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『シーサイドももち 海水浴と博覧会が開いた福岡市の未来』
福岡市史編集委員会,福岡市,2022年3月
『新修福岡史』ブックレット・シリーズの第２弾です。西区郊外の埋め立て地に「シーサイ
ドももち」が誕生して30年。鎌倉時代の元寇から、百道松原、大東亜建設大博覧会、
そしてアジア太平洋博覧会（愛称：よかトピア）など、海に臨む百道浜（ももちは
ま）の歴史を多彩なイラストで紹介。「誌上よかトピア体験」というページでは、宇宙船
スーパーシップ９やエスニックワールドなど懐かしいアトラクションを楽しめます。意外と知ら
れていない”よかとピア遺産“の建築物やパブリックアートも地図付きで紹介。少し涼しく
なったら、ももち散策のお供に、ゼヒ。

利用者の皆さまにとって利便性のよい環境を整えるため、年に一度の総点検作業と環境整備を行ないます。
閉室中は閲覧・貸出・レファレンスなどすべてのサービスを停止します。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
＜閉室中の作業＞ ・蔵書点検：所蔵するすべての資料と登録データを照合し、汚破損を確認します

・環境整備：すべての書架を整え、あるべき場所に資料を並べ直します
室内のレイアウトを変更します

『公民館「つなぐ」ガイドブック 地域×公民館×事業者 連携のススメ』
公民館コラボLAB実行委員会ほか,福岡市,2022年3月
事業者との連携は住民のためになる・・・そんな将来像を市民・事業者と共有しつつ、
公民館を拠点にコミュニティ支援をおこなうためのガイドブックです。
美野島公民館での写真の専門学校と連携した遺影撮影会（その後、記念撮影会に
バージョンアップ）や別府公民館の「絵本のおうち」などを例にあげ、企画、連携先の探し
方からイベント終了後までの流れを紹介。つながること、つなげることで得た思いもよらぬ
発見、ワクワクの体験も多数紹介。大きな文字のやさしい文章で、どんどん読みたくなります。
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219.9/11/フ
シーサイドももち　海水浴と博覧会が
開いた福岡市の未来

福岡市史編集委員会 福岡市 202203

E64/11/コ
公民館「つなぐ」ガイドブック　地域×
公民館×事業者　連携のススメ

公民館コラボLAB実行委員会ほか 福岡市 202203

213.6／サ
東京ヴァナキュラー モニュメントなき都
市の歴史と記憶

ジョルダン=サンド 新曜社 202109

780.69/11/コ
福岡市の国際都市づくりにおける
1995年ユニバーシアード大会の意義
(論文抜刷）

小島大輔 大阪成蹊大学 202203

雑 誌
登録番号 タイトル 特集 出版者 号（年月次）

Z20220180 ACE建設業界
地域と創る新幹線－開業目前の西
九州新幹線－／谷沢川分水路工
事

日本建設業連合会 202208号

Z20220209 CASA BRUTUS
ART HOT LIST 見逃せないアート
100／瀬戸内国際芸術祭202

マガジンハウス 202209号

Z20220207 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

北部九州の中心地に2023年春
「SAGAアリーナ」が誕生－新しい時
代を切り拓く九州MICEの新拠点とし
て注目－

ＭＩＣＥジャパン 202208号

Z20220191
ふくおか経済－福岡の‟いま”を伝え
る地域経済情報誌－

JR九州、FFGなど19社でトップ交代
－地場主要企業役員人事2022－

地域情報センター 202208号

Z20220184 運輸と経済－交通の研究専門誌－ コロナ後を見据えて 交通経済研究所 202206号

Z20220215 運輸と経済－交通の研究専門誌－
クルマの進化－自動車運転時代に
向けて－

交通経済研究所 202207号

Z20220200 九州経済調査月報
アフターコロナの健康経営－治療から
予防へ－／ヘルスケアが創る地域経
済社会

九州経済調査協会 202208号

Z20220201 月刊事業構想

政策デザインからアーティスト思考経
営まで クリエイティブ力で革新を起こ
す／地域特集：静岡県川勝平太知
事

事業構想大学院大学出
版部

202209号

Z20220204
月刊廃棄物－環境保全と再資源
化への提言誌－

処理困難物に挑む 日報ビジネス 202208号

Z20220182 財界九州  ZAIKAI KYUSHU
総括：九州・沖縄の主要企業・経済
団体トップ人事2022

財界九州社 202208号

Z20220185 市街地再開発

制度改正・制定等：共同住宅におけ
る子どもの安全・安心等に資する取
り組みに対する補助制度の創設につ
いて／国土交通省住宅局参事官

全国市街地再開発協会 202206号

Z20220217 市街地再開発
まちづくり融資の制度概要について／
鞆町町並み保存拠点施設「鞆てら
す」の整備について

全国市街地再開発協会 202206号

Z20220181 市政
新時代を担う人づくり－職員の資質
向上を目指して－

全国市長会 202207号
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Z20220214 市政
地域で取り組む森林経営－森林環
境譲与税を活用した森づくり－

全国市長会 202208号

Z20220188 週刊東洋経済

ニッポンのSDGｓ＆ＥＳＧ－ＳＤＧｓ最
前線 コロナ禍、ウクライナ戦争の影
響は？プロが教えるＳＤＧ投資＆ファ
ンドの選び方－

東洋経済新報社 20220730号

Z20220194 週刊東洋経済
独走トヨタ迫る試練－独り勝ち企業
は変革期を生き残れるか－

東洋経済新報社 20220806号

Z20220197 週刊東洋経済
変わる相続－マンション節税も生前
贈与もダメ－／第2特集：安部政治
とは何だったのか

東洋経済新報社 20220813号

Z20220199 新建築

集合住宅特集 作品18題（チドリテラ
ス・コムレジ赤羽ほか）／建築論壇
100年先のためのウェルビーイング（伊
香賀俊治・林千晶）

新建築社 202208号

Z20220203 都市問題
データサイエンスの現在地／ソーシャ
ルメディアと自治体

後藤・安田記念東京都市
研究所

202208号

Z20220190 日経アーキテクチュア
老朽マンション再生への道－改正法
施行で広がる選択肢、管理不全の
危機から救え－

日経ＢＰ社 20220728号

Z20220218 日経アーキテクチュア
ウォーカブルで地域創造／米NYに世
界一細長い超高層マンション

日経ＢＰ社 20220811号

Z20220183 日経グローカル
道の駅再生のヒント－本誌調査：コ
ロナ禍でも40市超が新設計画

日経産業消費研究所 20220718号

Z20220195 日経グローカル
自衛隊、地方創生人材たり得るか
－防災・危機管理担当、自治体に
601人－

日経産業消費研究所 20220801号

Z20220212 日経グローカル
都道府県・政令市の人事交流調
査：DX推進へ派遣・受け入れそろり
始動／「若さ」失う沖縄

日経産業消費研究所 20220815号

Z20220187 日経ビジネス
緊急特集：アベノミクスとは何だったの
か

日経BP社 20220725号

Z20220193 日経ビジネス 日立新章－DXで世界に勝てるか－ 日経BP社 20220801号

Z20220198 日経ビジネス
くすぶるな50代－「生涯現役」への分
岐点－

日経BP社 20220808号

Z20220210 日経ビジネス
イーロン・マスクの頭の中／脱「現金
ため込み」経営事業再編、4つのモデ
ル

日経BP社 20220815号

Z20220196 博多独楽（はかたこま）
福岡はスポーツ最先端都市になりう
るか。

エピマガジン 199709号

海外雑誌＆海外に関する雑誌
登録番号 タイトル 特集 出版者 号（年月次）

Z20220179 中国経済新聞 世茂集団「第二の恒大」になるのか
アジア通信社（亜洲通訊
社）

20220722号

Z20220213 中国経済新聞 「ジャック・マー時代」に幕
アジア通信社（亜洲通訊
社）

20220815号
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Z20220205
Taiwan Panorama－全球・在地・人
文 台灣光華雑誌 中英文國外版
－

在地好滋味－The Downhome
Taste of Traditional Snacks-

光華書報雑誌社 202208号

Z20220202 東亜－中国・アジア問題専門誌-
検証 習近平の十年／習近平政権
期10年における中国の経済政策の
総括

霞山会 202208号

Z20220216 所報

タイにおける「スマート農業」の推進に
ついて／タイにおける農林水産物・食
品の「輸出支援プラットフォーム」につ
いて

盤谷日本人商工会議所 202208号

Z20220164 新華文摘
＜新華観察＞千年磁話：景徳鎮的
歴史変遷

新華文摘雑誌社 20220105号

Z20220165 新華文摘
＜新華観察＞全球□能発展態勢
及我国摘戦略選択

新華文摘雑誌社 20220120号

Z20220166 新華文摘

＜経済＞従加入WTO到加入
CPTPP：中国産業政策的未来／
＜視点＞城址管理者要有些"美
商”

新華文摘雑誌社 20220205号

Z20220167 新華文摘
＜教育＞従選抜性考試到適応性
選才

新華文摘雑誌社 20220220号

Z20220168 新華文摘
＜新華観察＞2021中国企業500
強分析報告

新華文摘雑誌社 20220305号

Z20220169 新華文摘
＜歴史＞論中国古代辺境与中原
一体化歴史進程：以清朝為中心

新華文摘雑誌社 20220320号

Z20220170 新華文摘
在詩意的大地行走－書写中国的
世界遺産城市－

新華文摘雑誌社 20220405号

Z20220208 台湾情報誌 交流
次期統一地方選挙に向けた展開、
台米関係の進展、日台関係と阿倍
元総理の逝去

交流協会 202207号

Z20220189 The Ecoｎoｍist Wake up,Democrats! The Ecoｎoｍist Newspape  20220722号

Z20220186 The Ecoｎoｍist Who's afraid of TikTok? The Ecoｎoｍist Newspape  20220715号

Z20220211 The Ecoｎoｍist TARGET:TAIWAN The Ecoｎoｍist Newspape  20220819号
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