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図書資料

登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201800005 発展する地域衰退する地域－地域が自立するための経済学 Jacobs  Jane 2012年11月
201800006 中国人の本音－日本をこう見ている－ 工藤哲  2017年5月
201800007 中国-とっくにクライシス、なのに崩壊しない"紅い帝国"のカラク

リ 在米中国人経済学者の精緻な分析で浮かび上がる
何清漣 2017年7月

201800008 外国人労働者をどう受け入れるか－「安い労働力」から「戦力」
へ－

NHK取材班 2017年8月

201800009 フィリピン－急成長する若き「大国」－ 井出穣治 2017年2月
201800010 地域の力を引き出す企業―グローバル・ニッチトップ企業が示す

未来－
細谷祐二 2017年7月

201800011 IoTとは何か－技術革新から社会革新へ－ 坂村健 2016年3月
201800012 IoTを支える技術－あらゆるモノをつなぐ半導体のしくみ－ 菊地正典 2017年3月
201800013 中国メディア戦争－ネット・中産階級・巨大企業－ ふるまいよしこ 2016年5月
201800014 シェアリング・エコノミー = SHARING ECONOMY－Uber、Airbnb

が変えた世界－
宮﨑康二 2015年7月

201800015 赤い帝国・中国が滅びる日－経済崩壊・習近平暗殺・戦争勃発 福島香織 2016年11月
201800016 人工知能－機械といかに向き合うか－ ダイヤモンド社 2016年9月
201800017 世界一訪れたい日本のつくりかた－新・観光立国論〈実践編〉－ Atkinson  David 2017年7月
201800018 新移民時代－外国人労働者と共に生きる社会へ－ 西日本新聞社 2017年11月
201800026 ふくおか喫茶店文化史①マッチラベルと広告－大正・昭和懐か

しの喫茶店－
益田啓一郎 2017年10月

201800027 子育ち・子育ての地域援助システムの研究－ジェネラティビティ
に関するインタビュー調査から  調査研究報告書－

加藤邦子 2018年4月

201800028 地価公示  平成３０年 国土交通省土地鑑定委員会 2018年3月
201800029 地域ハンドブック  ２０１８年度版－地域データと政策情報－ 日本政策投資銀行地域企画部 2018年4月
201800030 Fukuoka Growth 2018 NEXTera フクオカグロース 2018 ネクスト

エラ 福岡成長潜力－創福 次の時代を創る成長都市 福岡市の
データブック－

福岡アジア都市研究所情報戦略室 2018年3月

201800031 Fukuoka Growth 2018 NEXTera フクオカグロース 2018 ネクスト
エラ 福岡成長潜力－創福 次の時代を創る成長都市 福岡市の
データブック－

福岡アジア都市研究所情報戦略室 2018年3月

201800032 住んで、来て、楽しい福岡市の街づくり～ポテンシャルを生かし
た新しい福岡の魅力づくり～－平成２９年度 市民研究員 研究
報告書－

福岡アジア都市研究所 2018年3月

201800033 住んで、来て、楽しい福岡市の街づくり～ポテンシャルを生かし
た新しい福岡の魅力づくり～－平成２９年度 市民研究員 研究
報告書－

福岡アジア都市研究所 2018年3月

201800034 都市自治体の文化芸術ガバナンスと公民連携 日本都市センター 2018年3月
201800035 都市自治体による持続可能なモビリティ政策－まちづくり・公共

交通・ICT－
日本都市センター 2018年3月

201800036 ドイツの空き家問題と都市・住宅政策 日本都市センター 2018年3月
201800037 都市自治体の子ども・子育て政策 日本都市センター 2018年3月
201800038 都市の未来を語る市長の会 (2017年度) 超高齢社会のまちづく

り－健康・社会参加・交通をキーワードに－、所有者不明の土
地・空き家への対応策

日本都市センター 2018年3月

201800039 豊中市民の生活の質に関する調査研究－とよなか都市創造研
究所研究報告書－

とよなか都市創造研究所 2018年3月

201800040 豊中市活性化に向けた調査研究Ⅱ－とよなか都市創造研究所
研究報告書－

とよなか都市創造研究所 2018年3月

201800041 地域課題研究 ２０１７年度 北九州市立大学地域戦略研究所 2018年3月
201800042 北九州における集客イベントの効果と展望 （4）～ミクニワールド

スタジアム北九州 オープン１年目の現況調査～２０１７年度 地
域課題研究

北九州市立大学地域戦略研究所 2018年3月

行政資料 書 名 １ 著者名１ 出版年月
G20180020 福岡県高齢者保健福祉計画（第８次）－高齢者がいきいきと活

躍でき医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で 安心し
て生活できる 社会づくり－平成３０年度(２０１８年度)→平成３２年
度(２０２０年度)

福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推
進課

2018年3月

G20180021 我が国人口・世帯の概観 平成２７年国勢調査－
2015POPULATION CENSUS OF JAPAN OVERVIEW OF
POPULATION AND HOUSEHOLDS OF JAPAN-

総務庁統計局 2018年3月

G20180022 札幌市統計書  平成２９年版 札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課 2018年3月
G20180023 大阪市統計書  第１０５回  平成２９年版 大阪市都市計画局企画振興部統計調査担当 2018年3月
G20180024 ふくおかしの家計簿 平成３０年度－福岡市の平成３０年度予

算、財政状況、将来にわたり持続可能な財政運営に向けた取組
みを紹介します！－Fc

福岡市財政局財政部財政調整課 2018年5月

（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5月受入分 ＊＊＊

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
6月29日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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G20180025 福岡の都市計画  ２０１８ Fc 福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課 2018年4月

G20180026 大都市比較統計年表  平成２８年 大都市統計協議会 2018年3月
G20180027 世界に誇れる「まち」の実現に向けた取組 平成２９年度 広島市企画総務局企画調整部政策企画課 2017年10月
国内雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20180214 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20180176 ACE建設業界
Z20180168 CASA BRUTUS

Z20180165 CONTAINER AGE

Z20180141 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
Z20180186 KANSAI空港レビュー

Z20180162 KUMAMOTO 地方経済情報

Z20180228 NEXTCOM -情報通信の現在と未来を展望する－

Z20180140 Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－

Z20180155 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20180207 The  Community コミュニティ
Z20180179 TOYONAKAビジョン２２

Z20180169 Ｗｈａｔ IＳ ＩＴ？－公益財団法人九州先端科学技術研究所 広報
誌－

Z20180153 アジア・マンスリー

Z20180231 アジア太平洋都市サミット ニューズレター

Z20180226 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20180222 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務
情報誌－

Z20180180 シティ情報ふくおか  FUKUOKA
Z20180229 ながさき経済

Z20180171 ふくおかの統計

Z20180210 ふくおか経済

Z20180212 リベラシオン－人権研究ふくおか－

Z20180159 運輸と経済
Z20180172 大分大學經濟論集

Z20180199 環太平洋ビジネス情報RIM

Z20180184 関門地域研究
Z20180144 韓国経済研究-THE JOURNAL OF KOREAN ECONOMIC

STUDIES KYUSHU UNIVERSITY-
Z20180181 議会月報

Z20180164 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－

Z20180163 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
KINGDOM－

Z20180220 九州経済調査月報
Z20180137 九州経済調査月報

Z20180138 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ
ベーション

Z20180201 建築ジャーナル
Z20180225 公益一般法人

幸光善教授定年退職記念号：論文 間接便益を考慮した公共施
設の効率性分析－DEAを用いた芸術・文化施設の評価-/林勇
貴

九州の地域研究

イノベーション特集：インバウンド沸騰の先へ－観光の新ビジネ
ス、問われる真価、地域特集：村岡嗣政・山口県知事ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
海外に事務所を開く ２ 建築特集：学校
NEWS：内閣府、告発状の取扱いについて明言!!レスリング協会
へ報告要求

人口減少 子どもの貧困
論文：韓国の産業発展とリンケージ形成：フラットパネル・ディス
プレイ（FPD）産業の事例分析/吉岡英美 ほか
議会のうごき：第１回定例会、議会運営委員会、特別委員会：条
例予算特別委員会、常任委員会：第1～第５委員会
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
1：龍が飛ぶ、九州  2：高千穂、清き水が大地と人を潤す

ヘルスケア産業 Network：ヘルスケアビジネスによる社会課題の

寄稿：スマホ時代の新しい消費と流通～２０１８年九州経済白書
より～/大谷友男、調査：第16回家計と暮らしに関する調査 ほか
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
新卒採用難時代 独自戦略で成果 地場信息採用、ハイクラスホ
テル、福岡県幹部人事
人権・同和教育の現在：小学校での部落史学習の現状と取組み
の方向（1）/迫本幸二 ほか
交通の不思議と読み解き方－航空編－

｢強国｣を志向する習近平政権の影響力をどうみるか－世界の対
中イメージからみえる｢中国モデル｣の限界/三浦有史 ほか

巻頭言：国土をしっかり守り、発展に向けて果敢に攻める/増田
博行、九州・ベトナム経済交流ミッション2018、第８回九州領事
会 ほか
自治体のエネルギー政策と地域ガバナンス

海スタイル 福津/西戸崎/志賀島/糸島

レポートⅠ県内物流業界の人手不足を考える、レポートⅡ新卒
者採用に関する動向調査 少なくない｢採用できなかった企業｣
ほか
イノベーション創出：Feature Papers論文：しゅんぺいた博士と学
ぶイノベーション講座/玉田俊平太 ほか
みなぎる南阿蘇、エッセイ 年中眺めていたかった版画のこと/江
國香織、ジョイフルスポット：佐賀まちなか路地巡り
Rereadiｎg Leftist Writings from Southeast Asia Guest
Editor:Jafar Suryomenggolo
地域の中のムスリム
子ども・若者の学びと育ちを支える、トピックス：子どもの学びと育
ちを支える企業

アドルフ・ロース インテリアから都市まで
生産性向上[土木編]｢見える化｣技術から始まる生産性向上
猫村さんとほしよりこ －カーサの猫村さん連載１００回記念！ ほ
しよりこのマンガがたくさん読める特集。
日通の海外引越事業 好評博す｢日通海外赴任まるごとサポー
ト｣､新ターミナル建設が決まった博多港 順風満帆の博多港 ほ
か
新任者に贈る！マイナンバー業務引き継ぎの手引
航空空港研究会 講演抄録－第２回研究会(前編)－関西エリア
における外国人観光客誘致の現状と今後の可能性/川端祥司
ほか

ISITが新しく変わりました、第２回 ふくおか AI・ＩｏＴ祭り ｉｎ SRPを
開催 ほか
トピックス：長期化が懸念される米中貿易摩擦/三浦有史、潮目
の変化がみられるアジア新興国の金融政策/塚田雄太 ほか
SDGsビジネスセミナーを開催しました。、国連ハビタット福岡本
部だより（連載17） 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
6月29日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180175 公益一般法人

Z20180177 財界九州  ZAIKAI KYUSHU

Z20180202 産業立地
Z20180142 市街地再開発

Z20180182 市政

Z20180209 市政研究うつのみや
Z20180213 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－

Z20180217 週刊東洋経済

Z20180195 週刊東洋経済

Z20180174 週刊東洋経済

Z20180157 週刊東洋経済

Z20180139 新建築

Z20180198 専門図書館

Z20180208 創造都市研究－大阪市立大学大学院創造都市研究科紀要－

Z20180156 早稲田社会科学総合研究
Z20180230 台湾情報誌 交流
Z20180145 台湾情報誌 交流

Z20180223 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
Z20180143 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
Z20180158 地域研究交流

Z20180183 地域戦略研究所紀要

Z20180154 地球社会統合科学研究

Z20180221 地方自治
Z20180196 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－
Z20180149 調査研究報告

Z20180148 調査研究報告

Z20180147 調査研究報告

Z20180178 都市とガバナンス－日本都市センター調査研究機関誌－

Z20180218 都市問題
Z20180227 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND INSTITUTE-

Z20180211 東亜－EAST ASIA-

Z20180146 東洋文化研究

Z20180200 道守通信－MICHIMORI TSUSHIN－

Z20180185 日経アーキテクチュア
Z20180150 日経アーキテクチュア
Z20180219 日経グローカル
Z20180173 日経グローカル

Z20180215 日経ビジネス
Z20180194 日経ビジネス

ビッグデータが語る２０３０年の負動産
GAFA、ヤフー、楽天、LINE７社が隠す個人情報

論説：後漢後半期より後漢末曹操執政期までの使者と節：都督
制成立の前提/野口優
自転車が創る新たな道路整備について、みちづくし ｉｎ みやざき
2017地域と連携。次世代へ繋ぐ、道の駅ｘ日本風景街道ｘ道守
シンポジウム
稼げる保存－観光立国へ歴史的建造物の活用を－
労働実態調査２０１８ 脱・長時間労働
延ばせ！健康寿命 地域の活力維持と医療費抑制目指す
自治体にも働き方改革の波 全国調査 ７割が対応 主流は残業
減、ｸﾞﾛｰｶﾙｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：国立国会図書館館長 羽入佐和子氏

小倉進平博士原稿『語彙－李朝時代』－『朝鮮語の歴史的研
究』構想を追って－/安部清哉 編・解説
未公開資料朝鮮総督府関係者録音記録 総索引（人名編）/宮
本正明、通堂あゆみ、辻大和、植田喜兵成智 ほか編著
シリーズ：まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計
画のあり方－、テーマ：まちづくりに寄与する都市自治体 ほか
地方鉄道をどう守るか、豪雨災害にいかに備えるか
縮退の時代における｢管理型｣都市計画：｢管理型｣都市計画法
及び｢枠組み法化｣の意味と相互関係に関する覚書き/亘理格
ほか
台湾は現状維持の立場を守れるか：航空路M503に翻弄される
台湾－空をめぐる中台のせめぎあい-/安田淳 ほか

｢ふるさと回帰の拡大に向けて～地域資源の再発見｣、町並み保
存を地方創生の切り札にするために! ほか
連結バスの運行状況と北九州市における導入可能性に関する
研究/内田晃 ほか
在日中国人留学生の友人関係とその関連要因－九州大学在学
性を事例に－／呉暁良 ほか
｢新たな地域自治組織｣とBID/山本隆司 ほか
中米「貿易戦争」ひとまず回避、「中日韓＋Ｘ」ってどんな構想で
すか ほか
東アジアの歴史イメージとコンテンツ/辻大和 編、海老根量介、
堀内淳一、玉井建也、辻大和、戸田千速 著

別冊 ２０１７年度 学生論文集：グローバル企業の現地化・標準
｢恵台政策｣の新たな展開－｢恵台３１項目措置｣
海外展開を行う日本企業を支援～中國信託商業銀行の新たな
挑戦～
生き物対策と地域づくり
平成２９年度 ふるさとイベント大賞

銀行員の不安 みずほ１．９万人削減の｢次ぎ｣－バブル入行組
の悲哀 急落する就職人気
医療費のムダ 病院の言いなりは禁物！米国発無駄な医療リスト
60 聖域の４０兆円市場
フェイスブック解体 ＩＴ巨人への反乱が始まった！ＳＮＳの覇者
に渦巻く不信感 収まらぬデータ流出への批判と不満
建築論壇：工作的建築 実践から考える建築のあり方/馬場正
尊、作品19選：長崎県庁/日建設計・松林建築設計事務所・ほ
か
資料を保存する：国立国会図書館における予防的資料保存対
策－環境管理の取組について(実例報告)－ ほか
特集論文：資本主義の新たな精神と豊饒化の経済－地場産業
製品への価値の再付与－／立見淳哉 ほか

最近の企業立地
全国市街地再開発事業応用研修会講演録：福岡市におる組合
施行下川端地区第一種市街地再開発事業について/秋山辰二
郎
豪雨災害から市民を守る、市政ルポ：朝霞市/五輪会場にも決
定≪むさしのフロント≫｢私が暮らしつづけたいまち｣へ
人口減少期の社会的課題とその担い手
市町村議会の活性化と住民参加：地方議会改革と議会基本条
例/江藤俊昭 ほか
共働きサバイバル 夫婦でフルタイム＆子育ての厳しい現実 管
理職必読 妊活、保活、小１の壁･･･ママが働き続けるための基
礎知識

論壇：残余財産の帰属問題から観た課題/齋藤真哉(横国大教
授)、NEWS：内閣府､H29年度報告書公表!! ほか
ながさき 県域全体で“新ナガサキ”への地域づくりが胎動!!、
テーマレポート：九州・沖縄でみる｢最新ワード｣事情

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
6月29日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180170 日経ビジネス

Z20180151 日経ビジネス
Z20180160 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 特集等主な内容
Z20180161 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光

華雑誌
Z20180203 TDRI QUARTERLY REVIEW

Z20180216 国際貿易
Z20180193 史學史研究ー歴史理論  歴史教育  歴史文献学  歴史編纂学

的専門刊物－
Z20180192 史學史研究ー歴史理論  歴史教育  歴史文献学  歴史編纂学

的専門刊物－
Z20180206 城郷建設
Z20180224 新華文摘

Z20180197 新華文摘

Z20180152 新華文摘

Z20180167 西北大学学報－哲学社会科学版－

Z20180166 西北大学学報－哲学社会科学版－

Z20180188 지방행정

Z20180205 中華人民共和国国務院公報

Z20180204 中華人民共和国国務院公報

Z20180187 도시문제－ URBAN AFFAIRS－

Z20180191 北京師範大学学報  社会科学版

Z20180190 北京師範大学学報  社会科学版

Z20180189 北京師範大学学報  社会科学版

ご希望の資料がございましたら　ご連絡下さい。TEL:092-733-5707　FAX:092-733-5680 E-mail:library@urc.or.jp
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閉室いたします。
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

今年も始まったセ・パ交流戦。交流戦はホークスが強いので毎年楽しみですが、今月はもうすぐサッカーロシアワー
ルドカップ！観戦に忙しい日々が始まりそうです。自分ができない分スポーツ観戦は大好きなのですが、日大アメフト
部の問題はとても残念で・・・心も身体も健全に育つスポーツを期待したいものです。

　今年のナレッジコミュニティはURC30周年にちなんでシリーズにしました。

都市政策資料室を活動拠点にしているコミュニティには、木村さんが所属する福博：花まち研究会のほかに、昨年度
第1回目のナレッジコミュニティをきっかけに始まった、奥田聖さん主宰の｢チャイナサロン｣があります。どちらも時
間外に活動しており、随時新しい参加者を歓迎していますので、ご興味のある方は、資料室までお尋ねください。

いつもこの時期は、タイトルバックに紫陽花を使うのですが、今年は本文に木村さんがきれいな紫陽花を提供して下
さったので、今年は大手毬にしました。気が付くと、私は白い花が好きなようです。ヤマボウシが枯れてしまったな～
と残念に思っていたら、クチナシが香りとともに咲き始めました。そういえば、果物の花は白が多いですね！

様々なテーマから30年を振り返り、福岡市・URCの歴史をまとめたいと思っております。多くのご参加をお待ちして
います。

在第十三届全国人民代表大会第一次会議上的講話/中華人民
共和国主席 習近平 ほか
우리것으로 하나되는 도시 기획특집 4차 산업혁명과 스마트
모빌리티 私たちと一つになる都市 企画特集4次産業革命とス
マートモビリティ
学習貫徹党的十九大精神専大研究：習近平健康思想与優先発
展建康生産力研究/胡鞍鋼・王洪川 ほか
教育論壇：教育改革研究 権力三角：現代大学治理的理論模型
/周作宇、劉益東 ほか
心理研究：積極青少年発展：理論、応用与未来展望/郭海英、
劉方、劉文、蘭秀雲、林丹華 ほか

政治：深化党和国家機構改革(六篇)：深化党和国家機構改革
是推進国家治理体系和治理能力現代化的必然要求/丁薛祥
ほか
政治：以習近平新時代中国特色社会主義思想為指導発展社会
主義民主政治/王晨 ほか
深入推進“一帯一路”建設専題研究：“一帯一路”境外企業安全
保障：体系構建与対策研究/白永秀、宁啓 ほか
歴史研究：中国軍事史専題：簡論宋朝的治軍特点与辺防困境/
陳峰 ほか
꿈꾸는 청소년,자라는 희망,성장하는지역 기획특집 자치분
권과 연방제 夢見る若者、育つ希望、成長する地域 企画特集
自治分権と連邦制
中共中央 国務院関于支持海南全面深化改革開放的指導意見
ほか

SOCIAL IMPACT:PARTNERSHIP MODEL EXECUTIVE
SUMMARY,THAILAND'S CONCENTRATION OF WEALTH
AND SPREAD OF POVERTY
隧道貿易強国建設的戦略路径
培基固本、精益求精－学習陳援庵先生史学遺産的点滴体会/
劉家和 ほか
歴史理論：修昔底徳≪伯夢奔尼撤戦争史(巻1)≫書写方式探
析/楊共楽 ほか
市政基礎設施規劃専題：有效街接 推動落地/本刊 ほか
政治：新時代国家治理的良政基准与善治標尺/王浦劬、季程
遠 ほか

中国発 EVバブル崩壊、時事深層：ソフトバンク孫氏 米携帯事
業で豹変した理由、編集者インタビュー：武田薬品ウェバー社長
｢面倒くさい｣を狙い撃て－３大潮流をつかむ新ヒットの方程式－
身の丈ＩＴの推進による売り上げアップの仕組みづくり

海洋保育生生不息 Bounty of the Seas

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
6月29日金曜日は月末整理日のため、閉室します。


