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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30年3月受入分 ＊＊＊
図書資料
登録番号 書 名 １
201700110 ｢住んで、来て、楽しいふくおかの街づくり｣～ポテンシャルを
生かした新しい福岡の魅力づくり～ 福岡アジア都市研究所
平成29年度市民研究員 研究成果発表会 配布資料
201700111 福岡の多文化共創社会を考える―地域と外国人留学生が
Win-Winの関係になるために―平成29年度 第４回ＵＲＣナ
レッジコミュニティ 配布資料
201700112 熊本地震調査報告書
201700113 日本コンベンション都市ガイド－施設の概要と公的支援－
201700114 環境ラベルの現状とその役割－日中比較の視点から考察
する－
201700115 平成２８年熊本地震 熊本市 震災記録誌～復旧・復興に向
けて～発災からの１年間の記録
201757269 都市計画年報 平成２８年 ２０１６年
201757270 世界年鑑 ２０１８－KYODO NEWS WORLD YEARBOOK 201757271 デザイニングWebアクセシビリティ－アクセシブルな設計やコ
ンテンツ制作のアプローチ－
201757272 アーバン・カタリスト = Urban Catalyst－実践・都市再編集の
現場から－
201800001 研究所レポート２０１７ NO.１ ２０１５年国勢調査に基づく新宿
区将来人口推計
201800002 研究所レポート２０１７ NO.２ ２０１５年国勢調査データからみ
る新宿区の特徴
201800003 研究所レポート２０１７ NO.３ 新宿区のまちの魅力の研究(２)
201800004 MICE PLANNERS GUIDE 2018年版－MICE JAPAN 2018
年4月号 別冊－
中国語資料
A00004682 北京統計年鑑 ２０１７-BEIJING STATISTICAL
YEARBOOK- ２０１７-SHANGHAI STATISTICAL
A00004683 上海統計年鑑
YEARBOOK- ２０１７-YUNNAN STATISTICAL
A00004684 雲南統計年鑑
YEARBOOK-（総第３３期
NO．３３） CITY STATISTICAL
A00004685 中国城市統計年鑑
２０１７－CHINA
YESRBOOK- ２０１７ TIANJIN STATISTICAL YEARBOOK
A00004686 天津統計年鑑
A00004687 砥砺奮進的五年－从十八大到十九大 ２０１７年主題出版重
点出版物－
韓国語資料
B00001388 부산다운건축 ２０１７ ＴＨＥ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ ＯＦ ＢＵＳ
ＡＮ
B00001389 제조업 실태조사 2016년 기준 부산광역시
B00001391 지역내총생산 2015년 기준 부산광역시 GROSS
REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
B00001392 사업체조사 보고서 2016년 기준
行政資料
G20170057 選挙人名簿登録人員調 平成３０年３月１日現在Fc
G20170156 国勢調査報告 平成２７年 第４巻 世帯構造等基本集計結果
その１ 全国編 2015 POPULATION CENSUS OF JAPAN 41
G20170157 国勢調査報告 平成２７年 第４巻 世帯構造等基本集計結果
その２ 都道府県・市区町村編 ⑥九州・沖縄 2015
POPULATION CENSUS OF JAPAN 4-2-⑥
G20170158 福岡市水質測定結果報告書 平成２８年度（２０１６年度）版
G20170159 衆議院議員総選挙 第４８回 ・最高裁判所裁判官国民審査
第２４回 結果しらべ-平成２９年１０月２２日執行－
G20170160 当初予算資料 平成３０年度 その一 その二
G20180001 特別区の統計 第３７回 平成２９年版
G20180002 福岡県の下水道 平成２９年度版 平成３０年３月
国内雑誌 雑誌名
Z20171194 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20171097 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20171160 ACE建設業界

著者名１
福岡アジア都市研究所

出版年月
2018年3月

柳基憲

2018年2月

日本都市計画学会九州支部熊本地震災害調査特別委
員会
日本政府観光局(JNTO)コンベンション誘致部
侯利娟

2018年2月

熊本市都市政策研究所

2018年3月

都市計画協会
共同通信社
太田良典

2018年2月
2018年3月
2015年7月

藍谷鋼一郎

2018年1月

新宿区新宿自治創造研究所

2018年3月

新宿区新宿自治創造研究所

2018年3月

新宿区新宿自治創造研究所
MICE ジャパン

2018年3月
2018年3月

2018年2月
2018年3月

北京市統計局
上海市統計局
雲南省統計局
国家統計局城市社会経済調査司 編
天津市統計局
砥砺奮進的五年編写組

2017年10月
2017年11月
2017年9月
2017年12月
2017年11月
2017年11月

부산관역시 창조도시국 건축주택과

2017年12月

부산광역시
부산광역시

2017年12月
2017年12月

부산광역시

2017年12月

福岡市・区選挙管理委員会事務局
総務省統計局

2018年3月
2018年1月

総務省統計局

2018年1月

福岡市環境局環境監理部環境保全課
福岡市・区選挙管理委員会

2018年2月
2018年3月

福岡市議会事務局調査法制課
2018年2月
特別区協議会事業部調査研究課
2018年3月
福岡県建築都市部下水道課
2018年3月
特集等主な内容
サンフランシスコ－都市の変容
新しい歴史の創造-第2回シカゴ建築ビエンナーレのその後
建設キャリアアップシステム始動

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
4月27日（金）は月末整理日のため休室します。
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Z20180037 AJJ-ASIA JAPAN JOURNAL -国士舘大学アジア・日本研 論説：徳川日本・ﾛｼｱ・アイヌ交流史と本多利明の開発経済論（１）-天
究センター紀要明６年（１７８６）成立最上徳内書簡『乍恐以書付奉申上候』-冒頭部を
中心として-/宮田純
Z20171188 ANNUAL REPORT ライブラリーサイエンス専攻 年報
シンポジウム 情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・学界、発表報
告 記録管理学界、ワークショップ IIIFワークショップｉｎ九州
Z20171159 APPROACH
スペインのパラドール-歴史遺産を活用した国営ホテル：パラドールを
巡る旅/櫻井義夫；歴史,文化,自然を体験するパラドール ほか
Z20180036 ASIAN BREEZE
いま、女性たちは；紛争解決および平和構築への女性の貢献のために
/橋本ヒロ子
Z20171116 ＢＺ空間－ビジネス不動産情報誌－
市場が変わる、ビジネスが変わる オフィスマーケット未来予測
Z20171142 CASA BRUTUS
CAFE&ROASTER カフェとロースター
Z20171133 CONTAINER AGE
内外日東のユニークな経営戦略 国内外でロジスティクスに注力
Z20180026 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ
Top Interview：福岡の食を支えて１１０年。全てにこだわるところから生
MONTHLY SURVEY－
まれる「食の幸」。/山口毅 ほか
Z20171157 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ
Top Interview：「治す・支える」をテーマに、私たちの事業やサービス
MONTHLY SURVEY－
で、地域の皆様に寄り添いたい。/青藍会グループ 阿武義人氏 ほか
Z20171170 ｆＵ＋－エフ・ユープラス－
地域の特性や課題に応じて取組む“まちプロ” 巻頭メッセージ：住みや
すくチャレンジできるまち福岡市 さらなる飛躍を目指して/髙島宗一郎
福岡市長
Z20171169 ｆＵ＋－エフ・ユープラス－
地域の特性や課題に応じて取組む“まちプロ” 巻頭メッセージ：住みや
すくチャレンジできるまち福岡市 さらなる飛躍を目指して/髙島宗一郎
福岡市長
Z20171145 GA JAPAN
100details-百の納まり
Z20171130 I-HOUSE QUARTERLY
多様性と調和のある日本へ/土井香苗
Z20171121 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
先進技術を活用した新たな試み ほか
Z20171182 KANSAI空港レビュー
第９回 懇話会：大阪駅開発と鉄道整備/西川直輝、航空交通研究会研
究レポート：地方空港における訪日外国人の受け入れと課題/小島克
巳
Z20171139 KUMAMOTO 地方経済情報
レポートⅠ：熊本地震と地域社会の持続可能性の力強さ、レポートⅡ：
県内市町村の地域特性分析～豊かさと地域社会の持続可能性～
Z20171096 LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデザイン 暮らしの景 広場建築
観・環境をデザインする－
Z20180016 Letters Arpak-レターズアルパック－
はるばる
Z20180042 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
富士のふもとの大博覧会2018ふもと博 ほか
Z20171137 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
地域の産業集積の強みを生かしMICE誘致を進める愛知・名古屋/堀
崎亘、川島久男 ほか
Z20171122 NEXTCOM -情報通信の現在と未来を展望する－
情報通信市場と競争 ほか
Z20171099 Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－
ななつ星の光
Z20180032 RESEARCH CENTRAL RESEARCH INSTITUTE NEWS &
福岡から診る大気環境研究所 環境省の「PM2.5越境大気汚染監視体
REPORT
制整備事業」による新たな大気観測機器の設置/原圭一郎 ほか
Z20171138 WA 福岡のアート情報誌
アート、見つけよう！；桜とお城、ときどきアート福岡城まるごとミュージア
ム；春のアートイベントガイド；AＲＴ TRIP IN 秋月；福岡市華道展
Z20171185 WESTERN JAPAN NDIC NEWS－西部地区自然災害資料 平成２９年７月 九州北部豪雨：｢災害概要｣北部九州豪雨災害 ほか、
センターニュース－
報告：平成２９年度防災・日本再生シンポジウム
Z20171126 アジア・マンスリー
トピックス：転機を迎える中国の対外直接投資/佐野淳也、半導体需要
にけん引される韓国・台湾経済/松田健太郎
Z20171177 アジア太平洋都市サミット ニューズレター
第12回アジア太平洋都市サミット特設サイトについて、国連ハビタット福
岡本部だより(連載16)第９回世界都市フォーラム
Z20180011 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY巻頭言～働き方改革で、「最高の品質で社会に貢献」～/岩㟢義和
Z20171089 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY寄稿：人材還流による国際介護は新しい段階に入った/小川全夫
Z20180040 ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実 自治体職員の魅力をどう高めるか-人手不足時代の自治体人材マネジ
務情報誌－
メント ほか
Z20171111 ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実 被災自治体職員の使命-東日本大震災から７年 ほか
務情報誌－
Z20180024 こらぼ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ
細菌性食中毒 意外と知らない細菌食中毒の種類と症状
Z20171172 シティ情報ふくおか FUKUOKA
福岡の心地いい暮らし。2018春号
Z20171118 データ九州
九州・山口企業の海外進出2017
Z20180015 ながさき経済
寄稿：長崎再生に向けて「養殖」を考える/征矢野清
Z20171093 ながさき経済
レポート：県内留学生の就職と卒業後の活躍事例①
Z20180007 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
わたしたち福岡生まれCOLLECTION
Z20171098 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
西鉄甘木線に乗ってのんびりおでかけ
Z20171134 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
Z20171192 ふくおか経済
ＡＳＥＡＮ地域にはばたく地場企業、都心部商業施設、ＶＲ技術
Z20171092 ふくおか経済
飛躍へのステップ、IPOへの挑戦、AI活用 県産ブランド農産物
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
4月27日（金）は月末整理日のため休室します。
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Z20180008 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－
Z20171171 リベラシオン－人権研究ふくおか－
Z20171131 運輸と経済
Z20171148 雲のうえ
Z20171141 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－
Z20180010 季刊中国総研
Z20171191 久留米大学経済社会研究所紀要
Z20171143 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－
Z20171140 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
KINGDOM－
Z20171117 九州経済調査月報
Z20171178 九州産業大学産業経営研究所報

調査：山口県民の買物場所の実態、山口県内企業経営・設備投資動
向調査
提言：学ぶことが未来を創る/田中淳夫、2017年度第３回啓発担当者の
ための人権講座より：ﾍｲﾄｽﾋﾟｰﾁ解消法と啓発の課題/櫻庭総 ほか
首都圏空港のこれまでとこれから 空港整備を振り返って/山内弘隆 ほ
か
雲の上旅行社；万歩計と歩く旅；１０年目の北九州
ネクスト・ジャパン最前線：物流、ロジスティクス-その先の大変革へ
地域産業発展史-広島県編-概要版
プロジェクト研究：筑後川流域における文化資源とその活用/浅見良露
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
幕末・明治 時代が生んだ九州企業；阿蘇、未来への福音

居住地域の高齢化対応
コミュニティバス運行管理支援システムにおける収集データの活用に関
する研究/稲永健太郎、成凱 ほか
Z20171163 九州産業大学商経論叢
研究ノート：昭和３０年代の九州北西部におけるバス事業計画について
Z20180025 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、 イノベーション特集：TOKYO２０２０「レガシー」を生む新ビジネス、地域
イノベーション
特集 黒岩祐治・知事ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：神奈川県 健康寿命日本一へ、変わる
巨大経済圏
Z20171113 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、 イノベーション特集：SDGｓ×イノベーション世界を変えるビジネスのつく
イノベーション
り方、地域特集 河野俊嗣・知事ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：宮崎県 焼酎王国、注目の食
ビジネス
Z20180004 建築ジャーナル
大阪建築愛：日本橋の家、船場ビルディング、リバーサイドビルディン
グ、友安製作所 Cafe＆Ｂａｒ阿倍野 ほか
Z20180012 公益一般法人
日本相撲協会への是正勧告を要求
Z20171156 公益一般法人
定期提出書類“まるわかり”
Z20171102 公益一般法人
民間公益活動の促進へ 大阪でフィランソロピー会議発足
Z20180009 広島大学現代インド研究－空間と社会－
研究ノート：インド2006年森林権法の成立と実施における政治過程/大
田真彦、廃棄物回収児童への社会配慮に関する一考察/三宅博之
Z20171179 財界九州 ZAIKAI KYUSHU
テーマレポート：九州観光を支えてきた「温泉地」の今・・・ 活況!!沖縄
その背景には前県政時代に蒔いた｢種｣が･･･ ほか
Z20171187 産業立地
地域未来投資：視点 地域未来投資促進法への期待/松原宏、地域未
来投資促進法に関する施策や支援について/善明岳大
Z20171119 市街地再開発
制度の紹介等：Park－PFIの概要と活用方法について/野村亘；よこは
ま団地再生コンソーシアム～公的住宅供給団体等が連携した新たな団
地再生の取り組み～/よこはま団地再生コンソーシアム 金融支援ワー
キング
Z20171132 市政
Z20171110 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－
Z20171186 自然災害科学研究協議会 西部地区部会報 研究論文集
Z20171151 鹿児島大学経済学論集
Z20171150 鹿児島大学経済学論集
Z20180001 週刊東洋経済
Z20171183 週刊東洋経済
Z20171153 週刊東洋経済
Z20171129 週刊東洋経済
Z20171103 週刊東洋経済
Z20180019 尚絅大学研究紀要 Ａ.人文・社会科学編，Ｂ.自然科学編
Z20180020 上智アジア学
Z20180041 新建築

都市農業のあり方を展望する
民泊と自治体の役割、トピックス：外国人労働者の受入と地方分権 ほ
か
平成29年度 自然災害研究協議会西部地区部会発表論文：耐津波防
波堤に用いる被覆ブロックの最適な形状に関する検討 ほか
論説：国民勘定行列に基づいたマクロモデル/金丸哲 ほか
論説：現代社会からみた地域社会の認識と地域情報化に関する試論/
城戸秀之 ほか
２０年後 日本の難題 衝撃の未来像 未来予測＆年表で備える人口減,
超高齢化のインパクト、あなたの街は生き残れるか？
電力激変：脱炭素へマネーが動く！エネルギーの大革命、電力会社の
優勝劣敗、欧州発 脱炭素化＆再エネの波
非正規が消える－契約社員、パート、派遣 無期限雇用化の同一賃金
の衝撃 ４５０万人が対象、４月開始へ待ったなし！－
荒波相場に負けない 先読み投資術：適温相場は曲がり角へ､投資の
新潮流をつかめ、会社四季報最新先取りランキング
トヨタ生存の条件
Ａ 公立図書館の指定管理者制度導入状況：近年の動向/桑原芳哉 ほ
か、Ｂ 熊本の郷土料理の背景とその特徴/守田真里子 ほか
「ブハイラ：エジプトの潟湖地域-ナイル・デルタ周辺地域の学際的な
ローカル史」；「トルコにおけるイスラム主義と世俗主義」
建築論壇：未来に向けた時間の継承/堀部安嗣（建築家）×加藤耕一
(建築史家)

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
4月27日（金）は月末整理日のため休室します。
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Z20171114 新建築

建築論壇：東日本大震災３つの釜石地区復興プロジェクトを起点として
/赤松佳珠子、乾久美子、ヨコミゾマコト、小野田泰明
Z20171180 新都市
下水道・公園等における民間による事業運営
Z20171105 成蹊大学アジア太平洋研究
アジアにおける分断と交差
Z20180023 政策情報かわさき
多様な働き方を目指して ほか
Z20171123 西南学院大学国際文化論集
論説：19世紀アメリカンボードの宣教思想Ⅱ１８５１－１８８０（５）/塩野和
夫 ほか
Z20171175 西南学院大学人間科学論集
礒望教授、賀戸一郎教授 古希記念号：先生の古稀とご退職をお祝い
して/渡邊均、略歴
Z20171124 西南學院大学經濟學論集
論説：金融資産取引の単純モデル/仲澤幸壽 ほか
Z20171174 西南學院大學商學論集
論説：中国における日系自動車部品サプライヤーの集積地とそのパ
フォーマンスとの関係/王忠毅 ほか
Z20180006 西日本文化－CULTURAL STORY OF NISHINIHON明治・大正 博多どんたく・松囃子、四王寺三十三観音霊場
Z20171184 専門図書館
図書館をアピールする：雑誌の図書館｢大宅壮一文庫｣再生への挑戦/
鳥山輝 ほか
Z20171100 台湾情報誌 交流
台湾アイデンティティにつながった「環島」
Z20171162 大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター年報
論考：金民論-在日朝鮮女性を描いた小説家/宋恵媛 ほか
Z20171090 地域づくり
平成29年度ふるさとづくり大賞
Z20171125 地域開発
古民家を、開く。
Z20180039 地方自治
子供の貧困問題における地方公共団体の役割・対策について/荒井崇
ほか
Z20171112 地方自治
地方自治法とともに歩む/西尾勝、日本国憲法のもと七〇年、地方自治
の相貌/大森彌 ほか
Z20171193 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・ ｢習一王｣による長期政権体制の誕生、習主席の２期目新体制が本格
２００１年創刊－
的にスタート、中国政府､国民に２０項目の｢贈り物｣ ほか
Z20171095 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・ 中国「トイレ革命」日本企業に好機 ほか
２００１年創刊－
Z20180021 調査季報－横浜の政策力－
データ活用の現在とこれから ほか
Z20171166 都市・建築学研究-九州大学大学院人間環境学研究院紀要 福岡市分譲マンション建替え可能性の検討/下田翔太、趙世晨 ほか
Z20180005 都市政策
神戸の都心の将来像：神戸をもう一度つくる/羽藤英二、動き始めた都
心再編-知識創造とｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの拠点へ-/加藤惠正 ほか
Z20180043 都市問題
女性の貧困；現代の公的賃貸住宅
Z20171107 都市問題
フクイチ被害、その後-「心の除染」に抗う；地域と祭り
Z20171106 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND INSTITUTE-「改正民法公布と改正宅地建物取引業法」
Z20180038 東アジア研究－東アジア学会機関誌－
新たな国際情勢下の東北アジア地域経済協力/小川雄平 ほか
Z20180014 東亜－EAST ASIA米中“新時代”のアジア：トランプ政権と米国のアジア戦略の現状/川上
高司 ほか
Z20171101 東亜－EAST ASIA日中関係の変遷をたどる ほか
Z20171165 東亜経済研究
論文：「スギ・ヒノキ花粉症の解決」と「林業再生」の研究/山根博文、塚
田広人 ほか
Z20171164 同志社大学 評論・社会科学
論文：「都心回帰」による大都市のﾏﾝｼｮﾝ住民と地域生活-京都市中京
区と大阪市中央区のﾏﾝｼｮﾝ住民調査より-/鰺坂学 ほか
Z20180018 同志社大学人文學
ショーペンハウワーと涅槃/林克樹 ほか
Z20180017 同志社大学文化學年報
松藤和人先生、中井義明先生、石坂尚武先生 退職記念論文集
Z20171136 同志社大學経済學論叢
論説：創造都市ネットワークの展開とその可能性/佐々木雅幸、竹谷多
賀子
Z20171168 同志社法學
瀬川晃教授古稀記念論集：第１部 島の法的地位－南シナ海仲裁判決
の第１２１条３項の解釈をめぐって-/坂元茂樹 ほか
Z20171167 同志社法學
瀬川晃教授古稀記念論集：第２部 犯罪被害者の人権と被害者支援/
川本哲郎 プラン研究
ほか
Z20171173 日経アーキテクチュア
住宅特集
縮小時代の｢開き方｣
Z20171115 日経アーキテクチュア
都市の新鉱脈 日米スタジアム徹底解剖 ほか
Z20180003 日経グローカル
２０１８年度都道府県予算 ２年連続マイナス 待機児童・貧困対策・教育
に手厚く
Z20171152 日経グローカル
道半ばの地方版総合戦略－東京一興集中が加速、人口減に歯止め
かからず－
Z20171104 日経グローカル
大規模災害、地域力で向き合う 住民主体のネットワークづくり進む
Z20180002 日経ビジネス
日本電産 真の働き方改革 編集長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ－働き方改革、実に奥が
深い/日本電産 永守重信 会長兼社長CEO
Z20171181 日経ビジネス
成功する副業－会社と個人の新たな関係－
Z20171144 日経ビジネス
大事なのは高校－人手不足に克つ新・人材発掘術－
Z20171120 日経ビジネス
給料はもっと上がる 500社調査 賃上げ余力ランキング
Z20171091 日経ビジネス
３・１１ ７年が生んだ未来
Z20171161 福岡国際大学紀要
論文：漢字文化圏における一里塚的な研究成果-曽大興の『文学地理
概論』/梅村惟一・梅村佳惟 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
4月27日（金）は月末整理日のため休室します。
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Z20180013 福岡女子大学人間環境学部紀要
Z20171094
Z20171135
Z20180033
Z20180035
Z20180034
Z20180031
Z20180030
Z20180027
Z20180028
Z20180022
海外雑誌
Z20171149
Z20171155
Z20171158
Z20171195
Z20171154
Z20171147
Z20171176
Z20171146
Z20171190
Z20171189
Z20171128
Z20171127
Z20171108

揮発性成分データのPLS回帰分析に基づく辛子明太子の香りの官能
評価スコアの予測/菊池佑美佳、南育子、中島和洋、渡部朗子、石川
洋哉
福岡女子短大紀要
原著論文：女子大学生における初経年齢と体系・運動意欲との関係/
福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of Commerce & 「ファッションの街、福岡」を発信して10年
福岡大学スポーツ科学研究
田中宏暁教授 退職記念号
福岡大学工学集報
福岡市那珂川に架橋された噴泉橋の変遷/石橋知也、柴田久
福岡大学理学集報
論文：加速器質量分析法による九重火山群、黒岳火砕流堆積物の放
福岡大學商學論叢
森正紀教授 退任記念号 ほか
福岡大學商學論叢
居城克治教授 退任記念号 ほか
福岡大學人文論叢
白川琢磨教授、紙屋正和教授、篠崎省三准教授、輪田裕教授、松浦
崇教授 退職記念号 ほか
福岡大學法學論叢
論説：格付機関の役割と法的規制-EU法およびドイツ法の視座-/久保
寛展
ほか
平和文化 PEACE CULTURE
ノーベル平和賞授賞式への出席
雑誌名
特集等主な内容
Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台 時代・記憶-修復師灣光華雑誌
国際貿易
封面文章：新時代：推動形勢 全面開放新格局/李光輝 ほか
所報
2017年下期タイ国日系企業景気動向調査、ﾊﾞﾝｺｸ都の屋台規制強
化、ﾊﾞﾝｺｸの屋台：タイ人が直面する表裏一体の問題 ほか
城郷建設
市政基礎設施規劃専題：創新実践 智慧運営/郭慧、水務智慧運営与
管理/王靖淇 ほか
城郷建設
本期話題：合久必分、分久必合－垃圾分類下固廃産業新格局/薛涛
ほか
城郷建設
本期話題：共建共管 詩意栖居-江西省上饒市創新城市管理工作紀実
/汪紅蕾 ほか
新華文摘
政治：関于中国干部選任制度優化的討論（両篇）干部選任：関鍵環節
及其関鍵問題/桑玉成 ほか
新華文摘
政治：推動構建人類命運共同体的路径選択/李景治 ほか
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≪関于分類推進人オ評価機制改
革的指導意見≫ ほか
中華人民共和国国務院公報
国務院辦公庁関于印発基本公共服務領域中央与地方共同財政事権
和支出責任劃分改革方案的通知
中華人民共和国国務院公報
中共中央 国務院関于実施郷村振興戦略的意見 ほか
中華人民共和国国務院公報
国務院関于加強質量認証体系建設促進全面質量管理的意見 ほか
도시문제－ URBAN AFFAIRS－
삶이 피어나는 도시의 길을 걷다人生咲く都市の道を歩いて，기획특
집 새 정부의 일자리 정책 방향 企画特集 新政権の意思決定の方向
性

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

新しい年度が始まりました！
今年度、URCは設立30周年を迎えます。30年前から大きく変わったのは、URCにおける男女の比でしょうか？女性の割合
いが、だんだん大きくなってきています。今年度、初めて女性の副理事長をお迎えいたしました。URCも女性が活躍でき
る職場としてますますパワーアップしてまいります。
ところで、今年の桜は最高でしたね！満開前後から暖かく安定した晴天が続き、夜桜見物にも優しい気候でした。こん
なに暖かければ、あっという間に散ってしまいそうなのに、満開状態が続き、長く花を楽しむことが出来ました。夜桜見
物はできなくても、私も近所の所々でお花見しました。
桜も良いのですが、私個人のこの時期の楽しみは雪柳。この頃は、歩行者や利用者の安全の為か、公園や生け垣の雪柳
がつんつんに剪定されて、柳本来の流動性が失われてとても残念です。その昔、南保健所の歩道側の生け垣は雪柳で、毎
年楽しみにしていたのですが、ある時短く剪定されて、何年か経つうちいつの間にか無くなっていました。そこで、お気
に入りは民家の庭に咲く、剪定を免れた雪柳。良いスポットをご存知の方は、是非ご紹介ください！
もちろん、特別寄稿の木村さんが今号でご紹介してくださったチャンチンの藤も大好きです！
担当者山崎のこころの声：早いもので、30年も居てしまいました。（都市政策資料室ならもっとですが･･･）多くの方がレベルアップしてURCを卒業
される中、落第ばかりの30年でしょうか？それでも、ここまで来られたのは健康に恵まれたことと、URCの歴代職員や家族の支えがあったから。この
ことを素直に喜びたいと思います。そこで、これから私的にURCを｢ウレシー｣と呼ぶことにいたしました。常に嬉しい山崎でいようと思っています。こ
れからも、皆様よろしくお願いいたします。
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