170717 九州経済調査月報
転換期を迎えた森林・林業・木材産業
Z20170636 九州経済調査月報
九州の景気を読む REPORT：２０１７年度九州経済の見通し
（改訂）３．５％成長に上方修正 ほか
Z20170684 九州大学経済学会經濟學研究
論文：第一次世界大戦前ドイツ化学工業をめぐる環境闘争の
指導者と労働者の役割（1）/田北廣道 ほか
Z20170679 九州大学経済学会經濟學研究
論文：コントロールのパラドックスとビジネスモデル-H.ブッカン
のコントロール論を読み解く/大下丈平 ほか
Z20170664 九大広報
共創学部 ２０１８年４月スタート、FRONT RUNNER：好蟻性昆
虫研究のパイオニア/丸山宗利
Z20170720 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ イノベーション特集：「個」に照準 パーソナライズの新ビジネ
ベーション
ス、地域特集/松井一郎大阪府知事 大阪府国際エンタメ都市
を支える｢独創の力｣
Z20170629 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ イノベーション特集 IOT,AI、ロボットの進化：ソサイエティー5.0
ベーション
前に迫る「新市場の拡大」、特別企画：自治体が変える起業家
Z20170705 建築ジャーナル
漂流するコミュニティ－大災害後の集団避難
Z20170726 公益一般法人
NEWS：公益法人担当大臣に 梶山弘志氏、解説：平成２９年度
分の面末調整実務のポイント ほか
Z20170674 公益一般法人
論壇：減少した公益法人鄒/出口正之、解説：変更認定をしな
くて済む“類似事業・関連事業”の範囲ガイド 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
11月27日(月)～12月1日（金）は蔵書点検のため休室します。
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Z20170730 行政＆情報システム
Z20170695
Z20170659
Z20170673
Z20170723
Z20170707
Z20170692
Z20170669
Z20170632
Z20170721
Z20170628
Z20170676
Z20170648
Z20170649
Z20170650
Z20170651
Z20170713
Z20170734
Z20170731
Z20170737
Z20170708
Z20170640
Z20170698
Z20170715
Z20170724
Z20170630
Z20170727
Z20170652
Z20170667
Z20170680
Z20170704
Z20170631
Z20170725
Z20170668
Z20170722
Z20170706
Z20170690

ＩＴ戦略に基づくデジタル・ガバメントの実現：デジタル・ガバメ
ント推進方針、国のＩＴ戦略と官民データ活用 ほか
財界九州 ZAIKAI KYUSHU
テーマレポート ビジネス環境を変える｢最先端
technology｣,FOCUS空港民営化 福岡空港は｢地元連合｣が第
１次審査通過 ほか
市街地再開発
レポート：福岡都心部の機能強化と魅力づくり/福岡市住宅都
市局都心創生部都心創生課
市政
都市が進める外国人への情報弱者対策、市政ルポ：五條市
/[京奈和]開通で始まる新時代 災害で強く元気なまちづくり！
週刊東洋経済
薬局の正体－膨脹する利権と薬学部バブル、独自集計 薬剤
師大学別真の合格率
週刊東洋経済
ゼロから分かるビットコイン－１年で１０倍！爆騰の深層－
週刊東洋経済
日本を動かす地方の名門企業７７－注目！次世代の地方企
業：ストライプインターナショナル ほ、カネと権力はここに集まる
週刊東洋経済
日本経済の試練 EVショック 大転換の勝者と敗者、子育て支
援の財源は？選挙前に独自試算！税の調達力
週刊東洋経済
地価崩壊が来る－家を買う前、相続前に知っておきたい土地
問題－団塊世代＆ジュニア必見！土地余りに備えよ
新建築
建築論壇：木を活かすオープンな枠組み/宮澤俊輔 ほか、作
品１９題EPFL ArtLab・COEDA HOUSE/隈研吾建築都市設
計事務所 ほか
新建築
作品１８選：近畿大学 ACADEMIC THETER(1～5号館)/国際
学部棟（１８号館） ほか
新都市
都市インフラシステムの海外展開：アジアの新興国等における
官民連携による都市分野の海外展開 ほか
西南学院大学国際文化論集
論説：動きはじめたタトゥ－-偽ポリネシアのディズニー映画『モ
アナ』における半神マウイ－/栗原詩子 ほか
西南学院大学人間科学論集
論説：授業分析によるカリキュラム評価の試み－授業実践の様
相－解釈的研究－/田代裕一 ほか
西南學院大學商學論集
論説：『中小企業のための原価計算』における価格計算目的/
髙野学 ほか
早稲田社会科学総合研究
論文：THE EFFECTS MEDIA USE THE DIETARY
INTEGRATION OF THE SECOND-GENERATION MUSLIM
YOUTH EUROPE/HIROSHI KOJIMA
台湾情報誌 交流
中国国民党の党主席選挙に関する一考察
地域開発
地域シンクタンクの時代～地域人材が進める地方創生～：巻
頭インタビュー：地域シンクタンクのこれからの役割について/
髙木直人
地域づくり
教育と地方創生
中央大学経済研究所年報
ネットワークと社会資本研究会：生産活動における自立的変動
に関するノート/鳥居昭夫 ほか
中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２００ ｢習近平思想｣新時代強国への指針に
１年創刊－
調査
２０１６・１７・１８年度 設備投資計画調査報告（２０１７年６月調
調査研究情報誌ECPR
これからの観光と地域づくりの在り方 論文：文化遺産を活用し
た地域づくり ほか
都市計画
人口減少社会を救う「観光まちづくり」：導入 人口減少社会に
おける観光まちづくりの可能性と進め方/川原晋 ほか
都市問題
エネルギー自治の可能性：省エネで稼いで地域を豊かにする
/諸富徹 ほか、自治体公文書管理と情報公開
都市問題
崩れゆく医療システム、｢地域運営組織｣は人口減少社会を救
うか
東亜－EAST ASIA習近平政権５年間の光と影：一帯一路をどう深読みするか－
伙伴関係による一帯一路FTAの構築－/江原規由 ほか
同志社大学 評論・社会科学
論文：｢都心回帰｣が都心の地域社会に何をもたらしたのか－
大阪市北区菅南地区を事例として-/加藤泰子 ほか
同志社法學
論説：東アジア地域秩序の変容－現状とそのメカニズム-/浅
野亮 ほか
徳島経済
対談：川を楽しむ徳島のライフスタイルを全国が注目！/中村
英雄 特別寄稿：「藍の文化」と風土
日経アーキテクチュア
生き続ける学校、Newsクローズアップ 熊本地震でデータ捏造
か、特別リポート ロボットが現場を救う ほか
日経アーキテクチュア
スロープ崩落訴訟が問う「設計者の責任」
日経グローカル
阪大トップ、関西勢が健闘 大学の地域貢献度調査 国立大上
位に
日経グローカル
広がる地域運営組織－住民主体で課題を解決、３０００団体超
す、グローカルｲﾝﾀﾋﾞｭｰ/大学発ベンチャーを興すには
日経ビジネス
それは訴えてもムダ｢勝てる裁判｣｢負ける裁判｣
日経ビジネス
コンビニ大試練－最強「社会インフラ」
日経ビジネス
後悔しない航空&ホテル ５０００人満足度ランキング

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
11月27日(月)～12月1日（金）は蔵書点検のため休室します。

4/4
Z20170661 日経ビジネス
Z20170633 日経ビジネス
Z20170646 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－
海外雑誌 雑誌名
Z20170693 FOREIGN AFFAIRS
Z20170681 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光
華雑誌
Z20170655 ＴＴＧ ASSOCIATIONS
Z20170654 金融評論－CHINESE REVIEW OF FINANCIAL STUDIESZ20170653 金融評論－CHINESE REVIEW OF FINANCIAL STUDIESZ20170688 国際貿易
Z20170678 所報
Z20170689 城郷建設
Z20170643 城郷建設
Z20170735 新華文摘
Z20170687 新華文摘
Z20170644 新華文摘
Z20170683 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMYZ20170682 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMYZ20170672 지방행정
Z20170686 中華人民共和国国務院公報
Z20170685 中華人民共和国国務院公報
Z20170671 도시문제－ URBAN AFFAIRS－

トヨタは変わったか？実像を知る１００人の証言
新成長産業 KADEN シリコンバレーも熱視線
ジョブ・カードを活用した人材育成のススメ
特集等主な内容
American's Forｇｏｔｔｅｎ Wars
緑色台湾・保育有成 Green Taiwan Achievements in
Conservation
Making a new beginning/Mark Yong ほか
近現代中国金融研究範式的変転/白欽先、張坤 ほか
為何麽選択国有金融制度/張杰、、金融発展如何影響経済
波動/馬勇、呉雪妍
服務業与製造業協調発展的趨勢、規律与建議
トムヤムクン・スタディ：１９９７年アジア通貨危機から学ばれ（な
かっ）た教訓
千人計劃 日光光導照明専家、本期話題：大都市郊区特色小
城鎮建設－上海、北京調研報告
市政基礎設施規劃専題：智慧洪水破解漏損難題/本刊
政治：巡視是党内監督戦略性制度安排 彰顯中国 特色社会
主義民主監督優勢/王岐山 ほか
政治：努力建設世界上最強大的政党/何毅亭 ほか
政治：民族国家認同構建的邏輯/周平、新華観察：反全球化
浪潮観察与思考（両篇）反全球化浪潮観察及全球化新動力/
陳宗勝 ほか
投入産出結構、行業異質性与中国経済波動/鄢莉莉、呉利
事変視角下中国経済波動的再審視/祝梓翔、鄧翔
기획특집：중앙－지방의 협력과 소통 企画特集：中央 - 地
方の協力とコミュニケーション
中共中央 国務院関于開展質量提昇行動的指導意見 ほか
中華人民共和国国務院令(第685号）志願服務条例、中華人
民共和国国務院令(第686号）宗教事務条例 ほか
삶이 피어나는 도시의 길을 걷다人生咲く都市の道を歩い
て，기획특집 도시재생 뉴딜정책 企画特集：都市再生ニュー
ディール政策

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
今回の日本シリーズ、セ・リーグで今年一番応援していた横浜ベイ・スターズが下剋上での対戦相手！強かったですね～面白
かった！
もし、第1戦が濱口投手だったら、シリーズ中2回投げて絶対勝てなかった！第6戦の劇的な内川の同点弾！サファテの3イニング
続投など、ありえない。そのありえないことをしなければ勝てなかった。辛うじてつかんだ優勝をセールとともに喜ぶと同時に、
来年度のベイ・スターズの活躍を期待しましよう！
ちらっと思うのは、Ｉさんはどちらを応援してたかな？
次は、ピョンチャンオリンピック！わくわく、ドキドキを楽しみましょう！
10月16日月曜日｢土曜日の西日本新聞を見て･･･｣という電話で都市セミナーの申し込みが数件ありました。実物を確かめようと
したのですが、土曜日の西日本新聞朝刊のどこを見ても見つかりません。｢ありません！｣と投げ出したところ、常務が見つけ出し
ました！なんと2p目の最下段「LIFE SHIFT」の本の広告の中にちらっと告知されていたのです。私はいつも載るイベント案内や地
元の情報のみ探していて、広告欄は見ないままでした。
改めて、先入観にとらわれている自分を反省させられました。常務凄い！
10月は、新しい茅野係長のほかに、畠山尚久研究主査の復帰もあり、白水美津代さんはちょっと前に復帰されていて、少し賑やか
なURCになっています。これからのご活躍をお祈りしています！(崎)
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