
２０１２年６月郷土資料室　新着資料一覧　　佐賀県立図書館

書　名 著・編者 出版者 巻　次

1 第１１回研究助成研究報告会 財団法人鍋島報效会

2 研究紀要 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 第４６集

3 明治の夢工房 横田 順弥 潮出版社

4
特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」名護
屋城跡

佐賀県立名護屋城博物館
佐賀県立名護屋城博物
館

5
特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」鍋島
直茂陣跡

佐賀県立名護屋城博物館
佐賀県立名護屋城博物
館

6 弥生時代の青銅器生産体制 田尻 義了 九州大学出版会

7 ｢倭国｣とは何か 九州古代史の会 不知火書房 2

8 長崎を識らずして江戸を語るなかれ 松尾 龍之介 平凡社

9 明治時代は謎だらけ 横田 順弥 平凡社

10
みやき町文化財資料等調査・整理・収集・
活用事業報告書

みやき町教育委員会

11 調査研究報告書
小城市立歴史資料館・小
城市立中林梧竹記念

小城市立歴史資料館・小
城市立中林梧竹記念

第５集

12 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会文化課 小城市教育委員会 第１９集

13 武雄見聞録 武雄市営業部観光課 平成２４年度版

14 山城跡と境界石探訪 白石町教育委員会 白石町教育委員会

15 海路 ｢海路｣編集委員会 10

16 長崎出島オランダ異国事情 西 和夫 角川書店

17 長崎出島四大事件 志岐 隆重 長崎新聞社

18 異風者(いひゅうもん)伝 井上 智重 熊本日日新聞社

19 ｢青年日本の歌｣をうたう者 江面 弘也 中央公論新社

20
週刊　池上彰と学ぶ日本の総理　大隈重
信

株式会社小学館 17

21 歴史人 ＫＫベストセラーズ JUL.2012 №22

22 佐賀の１２賢人歴史散策お楽しみ帳 （社）佐賀観光協会 改訂版

23 ちょっと遠くの直売所・道の駅めぐり 南 英作／共著 九州人

24 写真記録日本の街道 写真記録刊行会 日本ブックエース 九州路

25 明和八年　佐賀城下　屋鋪御帳扣（控）
財団法人鍋島報效会（徴
古館）

財団法人鍋島報效会（徴
古館）

26
平成２４年２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.７５９

27
平成２４年２月定例会　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.７６０

28 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.６２５

29 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 平成２４年６月

30 ショージとタカオ 井手 洋子 文藝春秋

31 日本を創った男たち 北 康利 致知出版社

32 すぐわかるユーロ危機の真相 米倉 茂 言視舎
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書　名 著・編者 出版者 巻　次

33 統計要覧
武雄市つながる部フェイス
ブック・シティ課

武雄市つながる部フェイ
スブック・シティ課

平成２３年版

34 佐賀部落解放研究所紀要 佐賀部落解放研究所 佐賀部落解放研究所 第２９号

35 佐賀雇用施策実施方針 佐賀労働局 佐賀労働局 平成２４年度

36 寛政四年子正月島原地変記 神代古文書勉強会 ブイツーソリューション

37 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

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワー

№１１

38 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

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワー

№１２

39 県民カレッジ夢パレットさが　講座案内
県民カレッジ夢パレットさ
が事務局

平成２４年度前期版

40 年報
〔ＮＰＯ法人有明海再生機
構〕／〔編〕

ＮＰＯ法人有明海再生機
構

平成２３年度

41 江戸時代の医学 青木 歳幸 吉川弘文館

42 薬務行政概要
佐賀県健康福祉本部薬務
課

佐賀県健康福祉本部薬
務課

平成２４年版

43 佐賀県薬剤師会史
佐賀県薬剤師会史プロ
ジェクト委員会

社団法人　佐賀県薬剤
師会

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

volume１４，Number
１

45 ｢夜の美術館大学｣・講義録 目黒区美術館

46 耕地及び主要農作物市町村別統計
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

平成２３年

47 ふたりのニューヨーク 真島 明子 書肆侃侃房

48 書 文字 アジア 吉本 隆明 筑摩書房

49 第４７回西部伝統工芸展
西部伝統工芸展図録編集
委員会

日本工芸会西部支部

50 唐津 阿部出版

51 俺にはサッカーがある 川本 梅花 出版芸術社

52 嗚呼!!明治の日本野球 横田 順彌著 平凡社

53 近代日本奇想小説史 横田 順彌 PILAR PRESS 明治篇

54 近代日本奇想小説史 横田 順彌 PILAR PRESS 入門篇

55 快絶壮遊<天狗倶楽部> 横田 順弥 教育出版

56 霖雨 葉室 麟 PHP研究所

57 みたいみたいみてみたい いしばし ひろやす／文・絵 扶桑社

58 隠れキリシタン 示車 右甫 海鳥社

59 出島買います 指方 恭一郎 文藝春秋

60 道中記卑弥呼の都邪馬薹(やまと)国 八尋 秀喜 風詠社

61 押川春浪回想譚 横田 順彌 出版芸術社

62 委員会便り「元気ですか～!?」 小森　紀幸 佐賀新聞社

63 卑弥呼に魅かれ 中津　太郎 株式会社文芸社
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