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『インターネットで文献探索 2022年版』
伊藤民雄,日本図書館協会,2022年5月,請求記号007.58/イ
無料で公開しているインターネットのサイトやデータベースをジャンルごとに紹介。

都市政策・まちづくりだけでなく、新聞、雑誌、統計、SDGs、雑学、音楽・映像

ソフトなど、仕事や生活に役立つサイトを満載。グーグルなどの検索エンジンに検

索ワードを入れれば、本当に欲しい情報が手に入る・・・わけではありません。本

書は欲しい情報へたどり着くための地図のようなもの。大人の情報リテラシー教育、

ぜひ、ご堪能ください。

『首都・東京の都市政策とソーシャル・キャピタル
地域振興と市民活動政策のQOLを高め、23区格差を改善するガバナ
ンスの実現』
戸川和成,晃洋書房,2022年11月,請求記号:318.2/62/ト
近年、都市評価の指標として認知度が深まるQOL（クオリティ オブ ライフ:生

活の質）ですが、本書では過大都市東京２３区のQOL格差を様々な角度か

ら分析し、区間格差の改善策を提言。既存の自治会や地縁団体、非営利組

織を巻き込むコミュニティ政策の重要性やソーシャルキャピタルを次世代へ継承す

る必要性も述べられています。

新着資料の紹介

『ウォーカブルシティ入門 10のステップでつくる歩きたくなるまちなか』
ジェフ・スペック,2022年9月,請求記号: 518.8/ス
近年、ウォーカブル推進都市や歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の創設

など、「街」という空間に親しみや愛着を感じ、歩くことが注目されています。

本書ではウォーカビリティの第一人者であるスペックが、歩行者が幸福感を味わう

ための10のステップを解説。「自転車を歓迎しよう」「街路空間の囲まれ感」

「沿道の低層階の開放性」などなど、自分の街の「歩く心地良さ」を探したくなる

１冊です。
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請求記号 タイトル 編・著者 出版者 出版年

219.1/A11/11/
フ

新修福岡市史 資料編 考古 2 福岡市 福岡市 202003

007.58/イ インターネットで文献探索 伊藤民雄 日本図書館協会 202205

318.2/62/ト
首都・東京の都市政策とソーシャル・キャ
ピタル = Urban Policy and Social
Capital in 23 special wards of Tokyo

戸川和成 晃洋書房 202211

518.8/ス ウォーカブルシティ入門 ジェフ・スペック 学芸出版社 202209

雑 誌

登録番号 タイトル 特集 出版者 号（年月次）

Z20220441 CASA BRUTUS
聖なる建築100－安藤忠雄の水の教会
と櫻井翔－

マガジンハウス ２０２３０１

Z20220445 CITY ＆ LIFE－都市のしくみとくらし－
つづくたてもの［PART1]－都市・建築・コ
ミュニティ－

都市のしくみとくらし研究所 ２０２２１２

Z20220424
NEXTCOM -情報通信の現在と未来を
展望する－

メタバースとガバナンス ＫＤＤＩ総研 ２０２２１２

Z20220435
ふくおか経済－福岡の‟いま”を伝える地
域経済情報誌－

県産輸出拡大へ リバーフロント 福岡と
台湾ビジネス／官民連携図り交通課題
解消へ－次世代交通・モビリティ－

地域情報センター ２０２２１２

Z20220437 運輸と経済－交通の研究専門誌－ 航空の未来 交通経済研究所 ２０２２０９

Z20220438 運輸と経済－交通の研究専門誌－ 鉄道150年 交通経済研究所 ２０２２１０

Z20220415 九州経済調査月報

人と知と地域を繋ぐ図書館／BIZCOLI
開館10周年に寄せて／過疎の秘境に
「UIターンを生む図書館」椎葉村図書館
「ぶん文Bun」が生むソーシャルイノベー
ション

九州経済調査協会 ２０２２１１

Z20220439 九州経済調査月報
アグリテックの未来／九州におけるアグリ
テックの開発、取り組み

九州経済調査協会 ２０２２１２

Z20220429
月刊事業構想 PROJECT DESIGN－
企業活性、地方創生、イノベーション－

対象は世界の富裕層 日本発ラグジュア
リービジネス／地域特集 富山県：新田
八朗知事のウエルビーイング先進地域戦
略

事業構想大学院大学出版
部

２０２３０１

Z20220433
月刊廃棄物－環境保全と再資源化へ
の提言誌－

３R啓発の工夫とアイデア 日報ビジネス ２０２２１２

Z20220447 市街地再開発
宮崎県における木造住宅耐震化の取り
組みについて

全国市街地再開発協会 ２０２２１０

Z20220411 市政
若い世代との協働で実現する活力ある、
持続可能な地域づくり

全国市長会 ２０２２１１

Z20220357 市町村ふくおか
福岡の自治について考える／東公園か
ら「福岡県の二十一世紀へのプラン」につ
いて

第一法規 １９８６１１

Z20220358 市町村ふくおか 福岡の国際化を考える 第一法規 １９８７０２

新着資料一覧　2022年11月21日～12月20日受入分
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Z20220359 市町村ふくおか 意識のイノベイションをめざして 第一法規 １９８７０６

Z20220360 市町村ふくおか リゾートを考える 第一法規 １９８７１０

Z20220361 市町村ふくおか 地方自治法施行四十周年 第一法規 １９８７１２

Z20220362 市町村ふくおか 私のまちづくり 第一法規 １９８８０３

Z20220363 市町村ふくおか
職員研修を考える／東公園から：「ふくお
か女性フォーラム」について

第一法規 １９８８０６

Z20220364 市町村ふくおか
女性職員の登用を考える／東公園か
ら：「県政モニター制度」について

第一法規 １９８８１０

Z20220365 市町村ふくおか
まちづくりを考える／東公園から：「大ふく
おか展’89」の開催について

第一法規 １９８９０１

Z20220366 市町村ふくおか
高齢化社会を考える／東公園から：国
際青年の村’89事業について

第一法規 １９８９０３

Z20220367 市町村ふくおか

イベントと地域の活性化／まちづくり・むら
づくり／東公園から：地域づくり基金の創
設・（財）福岡県国際交流センターの設
立について

第一法規 １９８９０７

Z20220368 市町村ふくおか

情報を考える／まちづくり・むらづくり／東
公園から：福岡県産業振興ビジョン／ヤ
ングレディ・ライス・クッキング・コンテストル
ポ

第一法規 １９８９１０

Z20220369 市町村ふくおか

地域のイメージづくり／まちづくり・むらづく
り／東公園から：福岡県国際会館（仮
称）の建設／福岡県二十一世紀へのプ
ラン

第一法規 １９９００２

Z20220370 市町村ふくおか
ふるさと創生／東公園から：平成二年国
勢調査の実施に向けて

第一法規 １９９００５

Z20220417 週刊東洋経済
一億「総孤独」社会－あなたの親・子・
同僚に忍び寄る ゆりかごから墓場まで
「ひとり」－

東洋経済新報社 ２０２２１１２６

Z20220413 週刊東洋経済 認知症対策 東洋経済新報社 ２０２２１２０３

Z20220427 週刊東洋経済
混迷の時代を生き抜く 武器としての名
著

東洋経済新報社 ２０２２１２１０

Z20220443 週刊東洋経済
総力戦で勝つ！株の道場－好業績・高
配当・テーマ株・チャート分析－

東洋経済新報社 ２０２２１２１７

Z20220444 週刊東洋経済
２０２３年 大予測 －世界・日本経済、
産業のベスト・ワーストシナリオはこれだ！
－

東洋経済新報社 ２０２２１２２４

Z20220432 新建築
建築論壇：オープンスペースと緩やかな
ルール

新建築社 ２０２２１２

Z20220421 新都市
防災まちづくり－都市の被害を最小化す
るために－

都市計画協会 ２０２２０９
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Z20220412 専門図書館

全国研究集会／第1分科会「ファミリヒス
トリー」を支える図書館でのリサーチ取材
／第2分科会札幌市図書・情報館にお
ける人に寄り添う選書と配架ほか

専門図書館協議会 ２０２２１１

Z20220425 都市問題
地方財政の自治を求めて／気象に向き
合う／財団創立100周年企画・戦前期
の東京と東京市政調査会(7）

後藤・安田記念東京都市研
究所

２０２２１２

Z20220416 日経アーキテクチュア
採用したい建材・設備メーカーランキング
2022－SDGsで変わる製品選び－

日経ＢＰ社 ２０２２１１２４

Z20220428 日経アーキテクチュア
熱狂のスタジアム・アリーナ／特別リポー
ト：震災復興11年の集大成 南三陸町
に伝承施設

日経ＢＰ社 ２０２２１２０８

Z20220442 日経アーキテクチュア
編集部が選ぶ10大建築人2023／特別
リポート：写真で見る10大ニュース2022

日経ＢＰ社 ２０２２１２２２

Z20220418 日経グローカル
高齢おひとりさま743万人の時代－地域
で孤立 行政支援に動く－

日経産業消費研究所 ２０２２１１２１

Z20220426 日経グローカル
デマンド交通 官民連携で進化－住民の
ニーズに対応、行政支出も抑制

日経産業消費研究所 ２０２２１２０５

Z20220440 日経グローカル
本誌調査 自治体の子ども医療費助成
市区町村の6割が高校生まで「無料化」

日経産業消費研究所 ２０２２１２１９

Z20220420 日経ビジネス
沈まぬ日本製鉄－橋本改革、V字回復
の真相－

日経BP社 ２０２２１１２１

Z20220414 日経ビジネス
WEB３の正体－始まった「デジタル独立
運動」－

日経BP社 ２０２２１１２８

Z20220423 日経ビジネス

だだ漏れニッポン 技術、情報狙う「盗み」
の手口／地方百貨店が生存戦略「十
貨」か「千貨」の分岐点／「コメの力」世
界にとどける

日経BP社 ２０２２１２０５

Z20220434 日経ビジネス
二刀流人材の生かし方－副業で伸びる
会社－

日経BP社 ２０２２１２１２

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）

Z20220422
Taiwan Panorama－全球・在地・人文
台灣光華雑誌 中英文國外版－

走読 島嶼建築－Encounters with
Taiwanese Architecture-

光華書報雑誌社 ２０２２１２

Z20220436 所報
2023年タイ国の観光促進政策／タイか
ら日本への誘客に向けた取組について

盤谷日本人商工会議所 ２０２２１１

Z20220446 台湾情報誌 交流 新たな50年に向けた日台協業 交流協会 ２０２２１１

Z20220419
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－

「中国式現代化」新社会体制造りが始
まる／今後10年の中国経済の行方を探
る

アジア通信社 ２０２２１１２０

Z20220430 東亜－中国・アジア問題専門誌-
中国経済が内包するリスク／「香害」は
中国人観光客を遠ざける？－今、守る
べき日本の空気と水－

霞山会 ２０２２１２
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