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＊＊＊ 資 料 速 報 平成29年11～12月受入分 ｢URC資料室だよりNo.111｣巻末雑誌リストの続き ***
国内雑誌 雑誌名
Z20170841 アジア・マンスリー
Z20170743 アジア・マンスリー
Z20170892 アジア太平洋レビュー
Z20170890 アジア太平洋都市サミット ニューズレター
Z20170914 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLYZ20170820 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLYZ20170819 ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創
る実務情報誌－
Z20170741 ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創
る実務情報誌－
Z20170928 こらぼ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ
Z20170879 シティ情報ふくおか FUKUOKA
Z20170783 シティ情報ふくおか FUKUOKA
Z20170837 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
Z20170919 ながさき経済
Z20170825 ながさき経済
Z20170921 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
Z20170833 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
Z20170850 ふくおかの統計
Z20170755 ふくおかの統計
Z20170910 ふくおか経済
Z20170800 ふくおか経済
Z20170805 みなと総研－みなとから未来へ－
Z20170918 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－
Z20170824 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－
Z20170916 よかネット
Z20170853 運輸と経済
Z20170778 雲のうえ
Z20170801 環太平洋ビジネス情報RIM
Z20170771 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－
Z20170920 季刊中国総研
Z20170880
Z20170828
Z20170860
Z20170775
Z20170862
Z20170764
Z20170807
Z20170893

特集等主な内容
２０１８年アジア経済の見通し
トピックス 混合所有性改革は中国経済を強くするか/三浦有史、アジア
におけるインフラ整備の推進と債券市場の役割/清水聡
論文：ジェンダー化された編入様式－在日外国人の分岐をめぐる分析
枠組み-/樋口直人 ほか
第１２回アジア太平洋都市サミットについて、2018年は明治150周年！
(鹿児島市からの寄稿)英語版、中国語版、韓国語版有
新年のごあいさつ/麻生泰、寄稿：事業継承の勘どころ（その3）～コン
サルティングの現場から～/宇佐美嘉彦 ほか
事業継承の勘どころ（その2）～コンサルティングの現場から～/宇佐美
嘉彦 ほか
地域のガバナンス(共治)はいま：自治体の協働政策と地域ガバナンス
の未来/新川達郎 ほか
再考・自治体間競争：ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 北川正恭・早稲田大学名誉教授に聞く
分権改革・地方創生の推進に善政競争を ほか
潰瘍性大腸炎 全国で最も多い指定難病「潰瘍性大腸炎」
２０１８ 麺の旅。 暮れても、明けても、啜るたのしみ 鶏・醤油・魚 出汁系
新鋭ラーメンに、進化系麺酒場、ブーム再来ナポリタンの話題麺三本
立て!!
酒場ワンダーランド。知っておくだけで自慢できる。忘新年会の最旬ネ
タを大特集。
自走する！地域の情報発信：佐賀県：企業とコラボで知名度UP、田辺
市：外国人スタッフによるインバウンド対策、熱海市
寄稿：｢平戸市未来創造羅針盤｣を旗印に市民総力で躍動する平戸市
づくり！/平戸市長 黒田成彦
寄稿：拡大を続ける欧州の洋上風力発電と日本の課題/織田洋一、レ
ポート：クルーズ船客の受入れ体制－佐世保市の事例を中心に
新年だから、和のことはじめ
年末は、仲間を招いてホームパーティ！
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
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
地域経済の力強さ さらなる成長へ“前身”トップ１４２人に聞く ２０１８年
の戦略
小倉駅南口で約２０年ぶりの大型再開発－北九州再開発－、戸建住
宅、ホステル、福岡の酒蔵
みなと総研設立 ３０周年 ありがとう おかげさまで３０周年
調査：図表でみる２０１７年山口県経済の回顧、山口県内企業経営・設
備投資動向調査
調査：山口県および県内市町における人口流出の状況
NETWORK：小郡駅周辺地区の活性化を考えるワーキング会議がはじ
まります！～メンバー随時募集中～ ほか
強い物流：座談会:「強い物流」に込めた思い/野尻俊明､村上敏夫､重
田雅史､根本敏則、論稿：我国物流の今を俯瞰する ほか
幸福の黄色いカレー カレー オールウェイズ オン マイ マインド。
国家資本による支配強化を図る習近平政権－混合所有制改革のシナ
リオを検証する-/三浦有史 ほか
ネクスト・ジャパン最前線：水道事業の再構築に向けて

地域で取り組む少子化対策：人口学からみた地域の少子化対策/鎌田
健司(国立社会保障・人口問題研究所) ほか
議会月報
特別委員会：議会改革調査特別委員会、常任委員会：第1～５委員会、
協議会：第２委員、第３委員
久留米大学商学研究
論文：小売企業のグローバル競争戦略の構図に関する研究－韓国市
場からの仏ｶﾙﾌｰﾙと米ｳｫﾙﾏｰﾄの撤退の事例を通して/金亨洙
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
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
九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済
西郷レガシー､西郷ヘリテージ、狛犬のワルツ
九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済
竹久夢二、九州への旅路、最高の朝ごはんを求めて
KYUSHU KINGDOM－
九州経済調査月報
九州の不動産
九州産業大学商経論叢
論説：和学における相続税制の展開（前編）/浅川哲郎、商業理論から
考察する商店街の意義－商店街は必要な流通システムなのか-/渡邉
孝一郎 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
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計画行政
人口減少に向けた漸進的な社会のデザイン
計画行政
縮減社会の持続可能性、第３８回全国大会
計画行政
原子力復興政策の経済的側面－福島からの発信
月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創 イノベーション特集：未来を読む 2018年の成長市場、新政策がチャン
生、イノベーション
スを生む、地域特集：千葉県｢ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ日本一」県の実力
Z20170816 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創 イノベーション特集「健康寿命の延伸」で大きなチャンス 人生１００年時
生、イノベーション
代の新市場、地域特集：福岡県 イノベーション人材が集う理由 ほか
Z20170900 建築ジャーナル
木を伐るな：木を伐らないで！、街路樹のもたらす効果を知る/渡辺一
夫 ほか
Z20170798 建築ジャーナル
ポスト資本主義と建築：1『資本主義の終焉』と3.11以後の建築 ほか、こ
ども施設
Z20170907 公益一般法人
NEWS 神奈川県､助成の公益性判断を明示、解説：理事会の実効性評
価の方法－ガバナンス・コードに学ぶ－ ほか
Z20170867 公益一般法人
公益法人会計実務指針における個別論点－｢資産除去債務｣と｢税効
果会計｣－
Z20170806 公益一般法人
“遺贈”入門：遺産の寄付を受け入れるための体制構築の留意点/北詰
健太郎 ほか
Z20170779 公益一般法人
論壇：運転資金への配慮の可能性/石津寿惠、レポート：公益法人が使
わないと損するGoogleのサービス
Z20170868 行政＆情報システム
政府におけるデジタル変革の国際潮流～ICA会議初の日本開催～
Z20170881 財界九州 ZAIKAI KYUSHU
九州・沖縄展望：恒例企画 九州・沖縄の将来を担うキーパーソンが語
る２０１８年
Z20170789 財界九州 ZAIKAI KYUSHU
２０１７「回顧」、進出企業が増える一方で「ひっ迫」する福岡市のオフィ
ス事情
Z20170834 産業立地
ヘルスケア産業：次世代ヘルスケア産業の創出について/山本宣行、
ヘルスケアツーリズムの取り組み/髙橋伸佳 ほか
Z20170915 市街地再開発
制度改正・制定等：住宅宿泊事業に伴うﾏﾝｼｮﾝ標準管理規約の改正
について/国土交通省住宅局市街地建築課ﾏﾝｼｮﾝ政策室
Z20170840 市街地再開発
事業計画情報：福井県福井市・福井駅西口中央地区（建物名称：ハピ
リン）、住宅市街地整備研修会講演録 ほか
Z20170740 市街地再開発
大和駅東側第４地区第一種市街地再開発事業（建物名称：YAMATO
文化森）/事業完了/大和市まちづくり計画部街づくり推進課
Z20170835 市政
健全な上下水道事業を目指して、市政ルポ：薩摩川内市/従来&次世
代エネルギーを融合 子育てしやすい未来のまちづくり
Z20170746 市政
都市自治体に求められる避難所対策、市政ルポ：甲斐市/子育て環境
の向上で人口減少を抑制 目標は生活快適都市の構築
Z20170842 滋賀大学経済学部研究年報
論文：組織論と組織統治論2－｢Simonの組織論」と｢組織の道徳化｣/伊
藤博之 ほか
Z20170808 自治体法務研究－法制執務・政策法務を支援する総 働き方改革と自治体：働き方改革の方向と理念/稲継裕昭 ほか
合情報誌－
Z20170884 週刊東洋経済
２０１８大予測 波乱の年を１４０テーマで見える化！ ３０年間の通信簿 さ
らば平成
Z20170866 週刊東洋経済
ネット広告の闇－広告主と消費者の反乱が始まった クリック至上主義
が招いた不信の渦－
Z20170836 週刊東洋経済
パナソニック１００年目の試練 津賀一宏社長ほかキーマンがすべてを
語った！
Z20170796 週刊東洋経済
沈む神戸製鋼 動き出す３つの再編シナリオ
Z20170794 週刊東洋経済
駅・路線較差：駅の浮沈が示す経済トレンド 乗降人員増減率ランキン
グ 独自集計！５年間で大激変
Z20170777 週刊東洋経済
人生に差がつく経済学－キャリアから恋愛・結婚まで 行動経済学で賢
くなる！－
Z20170754 週刊東洋経済
いま買える 株・投信 世界同時株高 チャンスとリスク総点検 初心者でも
稼げる上昇株の見つけ方
Z20170748 信州大学経法論集
論説：契約の解釈に関する情報－民法改正に対する議論を題材として
-/山代忠邦 ほか
Z20170930 新建築
建築論壇：建築と設計のこれから－若手建築家が語る領域横断型のｺﾗ
ﾎﾞﾚｰｼｮﾝ/大西麻貴ｘ百田有希ｘ畝森泰行ｘ藤原徹平 ほか
Z20170815 新建築
地域医療福祉の拠点が担うもの：大阪府立病院機構大阪国際がんセン
ター/日本設計・竹中工務店共同体 ほか
Z20170846 新都市
コンパクト・プラス・ネットワーク最前線～トップランナー１０都市に聞く立
地適正化計画の真意～
Z20170763 新都市
産業としてのまちづくり、特別寄稿：「みなとまち新潟」の都市計画史、広
Z20170829 西南學院大学經濟學論集
論説：地域と大学の自由な連携：姪浜西南大学まちの進捗(1)/小出英
雄 ほか
Z20170903 西日本文化－CULTURAL STORY OF NISHINIHON明治一五〇年 幕末・維新 九州はどう動いた？
Z20170802 専門図書館
情報流通の今後を考える：オープンサイエンスの進展と日本の動向/林
和弘 ほか
Z20170922 台湾情報誌 交流
習近平の新体制始動と両岸関係の趨勢
Z20170826 台湾情報誌 交流
日本で活躍する台湾企業(Advantech)
Z20170821 地域づくり
官民で取り組む地方創生
Z20170908 地域開発
産業都市・京都の未来－歴史都市の産業政策－
Z20170818 地方自治
継承されるべき地域づくりの理念と自治のこころ－一村一品運動、ふる
さと創生、地方創生そして地域主義へ-/内貴滋
Z20170776
Z20170753
Z20170752
Z20170929
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地方議会改革の文脈を再考する/待鳥聡史 ほか
中国自動運転車 先頭を走る、国連制裁下の中朝国境・丹東を歩く、日
中関係はどのようにすれば良いのか ほか
中国企業 日本ブランドを買収加速、米国への中国人留学生は減少、
今後５年の中国経済はどうなるのか
共生社会を考える～障害者差別解消の取組から：座談会 これまでの市
の取組みを振り返って ほか
Z20170894 帝京大学地域活性化研究センター 年報
特別寄稿：｢地域学への期待－持続可能な地方の創生への貢献｣/岩
瀬公一 報告の部(地域経済学科シンポジウム2016.12.17)ほか
Z20170739 都市とガバナンス－日本都市センター調査研究機関誌－
シリーズ：まちづくりの新展開－景観まちづくり・都市デザインの参加・協
働のプロセス-、テーマ：都市行政におけるオープンデータ ほか
Z20170911 都市計画
担い手不足・超高齢化・ダブルケア時代を生き抜く地域づくり
Z20170902 都市政策
神戸市における人口問題と新たな展望：グローバル競争時代の戦略的
都市人口政策/加藤惠正 ほか
Z20170898 都市政策研究－URBAN POLICY STUDIES研究論文(査読）：PFI型ESCO事業における財政・環境効果と普及に向
けて-埼玉県朝霞地方庁舎ほかエコオフィス化改修事業を事例に/大
島誠
Z20170905 都市問題
第４６回｢都市問題｣公開講座自治体の｢人手不足｣をどう乗り越えるか、
町村総会と小規模自治体のあり方
Z20170810 都市問題
ギャンブル依存症とＩＲ：日本はすでにギャンブル大国/古川美穂 ほか、
介護保険をめぐる現状
Z20170822 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND
都市づくりの新動向：広域連携、立地適正化、エリアマネジメント、担い
INSTITUTE手
Z20170904 東亜－EAST ASIA朝鮮半島めぐるチキンゲーム：トランプ政権の北朝鮮政策と日本がすべ
きこと/渡部恒雄 ほか
Z20170799 東亜－EAST ASIA習近平体制二期目の展望：明日の中国を占う国有企業改革の行方－
「企業統治」の観点からのアプローチ/柯隆 ほか
Z20170849 統計調査ニュース
官庁データサイエンティストの育成を目指して/曾田雅人、H28年社会
生活基本調査 生活時間に関する結果の概要
Z20170757 統計調査ニュース
４５年目を迎える｢統計の日｣～１０月１８日～/三宅俊光
Z20170756 統計調査ニュース
平成２９年就業構造基本調査の実施に向けて～地方統計機構としての
決意～/松尾尚之
Z20170865 同志社大学人文學
長岡省吾による被爆資料の収集・公開・展示－広島平和記念資料館
開館前後の状況について/越前俊也 ほか
Z20170772 同志社大學経済學論叢
論説：不況期の競争と再生産の停滞/谷村智輝
Z20170899 日経アーキテクチュア
編集部が選ぶ１０大建築人 ２０１８、写真で見る１０大ニュース２０１７
Z20170845 日経アーキテクチュア
住宅特集 住み継ぐ改修－空き家化を防げ！、変えすぎない配慮で家
族に寄り添う－
Z20170790 日経アーキテクチュア
採用したい建材・設備メーカーランキング２０１７、フォーカス建築：名古
屋圏の新玄関口､グローバルゲイト、赤坂インターシティAIR
Z20170738 日経アーキテクチュア
有名環境建築その後 特別リポート：アジアに学ぶ大胆リノベ成功術
Z20170906 日経グローカル
人口減少時代の自治体経営 全国首長調査：子育て支援を重視
Z20170859 日経グローカル
市街地再生に新潮流－行政中心から官民連携のまちづくりへ－
Z20170817 日経グローカル
エネルギーの地産地消は根付くか－相次ぐ地域新電力、連携に活路
Z20170784 日経グローカル
地域観光の司令塔、日本版DMO始動 候補法人調査 人材不足、自主
財源確保など課題多く
Z20170933 日経ビジネス
甦れ!日本の品質、時事深層 エコノミスト、著名投資家が読む２０１８年
日銀、市場、景気はこう動く
Z20170883 日経ビジネス
「家族」を考える－つながりの再構築－
Z20170861 日経ビジネス
２０１７ 謝罪の流儀－日産、神鋼は何を間違えたのか－
Z20170831 日経ビジネス
２０１８年 大予測 ここまで変わる｢世界の形｣
Z20170797 日経ビジネス
農業で解決日本の課題
Z20170795 日経ビジネス
英語効用化の虚実 TOEIC５００点で生き残れるか
Z20170768 日経ビジネス
現金消滅－あなたの仕事も消える－
Z20170744 日経ビジネス
失敗の法則－プロジェクトが止まる５つの理由－
Z20170749 彦根論叢－THE HIKONE RONSO－
論文：倒産企業分析からみた企業成長の要件/増山裕一 ほか
Z20170847 福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of
福岡商工会議所 新体制がスタート
Commerce & Industry-会員とともに、市民とともに－
Z20170747 福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of
中小企業のための女性活躍推進
Z20170827 福岡大学大学院論集
人文科学研究科：貧困若年女性のキャリア形成にたいする視角枠組み
の予備的検討－杉田真衣の研究に着目して-/白谷美紗樹 ほか
Z20170812 福貿ニュース－ 福岡貿易会 情報誌－
未来への希望と今そこにある危機！｢中央アジアミッション｣
Z20170848 平和文化 PEACE CULTURE
被爆７２周年平和記念式典－今年七月、国連では、核兵器禁止条約が
採択され、核兵器廃絶に向かう明確な決意が示されました。
海外雑誌 雑誌名
特集等主な内容
Z20170875 FOREIGN AFFAIRS
The Undead Past How Nations Confront the Evils of History,JOE
BIDEN:HOW TO COUNTER THE KREMLIN
Z20170864 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 無私奉献身・傳愛他郷 SELFFLESS SERVICE FAR FROM
台灣光華雑誌
HOME/MISSIONARY PRIESTS IN TAIWAN
Z20170759 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 前進印尼点石成金 INDONESIA:LAND OF OPPORTUNITY
台灣光華雑誌
Z20170891 TDRI QUARTERLY REVIEW
CORRUPTION:LESSONS LEARNED FROM SEOUL TO
BANGKOK/Khanittha Hongprayoon,Deunden Nikomborirak etc.
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
1月31日(水)は月末整理日のため休室します。
Z20170742 地方自治
Z20170886 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門
誌・２００１年創刊－
Z20170809 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門
誌・２００１年創刊－
Z20170927 調査季報－横浜の政策力－
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Z20170901 国際貿易
新形勢下我国利用外資理論創新研究
Z20170871 国際貿易
在全球化変局中構建中国対外貿易新優勢
Z20170858 史學史研究ー歴史理論 歴史教育 歴史文献学 歴史 中国近現代史学：“新史学”視域中的繆鳳林学術/顔克成、陳勇 ほか
編纂学的専門刊物－
Z20170857 史學史研究ー歴史理論 歴史教育 歴史文献学 歴史 中国近現代史学：顧頡剛在厦門大學的≪尚書≫講義/竹元規人 ほか
編纂学的専門刊物－
Z20170856 史學史研究ー歴史理論 歴史教育 歴史文献学 歴史 中国近現代史学：陳垣史学思想的風格与情懐/周少川 ほか
Z20170872 所報
プミポン前国王陛下のチットラダープロジェクト
Z20170765 所報
グローバルリーダーとして備えたい、対話力アップへの一歩とは？、タイ
の地方制度、タイにおけるＳＮＳの現状 ほか
Z20170888 城郷建設
本期話題：論住房限售政策本質及効力/鐘庭軍
Z20170863 城郷建設
城市建設："一張藍圖” 千到底"空間規劃”看長春
Z20170803 城郷建設
房地産業－順応大勢 健康発展/張波、本期話題：農村人居環境整治
各部委、各地区戦力攻堅 ほか
Z20170745 城郷建設
第十一届中国（鄭州）国際園林博覧会主題場館－豫園
Z20170887 新華文摘
政治：深刻認識十月革命重大意義、堅持和発展中国特色社会主義/
劉奇葆 ほか
Z20170870 新華文摘
政治：伝統文化与十八大以来中国外交話語体系構建/孫吉勝 ほか
Z20170769 新華文摘
政治：中国特色社会主義世界意義/季思、関于国家治理的探討（三
篇）国家治理体系現代化視野中的"中国方案＂/何顯明 ほか
Z20170878 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY- 馬克思主義研究専欄：基于社会生産和再生産模型的国際価値領決
定机理研究/劉暁音、宋樹理 ほか
Z20170877 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY- 中国産業部門産業利用率的測度以及影響因素研究/樊茂清 ほか
Z20170774 西北大学学報－哲学社会科学版－
法学研究：党内法規制度専題研究：論党章的最高効力/莫紀宏 ほか
Z20170773 西北大学学報－哲学社会科学版－
経済研究：一帯一路経済学専題研究：一帯一路経済学的研究任務/
白永秀、宁启、超而榮 ほか
Z20170925 지방행정
기획특집：대도시 특례제도 企画特集： 大都市特例制度
Z20170766 지방행정
기획특집：자치경찰제 企画特集：自治警察制
Z20170926 中華人民共和国国務院公報
中共中央辦公庁 国務院辦公庁印発≪関于建立健全村務監督委員会
的指導意見≫ ほか
Z20170912 中華人民共和国国務院公報
中共中央辦公庁 国務院辦公庁印発≪推進互聯網協議第六版(IPｖ6)
Z20170895 中華人民共和国国務院公報
国務院関于印発劃轉部分国有資本充実社保基金実施方案的通知 ほ
Z20170787 中華人民共和国国務院公報
国務院関于開展第三次全国土地調査的通知 ほか
Z20170786 中華人民共和国国務院公報
中共中央 国務院関于対≪北京城市総体規劃（２０１６年-２０３５年）≫
Z20170785 中華人民共和国国務院公報
中共中央 国務院関于營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神
Z20170781 東南亜研究
東南亜国別与地区：新憲法出台与泰国政治走向分析/常翔、張錫鎮
ほか
Z20170780 東南亜研究
亜太政経観察：日本対東盟的環境外交/董亮
Z20170924 도시문제－ URBAN AFFAIRS－
삶이 피어나는 도시의 길을 걷다人生咲く都市の道を歩いて，기획특
집 혁신도시 시즌２ 企画特集 革新都市シーズン2
Z20170767 도시문제－ URBAN AFFAIRS－
삶이 피어나는 도시의 길을 걷다人生咲く都市の道を歩いて，기획특
집 8.2부동산대책 企画特集8.2不動産対策
Z20170874 北京師範大学学報 社会科学版
教育論壇：教育経済 農村寄宿制学校中的校園霸凌研究/陸偉、宋映
泉、梁凈 ほか
Z20170873 北京師範大学学報 社会科学版
教育論壇：中国現代教育的発展与創新競争力的比較研究/李金華 ほ
か
Z20170750 北京師範大学学報 社会科学版
社会治理：超越国家環是被国家馴服？-国際非政府組織生成的人類
学研究-/韓俊魁 ほか
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

新年、明けましておめでとうございます。
思いがけず寒い日が続きますが、皆様良い年をお迎えのことと存じます。
私自身、反省すべきことを数えればきりがありませんが、年末はそんな自分をちょっと許せる気持ちになるから不思
議です。とはいえ新しい年。昨年より少しはましな自分になりたいと思いますが、相変わらず毎日がバタバタの日々
です。
今回のナレッジコミュニティは、久しぶりにミニセミナー形式で行います。グループワークが苦手な方にも安心して
参加していただける企画にしています。それでも質疑応答は密に、濃くできますのでお気軽にお話ください。同時
に、柳さんのURCでの年間の活動を振り返るささやかな展示も行う予定です。こちらも、どうぞお楽しみに！
ところで、資料室は今北側がちょっと明るくなっていま
す。｢天神ビッグバン｣のおかげでお隣のビルが解体され
たため、見晴らしがよくなっているだけでなく、建設工
事が始まり、ビッグバンの息吹が感じられる眺めになっ
ています。昨年4月に起こった3億8千万円強奪事件の現場
でもあります。クレーンなど重機を使った作業にご興味
のある方に特にお勧めします。（崎）

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
1月31日(水)は月末整理日のため休室します。

