
佐賀県立図書館

書　名 著・編者 出版者 巻　次

1 佐賀大学附属図書館ニュース 佐賀大学附属図書館 №１～１７

2 月刊タウン情報さが 西日本情報センター 西日本情報センター №２０２～№２０７

3 月刊タウン情報さが 西日本情報センター 西日本情報センター №２０８～№２１３

4 カイラン 中島　仁弥 株式会社ファクトリー

5 カイラン 中島　仁弥 株式会社ファクトリー

6
草茫々通信　第４号　特集「よみがえる滝
口康彦」

八田　千恵子 書肆草茫々 第４号

7 ＭＯＴＥＭＯＴＥさが 佐賀新聞文化センター 佐賀新聞文化センター №６～１１

8 ＭＯＴＥＭＯＴＥさが 佐賀新聞文化センター 佐賀新聞文化センター №１２～１７

9 財団法人鍋島報效会研究助成研究報告書 財団法人鍋島報效会 財団法人鍋島報效会 第５号

10
ぷらざカーライフ／別冊ぷらざ　クルマがほ
しいな／別冊ぷらざ　おウチがほしいな

株式会社ぷらざ

11 月刊ぷらざ 月刊ぷらざ事業部 月刊ぷらざ事業部 №２８０～№２８５

12 月刊ぷらざ 月刊ぷらざ事業部 月刊ぷらざ事業部 №２８６～№２９１

13 佐賀大学文化教育学部研究論文集 佐賀大学文化教育学部 佐賀大学文化教育学部 第１６集第２号

14 ｆｉｔ
佐賀新聞社営業局　フィッ
ト編集室

佐賀新聞社、佐賀新聞販
売店

Ｖｏｌ．１４５～１７１（欠号
１４７・１６

15 ｆｉｔ
佐賀新聞社営業局　フィッ
ト編集室

佐賀新聞社、佐賀新聞販
売店

Ｖｏｌ．１７３～１９４（欠号
１７４・１８

16 新しい佐賀の情報オアシス　ｆｉｔ＋α
佐賀新聞社ｆｉｔ＋α編集
室

佐賀新聞社
第１４号～第３７号（欠号
あり）

17 東京と佐賀 東京佐賀県人会 東京佐賀県人会 第４９５号～５０２号

18 わさび スイッチ

19 わさび スイッチ

20
朝日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．１
月～４月）

朝日新聞社

21
朝日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．５
月～８月）

朝日新聞社

22
朝日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．９
月～１２月）

朝日新聞社

23
毎日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．１
月～４月）

毎日新聞社

24
毎日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．５
月～８月）

毎日新聞社

25
毎日新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．９
月～１２月）

毎日新聞社

26
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
１月～２月）

西日本新聞社

27
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
３月～４月）

西日本新聞社

２０１２年２月郷土資料室　新着資料一覧
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

28
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
５月～６月）

西日本新聞社

29
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
７月～８月）

西日本新聞社

30
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
９月～１０月）

西日本新聞社

31
西日本新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．
１１月～１２月）

西日本新聞社

32 佐賀新聞（Ｈ２３．１．１～１．１５） 佐賀新聞社

33 佐賀新聞（Ｈ２３．１．１６～１．３１） 佐賀新聞社

34 佐賀新聞（Ｈ２３．２．１～２．１５） 佐賀新聞社

35 佐賀新聞（Ｈ２３．２．１６～２．２８） 佐賀新聞社

36 佐賀新聞（Ｈ２３．３．１～３．１５） 佐賀新聞社

37 佐賀新聞（Ｈ２３．３．１６～３．３１） 佐賀新聞社

38 佐賀新聞（Ｈ２３．４．１～４．１５） 佐賀新聞社

39 佐賀新聞（Ｈ２３．４．１６～４．３０） 佐賀新聞社

40 佐賀新聞（Ｈ２３．５．１～５．１５） 佐賀新聞社

41 佐賀新聞（Ｈ２３．５．１６～５．３１） 佐賀新聞社

42 佐賀新聞（Ｈ２３．６．１～６．１５） 佐賀新聞社

43 佐賀新聞（Ｈ２３．６．１６～６．３０） 佐賀新聞社

44 佐賀新聞（Ｈ２３．７．１～７．１５） 佐賀新聞社

45 佐賀新聞（Ｈ２３．７．１６～７．３１） 佐賀新聞社

46 佐賀新聞（Ｈ２３．８．１～８．１５） 佐賀新聞社

47 佐賀新聞（Ｈ２３．８．１６～８．３１） 佐賀新聞社

48 佐賀新聞（Ｈ２３．９．１～９．１５） 佐賀新聞社

49 佐賀新聞（Ｈ２３．９．１６～９．３０） 佐賀新聞社

50 佐賀新聞（Ｈ２３．１０．１～１０．１５） 佐賀新聞社

51 佐賀新聞（Ｈ２３．１０．１６～１０．３１） 佐賀新聞社

52 佐賀新聞（Ｈ２３．１１．１～１１．１５） 佐賀新聞社

53 佐賀新聞（Ｈ２３．１１．１６～１１．３０） 佐賀新聞社

54 佐賀新聞（Ｈ２３．１２．１～１２．１５） 佐賀新聞社

55 佐賀新聞（Ｈ２３．１２．１６～１２．３１） 佐賀新聞社

56
読売新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．１
月～４月）

読売新聞社

57
読売新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．５
月～８月）

読売新聞社

58
読売新聞（佐賀県版）　郷土資料（Ｈ２３．９
月～１２月）

読売新聞社

59 夕刊佐賀（Ｈ２２年～２３年） 夕刊新佐賀新聞社 夕刊新佐賀新聞社

60 歴代藩主と佐賀城 （財）鍋島報效会 （財）鍋島報效会
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

61 西日本文化 西日本文化協会 西日本文化協会 第４４９号～第４５４号

62 旧佐賀藩大坂蔵屋敷船入遺構調査報告
財団法人大阪市文化財
協会

財団法人大阪市文化財協
会

63 <通訳>たちの幕末維新 木村 直樹 吉川弘文館

64 レンズが撮らえた幕末明治日本紀行 小沢 健志／監修 山川出版社

65
明治初期における「司法」の形成に関する
一考察

山口　亮介

66
明治初期における「司法」の展開過程に関
する一試論

山口　亮介

67 厳木町史 厳木町史編纂委員会集 佐賀県唐津市 下巻

68 北波多村史 通史編Ⅰ 北波多村史執筆委員会 唐津市

69 北波多村史 通史編Ⅱ 北波多村史執筆委員会 唐津市

70 武雄の時代
武雄市図書館・歴史資料
館

武雄市図書館・歴史資料
館

71 鹿島市文化財調査報告書 鹿島市教育委員会 鹿島市教育委員会 第１９集

72
自分史　あゝ　わが人生　生涯青春　悔い
なき人生

池田　俊正 宮木印刷

73 どがんね 佐保 圭 日経BPコンサルティング

74 発明王「真崎照郷」の技術遺産調査 第１報 野口恭弘

75 発明王「真崎照郷」の技術遺産調査 第２報

76 島義勇 榎本 洋介
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

77 年報太宰府学 太宰府市市史資料室 太宰府市 第４号

78 ＳＡＭＵＲＡＩ．ＪＰ samurai．jp Ｉｓｓｕｅ０１

79 佐賀城下探訪会 鍋島報效会

80 消防学校５０年のあゆみ 佐賀県消防学校 佐賀県消防学校

81 広報ありた 佐賀県有田町企画課 佐賀県有田町企画課 VOL47～VOL70

82 広報玄海 玄海町役場総務課 玄海町役場総務課 Ｎｏ．１２０～Ｎｏ．１４３

83 市報かんざき 神埼市総務部 神埼市 NO.46～NO.69

84 ｢地域主権改革｣関連法 川崎 政司著 第一法規

85 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.６２４

86
佐賀県議会決算特別委員会会議録　平成
２３年９月～平成２３年１１月

佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.７５６

87
平成２３年１１月定例会　佐賀県議会会議
録

佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.７５７

88
平成２３年１１月定例　佐賀県議会委員会
会議録

佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.７５８

89 県民だより 佐賀県危機管理・広報課 佐賀県危機管理・広報課 №３４９～№３７２

90 市報さがSAGA 佐賀市秘書広報課 佐賀市
平成22年1/1～平成23
年12/15（№103

91 ふろむプラザ／ふろむプラザ瓦版
さが市民活動サポートセン
ター

92 武雄
武雄市総務部秘書広報
課

武雄市総務部秘書広報課 NO.47～NO.70
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

93 市報とす 鳥栖市情報管理課 鳥栖市 №１１２４～№１１４７

94 市報うれしの 嬉野市企画部企画課 嬉野市企画部企画課 VOL.47～VOL.70

95 ＮＥＴＷＯＲＫ　ＴＥＲＲＡ 地球市民の会

96 新釈犯科帳 安高 啓明 長崎文献社 第2巻

97 皇軍兵士とインドネシア独立戦争 林 英一 吉川弘文館

98 統計佐賀
佐賀県経営支援本部統
計調査課

佐賀県経営支援本部統計
調査課

№６７０～№６８１

99 就職支援ガイドブック 佐賀労働局・佐賀県 佐賀労働局・佐賀県 第２版

100 毎月勤労統計調査地方調査結果月報
佐賀県経営支援本部統
計調査課

佐賀県経営支援本部統計
調査課

平成２２年

101 ぱんぱかぱん 小林　茂／写真 株式会社　径書房

102 佐賀県子ども・若者自立支援マップ
佐賀県くらし環境本部こど
も未来課

103 きらめく人づくり 佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 創刊号～第３０号

104 命の大切さを学ぶ教室
特定非営利活動法人　被
害者支援ネットワーク

特定非営利活動法人　被
害者支援ネットワーク

№６

105 命の大切さを学ぶ教室
特定非営利活動法人　被
害者支援ネットワーク

特定非営利活動法人　被
害者支援ネットワーク

№９

106 創立１００周年記念誌 学校法人佐賀清和学園

107 佐賀県の生涯学習・社会教育
佐賀県教育庁社会教育
課

佐賀県教育庁社会教育課 平成２３年度

108
第３３回　「少年の主張　佐賀県大会」発表
文集

佐賀県青少年育成県民
会議

佐賀県教育委員会

109 日露戦争兵器・人物事典 歴史群像編集部 学研パブリッシング

110 歴史通 ワック
１月号別冊
(2012January)

111 佐賀県気象月報 佐賀地方気象台 佐賀地方気象台
平成２３年１月～平成２
３年１２月

112 佐賀の植物 佐賀植物友の会 佐賀植物友の会 ＮＯ．４７

113 医界佐賀 佐賀県医師会 佐賀県医師会 №１０４７～№１０５２

114 医界佐賀 佐賀県医師会 佐賀県医師会 №１０５３～№１０５８

115 ウィズエイジングの健康科学 木村 靖夫 昭和堂

116
Proceedings of the International
Symposium　on LOWLAND TECHNOLOGY

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY,SAGA

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY、SAGA

1998

117
Proceedings of the International
Symposium　on LOWLAND TECHNOLOGY

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY,SAGA

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY、SAGA

2002

118
Proceedings of the International
Symposium　on LOWLAND TECHNOLOGY

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY,SAGA

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY、SAGA

2006

119
Proceedings of the International
Symposium　on LOWLAND TECHNOLOGY

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY,SAGA

INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY　and

2010

120 Lowland Technology International Dennes T.Bergado
INSTITUTE　OF
LOWLAND
TECHNOLOGY、SAGA

volume１３，Number２

121 公共用水域及び地下水の水質測定結果 佐賀県環境センター 佐賀県環境センター 平成２２年度

122 玄海原発は大丈夫か?
｢故郷と“地元”原発を考
える｣編集部

ゴマブックス
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

123
玄海原子力発電所の運転状況及び周辺環
境調査結果（季報）

佐賀県くらし環境本部原
子力安全対策課

佐賀県くらし環境本部原
子力安全対策課

平成２３年７月～９月

124 名村造船所百年史
名村造船所百年史編集
委員会

株式会社名村造船所

125 佐賀ファミ食本 株式会社アパナビ 保存版

126 佐賀の夜グルメ 西日本情報センター

127 別冊ぷらざ　Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓ 月刊ぷらざ事業部 株式会社ぷらざ №１～１２

128 ワイヤーママ アパナビ
平成２３年１月～平成２
３年１２月

129 佐賀の果樹 佐賀県農業協同組合 佐賀県農業協同組合 №７３７～№７４８

130 佐賀の野菜
佐賀県経済農業協同組
合連合会

佐賀県経済農業協同組合
連合会

№２２９～№２３４

131 唐津港統計年報 唐津土木事務所 唐津土木事務所 平成２２年

132 「九州地方の列車」展示会の冊子 亀山市立図書館 上

133 「九州地方の列車」展示会の冊子 亀山市立図書館 下

134 美のからくり 吉住　磨子 ゆるり書房

135 佐賀県文化財情報
佐賀県文化課文化財指
導班

佐賀県文化課文化財指導
班

Ｎｏ．１５９～１８２

136 説き語り日本書史 石川 九楊 新潮社

137 佐賀美少女図鑑 株式会社サガテレビ Vol.003

138 佐賀美少女図鑑 株式会社サガテレビ Vol.004

139 広辞苑「祥瑞」の解釈 小野　英太郎 牽牛庵

140 新風 佐賀市文化会館 佐賀市文化会館 №２２９～№２６４

141 オペラ「アメノミナカヌシ」 市川　澄子 福博印刷株式会社

142
生誕４５０年記念　上田宗箇　武将茶人の
世界展

ＮＨＫ出版 ＮＨＫプロモーション

143 江戸の文学史と思想史 井上 泰至 ぺりかん社

144 杻の木 モチの木会 杻の木会 第３０－３４号（終刊号）

145 姫由理 短歌文学会 短歌文学会
平成２３年１月～平成２
３年１２月

146 ひのくに ひのくに短歌会 ひのくに短歌会 第９０９号～第９２０号

147 かささぎ かささぎ社 かささぎ社 第２５６号～２６７号

148 歪んだ世界の真ん中で 葺本　奈美 文芸社

149 ひとりから 金住典子
編集室ふたりから・ひとり
九条の会

第４２号

150 Ｍａｋｋｏの幸せのおすそ分け Ｍａｋｋｏ 株式会社ソリック

151 花とマグマ／Ｋへの手紙 森永　都子 こぺる刊行会

152 回想七十年 尾上　友江

153 佐賀県文学賞作品集 佐賀県文化団体協議会 佐賀県文化団体協議会 第４９回（２０１１）
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