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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6月受入分 ＊＊＊
図書資料
登録番号 書 名 １
201800043 東アジアの医療福祉制度－持続可能性を探る－
201800044 アジア太平洋フォーラム淡路会議 第１８回－THE 18TH ASIA
PACIFIC FORUM,AWAJI CONFERENCE JAPAN201800045 南海トラフ地震に対する復興グランドデザインと事前復興計画の
あり方
201800046 明日への統計２０１８－調査結果からわかること [実施します] 平
成３０年住宅・土地統計調査－
201800047 水道の将来についての提言－平成２７年度会員研究員 報告書
－Fc
201800048 花の定点観測調査～福博の街 花を飾っておもてなし～平成２８
年度 会員研究員報告書～
201800049 民泊を再考する 平成２８年度 会員研究員報告書 Fc
201800050 ｢多文化共生のまちづくり｣に関する研究 平成２９年度 会員研究
員報告書
201800051 身近な地域資源を活かしたまちづくりの実践方策に関する研究
～姪の浜でのまちづくり活動と地域づくりを巡る小さなまち旅を
通して～平成２８年度会員研究員報告書
201800052 身近な地域資源を活かしたまちづくり活動記録～姪浜での１０年
の実践活動を中心とした、建築と地域づくりへの想い～平成２９
年度 会員研究員報告書
201857275 アジア動向年報 ２０１８－YEARBOOK OF ASIAN AFFAIRS201857276 福岡はすごい
201857277 海外進出企業総覧 ２０１８ 国別編－日系現地法人30,700社 支
店事務所3,100拠点の最新データ－
201857279 外交青書 ２０１８ 平成３０年版 第６１号
行政資料
G20180031
G20180034
G20180033
G20180029
G20180030
G20180032
G20180046
G20180048
G20180047
G20180040
G20180039
G20180045
G20160057
G20180044
G20180035
G20180038
G20180041
G20180042
G20180043
G20180037

著者名１
中田範夫
アジア太平洋フォーラム・淡路会議事務局

出版年月
2018年3月
2018年3月

ひょうご震災記念２１世紀研究機構研究戦略セン
ター
総務省統計局

2018年3月

下川明

2016年3月

藤原正教

2017年3月

鎌矢和人
岡田憲二郎

2017年3月
2018年3月

大塚政徳

2016年3月

大塚政徳

2018年3月

アジア経済研究所
牧野 洋
東洋経済新報社

2018年5月
2018年6月
2018年4月

外務省総合外交政策局政策企画室

2018年6月

書名１
北九州市統計年鑑 平成２９年版 第５４回
はばたけ未来へ！ 京プラン 後期実施計画 政策編・年次計画
京プラン はばたけ未来へ！ 後期実施計画 ２０１６－２０２０
神戸 ２０２０ビジョン BE KOBE CITY OF DESIGN KOBE 第２版

著者名１
北九州市企画調整局政策部企画課
京都市総合企画局市長公室
京都市総合企画局市長公室
神戸市企画調整局政策企画部ビジョン・大学連
携推進課
神戸市統計書 平成２９年度版 第９４回
神戸市企画調整局政策企画部政策調査課
第３次 静岡市総合計画 改定 前期実施計画 平成２７年度～３０ 静岡市企画局企画課
年度分
相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略～はやぶさの故郷 さが 相模原市企画財政局企画部企画政策課
みはら～
２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計(詳細版) 相模原市企画財政局企画部企画政策課さがみ
はら都市みらい研究所
相模原市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン
相模原市企画財政局企画部企画政策課さがみ
はら都市みらい研究所
福岡都市圏における留学生実態調査 要約版 平成２９年度
サーベイリサーチセンター
福岡都市圏における留学生実態調査 報告書 平成２９年度
サーベイリサーチセンター
ふくおか県政出前講座テーマメニュー 平成３０年度版－県職 福岡県県民情報広報課
員が県の取組みについてご説明します－Fc
選挙人名簿登録人員調 平成30年6月1日現在 Fc
福岡市・区選挙管理委員会事務局
福岡市出前講座テーマ集 平成３０年度版－お届けします！市 福岡市市長室広聴課
政情報－
福岡市主要施策概要 平成３０年度－PROJECT OF
福岡市総務企画局企画調整部
FUKUOKA－Fc
使ってみよう｢やさしい日本語｣～日本人にも外国人にも住みや 福岡市総務企画局国際部国際政策課
すく、活動しやすいまちづくりを目指して～Fc
アミカス市民グループ活動支援事業報告書 平成２９（２０１７）年 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
度 Fc
東区区政運営方針－平成３０年度はここに力を入れて取り組み 福岡市東区総務部企画振興課
ます！－Fc
収蔵品目録 ３３ 平成２７（２０１５）年度収集
福岡市博物館
福岡市自殺対策総合計画 ２０１８
福岡市保健福祉局健康医療部保健予防課

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
7月31日火金曜日は月末整理日のため、閉室します。

2018年6月

出版年月
2018年3月
2016年3月
2016年3月
2017年3月
2018年3月
2018年3月
2016年2月
2018年3月
2016年2月
2018年3月
2018年3月
2018年6月
2018年6月
2018年6月
2018年
2018年3月
2018年3月
2018年5月
2018年3月
2018年3月
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G20180036 福岡市障がい福祉計画 第５期

福岡市保健福祉局障がい者部障がい者在宅支
援課

国内雑誌 雑誌名
Z20180270 APPROACH
Z20180244

Z20180261
Z20180257

Z20180243
Z20180292
Z20180271
Z20180316
Z20180237
Z20180285
Z20180265
Z20180293
Z20180255
Z20180312

Z20180235
Z20180241
Z20180301
Z20180250
Z20180308
Z20180314
Z20180281
Z20180311

Z20180289

Z20180248
Z20180310
Z20180317
Z20180242
Z20180254
Z20180297
Z20180276

2018年3月

特集等主な内容
越前五箇－紙漉の伝統と創造 越前和紙の歴史と特徴/稲葉政
満、受け継ぐ,磨く,さらに進化する越前和紙/石川満夫 ほか
ＢＺ空間－ビジネス不動産情報誌－
40ｔｈ ANNIVERSARY 特別対談 三菱地所(株) 吉田淳一代表執
行役執行役社長ｘ坂口英治(株)ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙｲｰ代表取締役社長
兼CEO ほか
CASA BRUTUS
行列のできる うつわ作家－今、知りたい５０人の うつわ作家カタ
ログ。
CONTAINER AGE
懸案材料はバンカー価格の高騰： ONE：３カ年事業計画を公
表、国際物流大手の最新決算概況：増収増益が大勢占める 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！トリゼンフーズ(株)代表取締役会長 河津善博氏・
SURVEY－
代表取締役社長 河津英弘氏 ほか
GA JAPAN
中間領域
I-HOUSE QUARTERLY
英国人が見る日本/リチャード・ロイド・パリ―
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
スマート農林水産業で地域を豊かに
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
サイバー攻撃に負けない組織づくり インタビュー：サイバーセ
キュリティの処方箋/三輪信雄 ほか
KANSAI空港レビュー
講演抄録：２０１８年の関西経済展望/江藤公洋、航空空港研究
会講演抄録：訴訟実務にみる空港事業者の法的責任
KUMAMOTO 地方経済情報
レポートⅠ地域経済循環を高めるために～RESASを活用した現
状把握と要因分析～ ほか
LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデザイン 暮らしの景観・ 公民連携のまちづくり PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
環境をデザインする－
Letters Arpak-レターズアルパック－
とことん：子どもたちがとことん遊びたくなる｢プレイパーク｣、食品
ロス対策をとことん考える ほか
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
レポート：街を活性化させた｢高槻ジャズストリート｣、新たな試み
の食フェス｢博多メシ｣、音楽で街おこし!食の全国展開!を狙う２
つの注目イベント ほか
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
韓国でのMICE開催を成功に導くユニークベニュー韓国の歴史・
文化､自然､そして今､未来を学び体感するユニークベニュー ほ
か
Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－
薩摩の夏祭り 六月灯へ
URBAN STUDY－アーバン・スタディ－
都市再生研究助成事業：地方都市における災害時帰宅困難者
問題への対応及び地域内連携の研究（概要）/寅屋敷哲也 ほ
か
アジア・マンスリー
トピックス：中国市場の対外開放を促す四つの要因/佐野淳也、
問題を抱える韓国・文政権の雇用対策/松田健太郎
あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY九州から日本を動かす～第５８回定時総会で２０１８年度事業計
画を報告～
ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務 地方の選択と次期統一地方選、スキルアップ特集：管理職のセ
情報誌－
ルフマネジメント、自治・地域再興：安藤哲也 ほか
シティ情報ふくおか FUKUOKA
カレーとＴシャツ－もうすぐ夏本番。美味しいカレーとおもしろい
Ｔシャツがあれば、暑さなんて、へっちゃらだよね。
しま
島への定住と起業・Ⅴ：地ビールや味噌、パンの製造・販売、飲
食宿泊業の立ち上げと運営－島の資源を掘り起こし、≪関係人
口≫づくりで創生をめざす皆さん。
せたがや自治政策
H29年度せたがや自治政策研究所研究・活動報告 研究報告：
家族に関する研究、都市空間の社会的特性、地方自治に関す
る研究 ほか
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・ 外国人観光客で変わる？人気観光コンテンツ勢力図－｢訪日外
レジャーのプロデューサ応援情報誌ー
国人観光体験需要調査｣より 古民家､祭り､廃墟､公園･･･ほか
ながさき経済
寄稿：今日とは違う明日の長崎大学を造る/河野茂
にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
話題がいっぱい 城南線沿いの住みたいまち、まちとともに｢まち
に、夢を描こう。｣ 思いを乗せた花自動車
にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
おうちで楽しむ"Rain Blue”
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
ふくおか経済
回復基調続き、５割が増収増益 福岡の主要企業８８社 決算概
況
運輸と経済
自転車交通のこれから：潮流：我が国の自転車交通の現状と今
後/古倉宗治、座談会：自転車のさらなる活用をめざして 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
7月31日火金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180273 学習院大学東洋文化研究所 所報
Z20180260
Z20180263
Z20180307
Z20180249
Z20180278
Z20180264
Z20180302
Z20180233
Z20180295
Z20180306
Z20180272
Z20180274
Z20180280
Z20180236
Z20180252
Z20180303
Z20180286

Z20180268
Z20180246
Z20180232
Z20180239
Z20180238

Z20180309
Z20180315
Z20180287

Z20180313
Z20180288
Z20180305
Z20180259
Z20180251
Z20180294

２０１８年度活動プロジェクト：２０１８年度プロジェクト・セクション研
究員・客員研究員一覧、一般研究プロジェクト ほか
環境報告書 ダイジェスト版
基本理念、環境方針、環境マネジメント体制、環境活動計画､評
価及び目標、大学概要、環境活動と環境教育・研究 ほか
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 ネクスト・ジャパン最前線 Make Innovations! －革新的技術の社
広報誌－
会実装とオープンな連携・協働の実現に向けて－
季刊中国創研
地方シンクタンクのあり方：地方シンクタンクと東京大学との連携
による地域の未来/松原宏 ほか
議会月報
議会のうごき：特別委員会-条例予算特別委員会
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 KYUSHU
大人たちに、夏休みを。～夏のシトラス観光圏を体験する旅～、
KINGDOM－
世界に誇れ､九州の海
九州経済調査月報
インバウンド1,000万人時代に向けた九州の戦略、NETWORK：
インバウンド観光による九州の活性化へ向けて/加賀至 ほか
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 台頭する新メディア・ビジネス－変わる勢力
ベーション
図、新規参入のチャンスが拡大、地域特集：北海道 ほか
建築ジャーナル
建築プロフェッション：ＪＩＡってどう？-30～40代の若手建築家5
人に4つの質問、建築プロフェッションの未来を担う/相坂研介
ほか
公益一般法人
特別座談会：｢民都・大阪｣フィランソロピー会議発足記念 非営
利ビッグ３鼎談－非営利再結集で新時代を/池内敬三 ほか
公益一般法人
論壇：｢非営利｣の変容と公益法人/馬場英朗 ほか
行政＆情報システム
公共データの分析と活用の実践に向けて
財界九州 ZAIKAI KYUSHU
2018特集FUKUOKA：九州の“拠点”としてさらなる都市機能を
拡充へ、テーマレポート九州沖縄：｢地域ブランド｣戦略
市街地再開発
予算等：独立行政法人都市再生機構 平成３０年度年度計画の
概要、制度の紹介等：まちづくり融資の制度概要 ほか
市政
ＩＣＴと地域づくり－第５回 ＩＣＴ活用による観光振興、市政ルポ：
魚津市/水､人､歴史の循環がはぐくんだわがまち
週刊東洋経済
定年後おカネ大全 40代から考える老後資金 退職金､介護､医
療と年金の最新常識：老後貧乏を避ける､着実に増やす投資術
週刊東洋経済
怒涛の半導体＆電池 ビッグデータ、EVシフトで需要爆発 半導
体：超強気｢ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ｣論を検証製造装置・材料を制する日
本企業 ほか
週刊東洋経済
官僚の掟(おきて)－志願者は４８年ぶりの低水準 キャリア官僚の
苦悩と本音 忖度エリートの金と出世
週刊東洋経済
製薬大再編－武田ショックが呼ぶ嵐 ７兆円買収に走らせた危機
感、国内再編の遠来、製薬業界の秩序激変 ほか
新建築
保育施設の役割－子どもの成長を支える空間とは、特集対談：
環境行動から考える保育空間/藤田大輔ｘ山田あすか ほか
新都市
平成２９年度予算の概要、特別寄稿：再開発地区計画制度の創
設について、札幌の都市計画史、兵庫県の都市計画史
新都市
都市と緑・農が共生するまちづくり、特別寄稿：首都機能移転に
ついての経緯、｢大深度地下の公共的利用に関する特別措置
法｣について
台湾情報誌 交流
歪む米中台三角関係と圧縮される台湾外交
地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
地域で子どもを育む
地域開発
地域の活力を生む大学と地域・自治体の連携～求められる大学
の方向～：総論：地方大学と地域の活性化について/増田寛也
ほか
地方自治
地域自治の法制度設計/原田大樹、｢自治体戦略二〇四〇構想
研究会｣の第一次報告について/内海隆明、山口研悟 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 日本人と中国人の新たな対立、米中が貿易戦争に突入する恐
１年創刊－
れ、｢メイド・イン・チャイナ｣W杯大会を占領 ほか
東亜－EAST ASIA北東アジアの冷戦は終焉するか：南北首脳会談から米朝首脳会
談へ:東アジアの構造変容と日本外交の可能性/木宮正史 ほか
同志社大学 評論・社会科学
論文：学習支援に参加する貧困世帯の子どもの自己効力感の
変化－参加期間および支援体制に着目して-/尾崎慶太 ほか
同志社法學
論説：当事者の意思による訴訟終了・考(二）-処分権主義にお
ける当事者訴訟終了主義に関する若干の考察-/川嶋四郎
日経アーキテクチュア
すぐ使える新世代素材、NEWS クローズアップ：震度６弱の大阪
北部地震、塀倒壊で死者 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
7月31日火金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180253 日経アーキテクチュア
Z20180304
Z20180267
Z20180296
Z20180282
Z20180262
Z20180245
Z20180279
Z20180258
海外雑誌
Z20180269
Z20180256
Z20180300
Z20180266
Z20180240

Z20180283
Z20180234

Z20180284

Z20180291
Z20180290
Z20180299
Z20180298
Z20180247
Z20180275

住宅特集：性能、開放感、施工性･･･ちょうど良い省エネの着地
点
日経グローカル
ニュータウン 再生への道 疲弊する街、住民力で支える
日経グローカル
進化するごみ行政－処理施設に防災機能、収集車はEVに
日経ビジネス
２０２５年 稼げる新職業 親子で考える仕事選び
日経ビジネス
米中 １００年新冷戦 IT、貿易、軍事・・・覇権争いの裏側、時事
深層：米朝首脳会議後の皮算用 うごめく北朝鮮ビジネス
日経ビジネス
富裕層はどこへ行った？－幻想の消費回復トリクルダウン、｢人
生１００年時代｣の生きがい探し－シニア起業の落とし穴－
日経ビジネス
ポスト アメーバ－ ディスコが挑む超個人主義経営
福岡市博物館 研究紀要
西日本新聞｢戦時版｣の意義－メディアの戦時言説をめぐって-/
有馬学、黒田侯爵と同郷組織/能島義敬 ほか
福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of Commerce &
中小企業の人手不足解消を支援します～福岡市との連携によ
Industry-会員とともに、市民とともに－
る人材確保の包括的支援～
雑誌名
特集等主な内容
FOREIGN AFFAIRS
Which World Are We Living In? HOW 9/11STILL WARPS
AMERICAN STRATEGY
Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光 遇見｢南島｣文學
Encounters with Austronesian Cultures
華雑誌
国際貿易
封面文章：対中美貿易失衡及其就業影響的測度与分析/隆国
強、王伶俐 ほか
所報
新会頭のご挨拶、タイにおける高齢化の進展とヘルスケアビジ
ネスの可能性、タイ国のスマートシティ政策 ほか
所報
タイの大気汚染問題－なぜ今バンコクの大気汚染が話題に？、
タイの最低賃金制度、バンコク日本人学校の設立から今日まで
ほか
城郷建設
本期話題：二十年水業縦深、貫穿生態未来/薛涛、地理信息：
施工過程的規劃監督/李毅等 ほか
城郷建設
本期話題：推進生活拉圾分類 克難前行/本刊､専題報道：緑色
発展 節水優先/本刊、海綿城市：魅力水域緑色転安/曹宇 ほ
か
新華文摘
政治：両个偉大革命論是党的重大理論創新/曲青山、中共的
政治信仰是如何堅持和発展的世界之変与強国之道/関海庭
ほか
世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY貨幣政策、匯率波動与通貨膨張的時変成因分析/陳創練、龍
暁旋、姚樹潔 ほか
世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY馬克思主義研究専欄：真実競争和利潤率下降：真実競争理論
与MF模型的比較/孫小雨 ほか
中華人民共和国国務院公報
在紀念馬克思誕辰２００周年大会上的講話/習近平、在中国－
印尼工商峰会上的主旨演講/李克強 ほか
中華人民共和国国務院公報
在北京大学師生座談会上的講話/習近平、在国務院第一次廉
政工作会議上的講話/李克強 ほか
中華人民共和国国務院公報
国務院関于推行終身職業技能培訓制度的意見 ほか
当代亜太-JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA-PACIFIC
中国特色国際関係理論与実践専欄：全球化与国家対外経済影
STUDIES響力/龐琴 ほか著 ほか

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。）
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