
1/6　　

公益財団法人　福岡アジア都市研究所　都市政策資料室

URC Library Information No.7
令和元年11・12月合併号

琴性根氏 (釜山研究

院)撮影

今月のおすすめ
「世界の都市総合力ランキング－GLOBAL POWER CITY INDEX  YEARBOOK 2019－｣

（2019.12 森記念財団都市戦略研究所発行）
2008年以来毎年購入している｢世界の都市総合力ランキング」の最新版が出ました。今回は比較する都市の数も

増えて、福岡市のランキングはどうなっているのか、是非手に取ってご確認ください。

「新ビジョン2050－地球温暖化、少子高齢化は克服できる－」小宮山宏、山田興一 著

（2016.10 日経BP社 発行）
当資料室の収集テーマに、｢これからの社会を展望できる資料｣があります。もちろん、URCの将来の研究テーマ

の選定に資する目的もあるのですが、｢私たちの生きる社会、世の中が今後どうなっていくのか｣は、これからの

時代を生きるすべての人の関心事であると思います。

この本は2016年10月初版ですが、｢月刊事業構想｣2019年11月号の書評：MPDの本棚、｢名著｣の欄に紹介されてい

るのを見つけ、購入を決めました。内容は希望の持てるものが多く、世界的に推進しているSDGsの実現にも共通

するものです。書評では｢同時代の古典｣と評価されています。

ところで、本文中何度も引用される｢ビジョン2050｣は、著者の小宮山氏が1999年に策定し｢地球持続の技術｣(岩

波新書 新赤版647)で提起されたもので、単独の本ではないようですが、おおむね20年前に予測されたとおりに社

会が進んでいるようです。読んでみたくなりますが、今は市販されておらず、図書館で借りるか古書店等で入手

しましょう。

｢論語と算盤 澁澤榮一述 復刻版－東京商工会議所 創立１３０周年記念 －｣

（2008.11 渋沢栄一記念財団 発行）

2024年度から新一万円札の顔に決まった日本資本主義の父ともいわれる澁澤榮一氏の講演記録集で、大正５年９

月に発行された本の復刻版です。経済人のみならず、すべての人にお勧めしたい１冊です。

琴性根氏 (釜山研究院)撮影

URC Library Information No.7
令和2年1月号

タイトルバック：琴性根氏 (釜山研究院)撮影

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。
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　＊今月のおすすめ本と、URCに関連するもの、雑誌の中で福岡に関する記事があるものにマーカーをつけています。
登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201900088 台湾の企業研究 朝元照雄 2020年1月
201957398 市民が出会う都市計画－石田頼房先生の「講義メモ」をもとに－ 岩田俊二 2019年6月
201900087 30年後に向けた九州地域発展戦略-A Deveopment Strategy for

the Kyushu Region The Next 30 Years 70TH ANNVERSARY-
九州経済調査協会 2019年12月

201900086 福岡・佐賀・長崎注目の企業15社－遊撃する中小企業－ 高田哲助 2019年10月
201957396 新ビジョン２０５０－地球温暖化、少子高齢化は克服できる－ 小宮山宏 2019年4月
201900085 中国地域経済の概況 ２０１９ 中国地域創造研究センター 2019年10月
201957397 JNTO 日本の国際観光統計 ２０１８年（平成３０年） 日本政府観光局 2019年11月
201900084 日本都市学会年報 2018年 成長する都市 日本都市学会 2019年5月
201957399 世界の都市総合力ランキング－GLOBAL POWER CITY INDEX

YEARBOOK 2019－
森記念財団都市戦略研究所 2019年12月

200900091 論語と算盤 澁澤榮一述 復刻版－東京商工会議所 創立１３０周年
記念 －

澁澤榮一述 2008年11月

行政資料
登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
G20190099 固定資産概要調書 平成３１年度 福岡市 2019年11月
G20190101 参議院議員通常選挙結果しらべ 第２５回 令和元年７月２１日執行 福岡市・区選挙管理委員会 2019年11月
G20190100 統一地方選挙結果しらべ 第１９回 平成３１年４月７日執行－福岡

県知事選挙・福岡県議会議員一般選挙・福岡市議会議員一般選
挙－

福岡市・区選挙管理委員会 2019年11月

G20160057 選挙人名簿登録人員調(投票区番号順) 令和元年12月2日現在 福岡市・区選挙管理委員会事務局 2019年12月
G20190096 福岡市大気測定結果報告書  平成３０年度（２０１８年度）版 福岡市環境局環境監理部環境保全課 2019年11月
G20190097 博多港統計年報－平成３０年（２０１８年）－ 福岡市港湾空港局総務部総務課 2019年9月
G20190103 福岡市税務統計 令和元年版 福岡市財政局税務部税制課 2019年10月
G20190098 水質試験年報 第４４集  平成３０年度（２０１８年度）版 福岡市水道局浄水部水道水質センター 2019年10月
G20190095 福岡市保健環境研究所報  第４４号  平成３０年度 福岡市保健環境研究所 2019年11月
G20190094 食品衛生検査所業務概要－市場を守るチーム食検活動報告書－

平成３０年度
福岡市保健福祉局食品衛生検査所鮮魚市場
係

2019年10月

G20190102 福岡市の国保  令和元年度版 福岡市保健福祉局生活福祉部保険年金課 2019年8月

国内雑誌
登録番号 雑誌名 特集等
Z20190714 ２１世紀WAKAYAMA

Z20190761 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20190679 ａ＋ｕ－建築と都市－

Z20190722 ACE建設業界
Z20190699 approach

Z20190671 ＢＺ空間－ビジネス不動産情報誌－

Z20190694 CASA BRUTUS

Z20190727 CITY ＆ LIFE－都市のしくみとくらし－

Z20190704 CONTAINER AGE

Z20190750 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ－

Z20190705 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ－

Z20190762 GA JAPAN
Z20190752 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス－唯一の自治体ICT専門誌－

Z20190687 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス－唯一の自治体ICT専門誌－

Z20190720 KUMAMOTO 地方経済情報

Z20190739 LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデザイン  暮らしの景観・環境を
デザインする－

Z20190753 Letters Arpak-レターズアルパック－
Z20190716 Letters Arpak-レターズアルパック－
Z20190747 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

＊＊＊ 　新着資料一覧　令和元年12月受入分 ＊＊＊

研究成果報告：ブドウ栽培とワイナリーによる地域活性化のすすめ-
PART２/藤本幸久；動き出したSDGｓとCSRの本質について/安井尚
人 ほか

スーパーノーマル オランダの建築 2010～2020
オフィス・ケルステン・ゲールス・ダヴィッド・ファン・セーヴェレン OFFICE
Kersten Geers David Van Severen

「造る」から「担う」へ建設業が挑む進化系PFI
中原淳一－夢と希望のファッション 常に傍らには服があった－すべての
女性に美を与えようとした万能人・中原淳一/田中里尚 ほか

特別企画：これからどうなる？東京オフィスビル竣工マップ、店舗マーケッ
ト情報：関西主要マーケット店舗賃料相場2019 ほか

LIFESTYLE HOTEL ライフスタイルホテル2020 暮らすように滞在するホ
テル、最新65軒。

カフェとまちづくり－心地よい空間と街並み：鼎談：なぜ、街には｢カフェ｣
が必要なのか/塚本由晴×田中元子×大村謙二郎 ほか

ONE：2019年度第２四半期業績 通期で黒字確保へ、コンテナ黎明
期の軌跡(3)自動化の試行錯誤/古賀孝信 ほか

新春特別対談：慈善事業は『社会への恩返し』。/第一交通産業㈱
代表取締役創業者会長 黒土始氏×㈱福岡銀行取締役頭取 柴
戸隆成 ほか

Top Interview：㈱ムーンスター代表取締役社長兼CEO 猪山渡氏 ほ
か、地域と共生するFFG：長崎雲仙オムライス・長崎県時津町市 ほか

建築2019/2020 総括と展望
マイナンバーカード２０２０年の展望：新春巻頭対談：マイナンバーカード
は社会の新たなプラントフォーム/三重県津市長前葉泰幸×J-LIS理
事長 吉本和彦

Socirty5.0の実現に向けて－地域をつなげるＩoT 巻頭インタビュー：“身
の丈に合った”IｏTでまずは足下の課題から解決を/越塚登

レポートⅡ：熊本市中心市街地再開発の三つの視点～そこから描く熊
本の未来～ ほか

ランドスケープワークス２０１９ Landscape Works 2019

お正月
【気分をかえて】油彩「深大寺」 ほか
フィリピンMICE FAMレポート/陽気で温かな体験が、参加者の笑顔を
つなぐ“もっと楽しいフィリピン”  ほか

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。
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Z20190668 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

Z20190676 NEXTCOM -情報通信の現在と未来を展望する－

Z20190721 アジア・マンスリー

Z20190758 アジア太平洋都市サミット ニューズレター

Z20190751 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20190675 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20190674 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務情報誌
－

Z20190757 こらぼ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ
Z20190733 シティ情報ふくおか  FUKUOKA

Z20190700 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

Z20190755 ながさき経済

Z20190677 ながさき経済

Z20190745 ふくおか経済

Z20190661 ふくおか経済

Z20190749 よかネット

Z20190754 リベラシオン－人権研究ふくおか－
Z20190713 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
Z20190703 季刊中国創研

Z20190684 議会月報

Z20190701 議会調査レポート
Z20190732 九州の公共工事動向－前払金保証実績からみた－

Z20190731 九州の公共工事動向－前払金保証実績からみた－

Z20190712 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
Z20190748 九州経済調査月報

Z20190685 九州経済調査月報

Z20190665 九州産業大学エコノミクス

Z20190690 九州産業大学商経論叢

Z20190726 計画行政

Z20190760 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノベー
ション

Z20190680 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノベー
ション

Z20190682 建築ジャーナル

Z20190725 公益一般法人

Z20190689 公益一般法人

Z20190696 産業立地

寄稿：アジア発開催となる英国旅行協会(ABTA)年次総会を東京で
開催－訪日旅行市場の成長加速の期待－/小堀守氏 ほか

キャッシュレス社会とICT：特集論文：キャッシュレスの社会的費用/野間
幹晴、キャッシュレス化は社会を分断するのか/川野祐司 ほか

２０２０年アジア経済の見通し、各国・地域の経済見通し、アジア諸
国・地域の主要経済指標

福岡市で世界銀行がテクニカルディープダイブを開催しました(報告)、国
連ハビタット福岡本部だより(連載20)

新年のごあいさつ/麻生泰、活動紹介：九州創生の次期アクションプラ
ン策定に向けた検討状況・方向性を確認 ほか

巻頭言：キャッシュレス社会の実現を通じた地域活性化/柴戸隆成、
活動紹介：スマート林業の普及、課題解決に必要な技術を共有 ほか

広域・激甚化する気象災害への対応と自治体：台風１９号災害はな
ぜ甚大な被害となったのか/山田正 ほか

アレルギー アレルギーについて知ろう！
ふくおかもん 縁－時節柄,知っておきたい福岡の手みやげ：あの作品は
この人だった！福岡のものづくり、若手作家の横顔。－

旅を変える－｢じゃらん宿泊旅行調査2019」追加分析他から見えてき
た！｢個人化｣｢場面化｣｢多元的自己｣が－

寄稿：ご愛顧いただき５０年、そして１００年へ/㈱テレビ長崎 代表取
締役社長 宮前周司 ほか

新しい風：ちいさなまち、ちわたから～東彼杵のまちごとエリアリノベーショ
ン/森一峻、レポート：消費増税の影響について ほか

リスク乗り越え｢成長都市｣の本領発揮へ トップ１４８人に聞く ２０２０
年の戦略

２０１０代福岡都市圏発展の軌跡-発展の礎は２０２０へ繋がる布石
に－、大型資金調達サブスクリプション

津端修一さんの最後の作品は、豊かな｢農ある暮らし｣の精神があふれ
ていた～街のサナーレ・メンタルヘルス・ソリューションセンター(通称：まち
さな) ほか

筑豊－ここから風が吹く：火車の汽笛を待ちながら/上野朱 ほか
ネクスト・ジャパン最前線：成長資金で次の日本を創る
研究員論考集：エリアマネジメントによる事業者を中心とした街づくりの
あり方－広島駅周辺地区まちづくり協議会の取り組みを例として/吉
田実 ほか

本会議・委員会等開会一覧､今月号掲載の主な記録、議会のうご
き：常任委員会：経済財政・教育こども・経済振興・福祉都市・生活
環境委員会、協議会：経済財政・生活環境委員協議会

他都市の特色ある施設、施策・事業
Ⅰ.単月(R1.10),Ⅱ.累計(H31.4~R1.10),Ⅲ.発注者別工事場所別前
払金保証実績表,Ⅳ.大型工事明細一覧（請負金額総額500百万円
以上）

Ⅰ.単月(R1.11),Ⅱ.累計(H31.4~R1.11),Ⅲ.発注者別工事場所別前
払金保証実績表,Ⅳ.大型工事明細一覧（請負金額総額500百万円
以上）

絵師が見た江戸時代の暮らし、特集2 ユニーク神社で初参り
九州の新たな１年：２０２０年度九州経済の見通し－外需持ち直しに
より成長率上向く－ ほか

地域ものづくり企業の生産性向上、九経調創立７０周年記念事業
山口県の未来を考えるシンポジウム：稼ぐ事業・地域を創るために

論説：大聯大(WPG)のビジネス戦略－世界最大の半導体・電子部品
商社のＭ＆Ａ戦略－/朝元照夫 ほか

論説：学生のパーソナルファイナンス理解における知識獲得とその応用
に関する研究/平川幹和子 ほか

あたらしい観光の姿－地域の持続可能な観光と政策－：特集論説：
地方自治体の観光政策とDMO/井田貴志 ほか

東京五輪を契機にさらなる成長へ ポスト2020の新ビジネス、地域特
集：/大野元裕・埼玉県知事インタビュー埼玉版スーパー・シティ構想

インバウンド６０００万人 新時代の観光ビジネス、地域特集：福島県
復興・創生へ､ロボット産業に革命

建築の保存 活用の未来：公開座談会｢継承｣の次世代/石井翔大
×中村出×松隈洋×野沢正光 ほか、九州版建築最新事情、こども
施設特集：幼児教育・保育の｢無償化｣の影で/丸山啓史

一億総活躍社会 70歳定年制はもう目前？！高年齢者雇用におけ
る人事労務実務

公益法人会計ソフト社の中の人に聞いてみた!!【第２弾】公益法人会
計ソフトの『あると便利な“機能・サービス”比較表』と各社のコメント

ライフサイエンス分野の動向：伝統の技と最先端技術､産学公連携に
よるライフイノベーション戦略～京都市ならではの都市特性を生かす･･･
ほか

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。
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Z20190698 市政

Z20190719 滋賀大学経済学部研究年報

Z20190669 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－

Z20190740 週刊東洋経済

Z20190730 週刊東洋経済

Z20190710 週刊東洋経済

Z20190693 週刊東洋経済

Z20190666 週刊東洋経済

Z20190763 新建築

Z20190681 新建築

Z20190663 専門図書館
Z20190691 台湾情報誌 交流
Z20190718 大分大學經濟論集
Z20190686 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
Z20190673 地方自治

Z20190697 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－

Z20190759 調査季報－横浜の政策力－

Z20190744 都市計画

Z20190743 都市問題

Z20190688 都市問題

Z20190672 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND INSTITUTE-

Z20190670 東アジア研究－東アジア学会機関誌－

Z20190746 東亜－EAST ASIA-

Z20190683 東亜－EAST ASIA-

Z20190678 東亜経済研究

Z20190756 同志社大学  評論・社会科学

Z20190724 同志社大学人文學

Z20190706 同志社法學

Z20190664 道守通信－MICHIMORI TSUSHIN－

Z20190729 日経アーキテクチュア

Z20190695 日経アーキテクチュア

Z20190742 日経グローカル
Z20190711 日経グローカル

Z20190667 日経グローカル

Z20190741 日経ビジネス
Z20190728 日経ビジネス

地域課題を解決する｢シェアリングエコノミー｣、市政ルポ：士別市/サ
フォークランド・合宿の里・農業未来都市

論文：平成19～28年度滋賀大学経済学部新入生の体力・運動能
力測定値の年次推移について-全国平均の年次推移と比較して-/道
上静香,榎本雅之,小倉圭 ほか

｢平成｣の自治体法務を振り返る：｢平成｣の自治制度と地方分権/小
早川光郎 ほか

病院が壊れる－再編・淘汰の嵐の中で残る病院、消える病院 もう限
界！大病院さえ直面する非常事態－

2020大予測 世界と日本の150テーマ 新時代を読む－大変革の10年
が始まる！：キーパーソンが語る2020年代 ほか

早慶を猛追！MARCH：明治・青山・立教・中央・法政 大解剖 完全
保存版：進化するMARCH５大学の最前線

最新！危うい会社リスト－７つの指標で徹底解析 あの急伸企業もひ
とつ間違えば真っ逆さま－

ビジネスマンのための世界史＆宗教－賢者は歴史に学ぶ！世界史＆
宗教のツボ－

建築論壇：建築の力/妹島和世、作品１７選：高田松原津波復興祈
念公園 国営 追悼・記念施設/プレック研究所 ほか

建築論壇：都市をつくる 建築・都市・土木 渋谷の１５年/内藤廣×
岸井隆幸、作品１７題

交通・物流系ライブラリー
台湾政治の分水嶺－激変の2019年－を検証する
論文：商品の同種性と商品債務/江原慶 ほか
ローカルメディアで地域を元気に！
地方議員のなり手不足と地方議会改革/河村和徳、第32次地方制
度調査会 ほか

長江デルタ一体化 活気あふれる成長源に、百年に一度のチャンス､山
東省が変わる、習近平主席 日中関係に関する八つの論断 ほか

外国人材の受入れと多文化共生の推進：国と地方自治体の多文化
共生政策/山脇啓造 ほか

雪国と都市：解題/大島英司、日本の雪対策、積雪期を想定した交
通インフラのあり方、積雪寒冷地の都市の形態を規定する要素 ほか

若者の生き方－都市・地方・地元：若者たちは何に怒っているのか？/
阿部真大 ほか、特集2：スポーツと地域の新しい関係

キャッシュレス社会の虚実：なぜ今キャッシュレス決済なのか/岩田昭男
ほか、特集2：争訟リスクと自治体法務

不動産市場の新潮流：不動産市場の現状と新潮流/太田貴之、渋
谷開発から見た新しいTOD戦略の展望/太田雅文 ほか

論文：中国の中規模都市における住民の住宅購入動機と利用状況
－遼寧省朝陽市中心部を事例として-/阿部康久・張寧 ほか

内政化する米国の対中政策：米中貿易戦争とアジアの生産再編－ベ
トナムの生産移管が加速－/池部亮 ほか

米中“持久戦”のゆくえ：アメリカの中国ハイテク産業叩きが無益な理由
/丸川知雄 ほか

Financial Development and Industrial Structure Upgrading in
Beijing,Tianjin and Hebei Region of China/Fuzhong Chen ほか著
ほか

論文：インターネット・SNS時代の｢マス・コミュニケーションの全面化｣に
関する考察－メディア社会学と社会システム論の観点から/伊藤高史
ほか

〈日常〉のなかの近世・夫婦の絆-紀州藩家老三浦家文書『家乗』を
素材として-/西岡直樹 ほか

論説：簡易裁判所における司法委員制度について－｢市民の司法参
加｣の促進を目指して－／川嶋四郎 ほか

みちづくしｉｎ佐世保２０１９ 道守九州会議交流会：課題解決と魅力あ
る活動を目指して、パブリックミーティング ほか

戦後モダニズムを救え！、特別リポート：写真で見る10大ニュース
2019、フォーカス建築：陸前高田の復興祈念公園､海に正対する祈り
の建築

住宅特集：戦前の民家を生かせ、編集部が選ぶ10大建築人2020：｢
アーキテクト・オブ・ザ・イヤー2020｣はこの人

検証！平成の大合併 全国首長調査 存続への危機感が背中押す

公営ギャンブル、生き残り模索 ＩＲ誘致は横浜が急浮上、北海道は脱
落

外国人に｢やさしい日本語｣自治体,円滑な業務へ伝え方改革、第２
特集：台風災害自治体の備え後手に 避難計画作り､弱者保護に課
題

終焉 GAFAの時代 企業と国家の未来
2020年大転換｢五輪後｣に起きる14の異変

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。
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Z20190709 日経ビジネス
Z20190692 日経ビジネス
Z20190662 日経ビジネス
Z20190702 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
登録番号 雑誌名 特集等
Z20190715 FOREIGN AFFAIRS

Z20190723 Taiwan Panorama－全球・在地・人文 台灣光華雑誌 中英文國外
版－

Z20190736 国際貿易

Z20190717 所報
Z20190738 城郷建設
Z20190735 城郷建設
Z20190737 新華文摘

Z20190734 新華文摘

Z20190708 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY-

Z20190707 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY-

URCメディア紹介情報
◎新聞
(2020/1/7 日本経済新聞 朝刊 35面)

(2019/12/28 朝日新聞 朝刊 25面)

(2019/12/28 西日本新聞  朝刊 20面)

(2019/12/27 西日本新聞  朝刊 20面)

(2019/12/27 毎日新聞 地方版 19面)

(2019/12/16 西日本新聞  朝刊 18面 )

(2019/12/16 毎日新聞 地方版 23面 )

(2019/12/14 毎日新聞  地方版 21面 )
大学キラリ・学びシティ！北九州：デザイン論に興味津々 中国の高校生 西工大訪問､説明聞く/福岡　☆

(2019/12/13 毎日新聞 朝刊 20面 )
九州大・伊都を5G化　NTTドコモと覚書　自動運転実験へ
安浦寛人理事長が九州大副学長として九州大伊都キャンパスの5G化に向けた覚書を締結　(＊印＝以下同じ)

(2019/12/12 読売新聞 朝刊 35面 )
九大5Gエリア化へ 伊都キャンパス ドコモと合意､覚書　＊

(2019/12/8 日本経済新聞 朝刊 2面 )
ｅスポーツ効果 地方照準 福岡市 大会1万人誘致 富山県 5G実証の場に
昨年２月に実施した｢EVO JAPAN｣大会のURCの経済効果試算が引用される。

(2019/12/7 西日本新聞  朝刊 34面 )
九大を5Gエリア化 ドコモ 伊都キャンパスで整備　＊

(2019/12/6 西日本新聞  朝刊 24面 )
田川市にアジア都市景観賞 炭鉱の歴史 世界に発信 福岡市で授賞式

(2019/12/6 西日本新聞  朝刊 24面 )

アジア都市景観賞受賞が弾みとなり田川市と台湾の交流が始まる。

問題研究：浙江大湾区発展策略研究/牟盛辰 ほか
壮麗７０年 奮斗新時代：中国住房発展７０年/叶耀先 ほか
政治：在慶祝中華人民共和国成立７１周年大会上的講話/習近平
ほか

政治：譜写中国特色大国外交的時代華章/王毅、新中国７０年国
家形象的建構/陳金龍 ほか

貿易強国的測度：理論與方法/姚枝仲、 貿易強国指数的跨国経
験分析/毛日昇 ほか

新新経済地理学多地区異質結構的量化分析：文献綜述/鞠建
東、陳驍 ほか

The Future of Capitalism FAREED ZAKARIA ON THE CHINA
PANIC

九州紀行台日物語-Island Dialogue:Connecting with Kyushu

慶祝新中国成立７０周年：中国中国利用外資７０年：回顧、現状及
展望/林欣、李春頂 ほか

特別寄稿：タイにおけるプラスチックの対策動向/佐々木創 ほか

福岡県/筑豊この１年2019＝田川地区 日田彦山線 越年/男児虐待に衝撃/筑豊　＠

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：平日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。）

興すパーソン　国籍問わぬ楽しさ共有 ｅスポーツ、九州で広めたい 福岡ｅスポーツ協会 中島賢一会長
URC　OB中島賢一さんの福岡アジア都市研究所在籍の経歴が紹介される。

国に先駆けて保育料完全無償化｣が1位 田川市、今年の重大ニュース発表/福岡県
URCが事務局を務めるアジア都市景観賞受賞が田川市の2019年10大ニュースの一つに選ばれる(＠印＝以下同

田川市：田川市 2019年10大ニュース/福岡　＠

福岡県/幼・保無償化,企業立地､ICT教育 田川市､今年の重大ニュース/筑豊　＠

福岡県/中国の高校生らがドクターヘリ見学 久留米大/筑後

国際交流：中国の高校生が西日本工大訪問/福岡　☆

URCがJSTの委託で実施した国際交流事業(さくらサイエンスプラン)の実施記事(☆印＝以下同じ)

１００年後も強い企業－未来予測から考える新・長寿法－
目覚めるニッポン：跳べ！ホンダ 普通の会社にならないで
福岡から新たなビジネスを創造！中期方針｢イノベーション支援～第４
次産業革命を踏まえたイノベーションの促進～｣

アジア都市景観賞の受賞記事 11月29日の授賞式､10周年の節目に当たることも取り上げられる。

福岡県/田川観光協、台湾と交流へ　理事長が事業化を表明　促進に弾み、来年度から　プロジェクト主催
の荒木さん｢一緒に盛り上げ｣/筑豊

謝罪の流儀 令和元年 平成までの謝り方は通用しない ほか

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。



6/6　　

◎雑誌
(2019/12/26 キューピーニュース　第550号 )

高血圧予防で目指す健康寿命の延伸～おいしく、楽しく、健康的に！～
早渕仁美奈良女子大学生活環境学部特任教授が記事を執筆　URCグランドフェローとして紹介される。

編集後記：

 新年、明けましておめでとうございます。

 皆様、良いお正月を迎えられたことと存じます。

いよいよ東京オリンピック開催の年、２０２０年が始まりましたね。昨年のラグビーワールドカップ以上におおいに

盛り上げることでしょう。今から楽しみです。

今月のおすすめの最後は、お正月に会った知人から「是非に」と勧められた『論語と算盤』にしました。昨年４月、

新一万円札の顔に決まった渋沢氏ですが、私を含め実績のわりに知られていないことを痛感しました。早速１０年以上

前に寄贈された本を手に取ってみましたが、旧仮名遣いで非常に読みづらい。読んでおくと新しいお札になったとき、

より仲良くなれるかも･･･。

 今年が、皆様にとって健康で素晴らしい１年になりますよう、心からお祈りいたします。(崎)

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707　ｅｍａｉｌ：library@urc.or.jp

1月31日(金)は月末整日のため閉室します。


