
佐賀県立図書館

書　名 著・編者 出版者 巻　次

1 荀子伝本目録初稿 山城　喜憲／著 慶応義塾大学附属研究所

2 荀子伝本目録初稿（二） 山城　喜憲／著 慶応義塾大学附属研究所

3 九州龍谷短期大学紀要 九州龍谷学会／編 九州龍谷短期大学 第５８号

4 新聞スクラップ あ（１）

5 新聞スクラップ あ（２）

6 新聞スクラップ あ（３）

7 新聞スクラップ い（１）

8 新聞スクラップ い（２）

9 新聞スクラップ い（３）～う

10 新聞スクラップ え（１）

11 新聞スクラップ え（２）

12 新聞スクラップ お（１）

13 新聞スクラップ お（２）

14 新聞スクラップ お（３）

15 新聞スクラップ か（１）

16 新聞スクラップ か（２）

17 新聞スクラップ か（３）

18 新聞スクラップ か（４）

19 新聞スクラップ か（５）

20 新聞スクラップ か（６）

21 新聞スクラップ き（１）

22 新聞スクラップ き（２）

23 新聞スクラップ き（３）

24 新聞スクラップ き（４）

25 新聞スクラップ き（５）

26 新聞スクラップ き（６）

27 新聞スクラップ き（７）

28 新聞スクラップ き（８）

29 新聞スクラップ き（９）

30 新聞スクラップ き（１０）

31 新聞スクラップ く

32 新聞スクラップ け（１）

33 新聞スクラップ け（２）

34 新聞スクラップ け（３）
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

35 新聞スクラップ け（４）

36 新聞スクラップ け（５）

37 新聞スクラップ け（６）

38 新聞スクラップ け（７）

39 新聞スクラップ け（８）

40 新聞スクラップ け（９）

41 新聞スクラップ こ（１）

42 新聞スクラップ こ（２）

43 新聞スクラップ こ（３）

44 新聞スクラップ こ（４）

45 新聞スクラップ こ（５）

46 新聞スクラップ こ（６）

47 新聞スクラップ こ（７）

48 新聞スクラップ こ（８）

49 新聞スクラップ さ（１）

50 新聞スクラップ さ（２）

51 新聞スクラップ さ（３）

52 新聞スクラップ さ（４）

53 新聞スクラップ さ（５）

54 新聞スクラップ さ（６）

55 新聞スクラップ さ（７）

56 新聞スクラップ さ（８）

57 新聞スクラップ さ（９）

58 新聞スクラップ さ（１０）

59 新聞スクラップ さ（１１）

60 新聞スクラップ さ（１２）

61 新聞スクラップ さ（１３）

62 新聞スクラップ さ（１４）

63 新聞スクラップ さ（１５）

64 新聞スクラップ さ（１６）

65 新聞スクラップ さ（１７）

66 新聞スクラップ し（１）

67 新聞スクラップ し（２）

68 新聞スクラップ し（３）



書　名 著・編者 出版者 巻　次

69 新聞スクラップ し（４）

70 新聞スクラップ し（５）

71 新聞スクラップ し（６）

72 新聞スクラップ し（７）

73 新聞スクラップ し（８）

74 新聞スクラップ し（９）

75 新聞スクラップ し（１０）

76 新聞スクラップ し（１１）

77 新聞スクラップ し（１２）

78 新聞スクラップ し（１３）

79 新聞スクラップ し（１４）

80 新聞スクラップ し（１５）

81 新聞スクラップ し（１６）

82 新聞スクラップ し（１７）

83 新聞スクラップ し（１８）

84 新聞スクラップ し（１９）

85 新聞スクラップ し（２０）

86 新聞スクラップ し（２１）

87 新聞スクラップ し（２２）

88 新聞スクラップ す（１）

89 新聞スクラップ す（２）

90 新聞スクラップ す（３）

91 新聞スクラップ す（４）

92 新聞スクラップ す（５）

93 新聞スクラップ す（６）

94 新聞スクラップ す（７）

95 新聞スクラップ せ（１）

96 新聞スクラップ せ（２）

97 新聞スクラップ せ（３）

98 新聞スクラップ せ（４）

99 新聞スクラップ そ

100 葉隠研究
葉隠研究編集委員会／
編

葉隠研究会 第７２号

101 謎とき伊勢神宮 井上 宏生／著 廣済堂出版

102 月刊考古学ジャーナル
考古学ジャーナル編集委
員会／編

（株）ニューサイエンス社 №６２４



書　名 著・編者 出版者 巻　次

103 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第１９１集

104 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第１９５集

105 佐賀県文化財調査報告書 （本文編） 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第１９６集

106
佐賀県文化財調査報告書 (データ・写真
編）

佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第１９６集

107 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第１９７集

108 日本歴史 日本歴史学会／編 株式会社吉川弘文館 第７６５号

109 ｢鎖国｣への道すじ 今村 明生／著 文芸社

110 近世分家大名論 野口 朋隆／著 吉川弘文館

111 図説｢侍｣入門 学研パブリッシング

112 六座町・三本谷活き活きまちづくり
特定非営利活動法人Ｓａ
ｇａよかとこ発信

特定非営利活動法人Ｓａｇ
ａよかとこ発信

113 都渡城ふるさと歴史と民話 都渡城老人クラブ長生会

114 鹿島史料集 峰松　正輝／編 峰松正輝 続巻

115 松方 冬子／編 東京大学出版会

116 新修大阪市史
大阪市史編纂所　大阪市
史料調査会／編

大阪市 史料編第7巻

117 松菊餘影 足立　荒人／著 マツノ書店

118 去華就実
からつ大学交流連携セン
ター／編

唐津早稲田交流推進協議
会

119 大木喬任 重松 優／著
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

120 あんぽん 佐野 眞一／著 小学館

121 『地域生活に関する唐津市民調査』報告書
からつ大学交流連携セン
ター／編

からつ大学交流連携セン
ター

122
全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大
会文集

佐賀地方法務局／編 佐賀地方法務局 第３１回

123 県民経済計算報告書
佐賀県経営支援本部統
計調査課／編

佐賀県経営支援本部統計
調査課

平成２１年度

124 創業事例集　九州１７選 日本政策金融公庫／編 日本政策金融公庫

125 さが創業応援ガイドブック
日本政策金融公庫佐賀
支店／編

日本政策金融公庫佐賀支
店

126 孫正義平成の龍馬伝説 津久居 樹里／著 現文メディア

127 市町財政概要
佐賀県経営支援本部市
町村課／編

佐賀県経営支援本部市町
村課

平成２２年度

128 佐賀県のすがた
佐賀県経営支援本部統
計調査課／編

佐賀県経営支援本部統計
調査課

2012



書　名 著・編者 出版者 巻　次

129 佐賀県における後期高齢者医療費の動向
佐賀県健康福祉本部国
民健康保険課

佐賀県健康福祉本部国民
健康保険課

平成２１年度

130 毎月勤労統計調査地方調査結果報告書
佐賀県経営支援本部統
計調査課／編

佐賀県経営支援本部統計
調査課

平成２２年

131 三世代同居における子育ての真実に迫る
ＮＰＯ法人佐賀県放課後
児童クラブ連絡会／

佐賀県立男女共同参画セ
ンター（アバンセ）

132 復興支援隊体験記
西九大グループ　第一回
復興支援隊

133
教育統計調査結果報告書 学校保健統計
調査編

佐賀県経営支援本部統
計調査課／編

佐賀県経営支援本部統計
調査課

平成２３年度

134
教育統計調査結果報告書 学校基本調査
編

佐賀県経営支援本部統
計調査課／編

佐賀県経営支援本部統計
調査課

平成２３年度

135
「唐松地区に通う高校生の意識に関する
アンケート」調査報告書

からつ大学交流連携セン
ター／編

からつ大学交流連携セン
ター

136
まつら 佐賀県立唐津西高等学校　創立百
周年記念誌

佐賀県立唐津西高等学校

137 菊葉
旧制佐賀高等学校菊葉
同窓会／編

旧制佐賀高等学校菊葉同
窓会

第十巻

138
平成２３年度　県民グループ派遣・招へい
支援事業報告書

佐賀県立男女共同参画
センター（アバンセ）

佐賀県立男女共同参画セ
ンター（アバンセ）

139 生涯学習センター事業紹介
佐賀女子短期大学生涯
学習センター／編

佐賀女子短期大学生涯学
習センター

平成２２年度

140 有明海再生機構の中間まとめ
ＮＰＯ法人有明海再生機
構

141 県民歯科疾患実態調査報告
佐賀県健康福祉本部健
康増進課／編

佐賀県健康福祉本部健康
増進課

平成２３年度

142 保健統計年報（保健統計編）
佐賀県健康福祉本部医
務課／編

佐賀県健康福祉本部医務
課

平成２１年

143 シブすぎ技術に男泣き! 見ル野 栄司／著 中経出版

144 佐賀導水関連河川現地踏査写真集
東京建設コンサルタント
九州支社／編

東京建設コンサルタント九
州支社

145 福岡城天守を復原する 佐藤 正彦／著 石風社

146
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／編

佐賀県くらし環境本部原
子力安全対策課

平成２３年１０月～１２
月

147 波佐見の挑戦
長崎県立大学産学連携
チーム／編著

長崎新聞社

148 佐賀｢肥前杜氏｣史研究 小林 恒夫／著 農林統計出版

149 Ｃｏａｓｔａｌ　Ｂｉｏｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
佐賀大学海浜台地生物
環境研究センター／編

佐賀大学海浜台地生物環
境研究センター

Ｖｏｌ．１８

150 佐賀県「食」と「農」の振興計画（概要版） 佐賀県生産振興部／編
佐賀県農林水産商工本部
企画・経営Ｇ

2011



書　名 著・編者 出版者 巻　次

151 佐賀県「食」と「農」の振興計画 佐賀県生産振興部／編
佐賀県農林水産商工本部
企画・経営Ｇ

2011

152 世界農林業センサス結果報告書 佐賀県経営支援本部 ２０１０年

153 試験研究の成果
佐賀県農業試験研究セ
ンター／編

佐賀県農業試験研究セン
ター

平成２４年３月

154 土地利用動向調査
佐賀県県土づくり本部／
編

佐賀県県土づくり本部 平成２３年度

155 佐賀県漁船統計表
佐賀県生産振興部水産
課／編

佐賀県生産振興部水産課
平成２３年１２月３１日
現在

156 西日本美術館ベストガイド エー・アール・ティ／著 メイツ出版

157
にしむら映画友の会　２３周年記念誌
（1989-2012）

にしむら映画友の会２３
周年誌編集委員会

にしむら映画友の会２３周
年誌編集委員会

158 李香蘭と原節子 四方田 犬彦／著 岩波書店

159 死にたくなったら､これを読め! 島田 洋七／著 潮出版社

160 高体連報告書
佐賀県高等学校体育連
盟／編

佐賀県高等学校体育連盟 平成２２年度

161 高体連報告書
佐賀県高等学校体育連
盟／編

佐賀県高等学校体育連盟 平成２３年度

162 J2白書
J's GOAL J2ライター班
／著

東邦出版 2011

163 金木犀 金木犀の会／編 金木犀の会 第１３号

164 白鷺　第三十巻　春号 白鷺短歌会／編 白鷺短歌会 No.９８

165 歌垣
白石町教育委員会生涯
学習課生涯学習係／編

白石町教育委員会生涯学
習課生涯学習係

第十二回

166 父を売る子 山口 良臣／著 作品社

167 ふたり 白石　すみほ／編著 白石元秀 第７号

168 江戸後期の詩人たち 富士川 英郎／著 平凡社


