
佐賀県立図書館

書　名 著・編者 出版者 巻　次

2 西九州大学子ども学部紀要
西九州大学子ども学部紀
要編集委員会

西九州大学子ども学部 第３号

3 尚絅語文
尚絅大学日本文学懇話
会

尚絅大学日本文学懇話会 創刊号

4 精神分析臨床家の流儀 松木 邦裕 金剛出版

5 南蛮伴天連の道 森 禮子 教文館

6 ゆけむり史学
別府大学大学院文学研究
科歴史学専攻院生研究報
告会

別府大学大学院文学研究
科歴史学専攻院生研究報
告会

第６号

7 田代孫三郎「肥後遊覧覚書」について 串間　聖剛 別府大学大学院

8 弘法大師と邪馬台国の金毘羅さん 大森 秀樹 東方出版(発売)

9
前近代の東アジアにおける日本・朝鮮・明
を巻き込んだ戦争とその絵画

金泰虎 甲南大学総合研究所

10 鎌倉期の地方神社と幕府 徳永　健太郎

11 <思いこみ>の世界史 山口 洋一 勁草書房

12
《史料紹介》幕末佐賀藩の軍制について
『元治元年佐賀藩拾六組侍着到

中野　正裕 佐賀城本丸歴史館

13 佐賀市歴史的風致維持向上計画
佐賀市企画調整部都市
デザイン課

佐賀市企画調整部都市デ
ザイン課

14 小城歴史読本 小城郷土史研究会 佐賀県小城氏教育委員会

15 荒尾市史 荒尾市史編集委員会 荒尾市 通史編

16 諫早史談 諫早史談会編集委員会 諫早史談会 第４４号

17 １８世紀後期の長崎における抜荷観 添田　仁
神戸大学大学院人文学研
究科

18 長崎番方地役人と正徳新例 添田　仁 九州史学研究会

19 近世港市長崎の運営と抜荷 添田　仁 日本史研究会

20 ＜開港場行政＞の形成と長崎 添田　仁 大阪歴史学会

21 歴史物語ミャンマー 山口 洋一 カナリア書房 上

22 長崎に眠る西洋人 木下 孝 長崎文献社

23 大樹　大隈重信 片桐　武男 佐賀新聞社

24 副島種臣 安岡 昭男 吉川弘文館

25 僕のパリロ 東城 朱美 海鳥社

26 父(おとこ)系図 坪内 祐三 廣済堂出版

27 年報太宰府学 太宰府市市史資料室 太宰府市 第６号

28 ミャンマーの実像 山口 洋一 勁草書房

29 少年補導白書 佐賀県警察本部少年課 佐賀県警察本部少年課 平成２３年中

２０１２年５月郷土資料室　新着資料一覧



書　名 著・編者 出版者 巻　次

30 佐賀県市町村ハンドブック
佐賀県経営支援本部市
町村課／監修

佐賀県経営支援本部市町
村課

平成２４年４月

31 討議で学ぶ自治原論 辻山 幸宣著 公人社

32 第三者委員会は企業を変えられるか 郷原 信郎 毎日新聞社

33 介護保険べんり帳 佐賀中部広域連合

34 第３３回少年の主張全国大会
国立青少年教育振興機
構

国立青少年教育振興機構

35
ティーチング・ポートフォリオ導入・活用ガ
イド

皆本 晃弥 近代科学社

36 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

佐賀女子短期大学生涯学
習センター

平成２３年度

37 平成23年度　中間成果発表会
ＮＰＯ法人有明海再生機
構

38 佐賀自然史研究
佐賀自然史研究編集委
員会

佐賀自然史研究会 第１７号

39 品質管理監査結果報告書
佐賀県生コンクリート品
質管理監査会議

佐賀県生コンクリート品質
管理監査会議

平成２３年度

40 蘇る有明海 楠田 哲也著 恒星社厚生閣

41 筋肉料理人のかんたん!絶品おつまみ 藤吉 和男 宝島社

42 地産地消と地域活性化 伊東 維年 日本評論社

43 佐賀農林水産統計年報
九州農政局佐賀地域セ
ンター

九州農政局佐賀地域セン
ター

第５８次（平成２２～
２３年）

44 九州新幹線工事誌
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機

45 九州新幹線工事誌　別冊
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機

46 西日本美術館ベストガイド エー・アール・ティ メイツ出版

47 きれいなやまをとりもどせ！！ なかむら　たくみ／さく・え 株式会社　日本文学館

48 研究集録
茨城県高等学校教育研究
会書道部

第４８号

49 徳利と盃の魅力 浦野 惠司／[編]著 里文出版

50 鹿島ソフトテニス百年史
鹿島ソフトテニス百年史
編集部

鹿島ソフトテニス百年史編
集部

51 佐賀文学 佐賀文学同人会 佐賀文学事務局 第２９号

52 木犀俳句会合同作品集 木犀俳句会

53 川柳　むつごろ 佐賀番傘川柳会 佐賀番傘川柳会

54 ひみつ 福田 隆浩 講談社

55 夏の記者 福田 隆浩 講談社

56 熱風 福田 隆浩 講談社

57 公平､いっぱつ逆転! 福田 隆浩／作 偕成社



書　名 著・編者 出版者 巻　次

58 赤毛の女医アン 福田 隆浩／[著] 講談社

59 この素晴らしき世界に生まれて 福田 隆浩／作 小峰書店

60 天才女医､アンが行く 福田 隆浩／[著] 講談社

61 アン先生､急患です! 福田 隆浩／[著] 講談社

62 無双の花 葉室 麟 文藝春秋

63 名に恥ずるなく己に恥ずるなく 黒田 如泉 文芸社

64 鷹のように帆をあげて まはら 三桃 講談社

65 一本の葡萄の木 村山 りおん 作品社


