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書　名 著・編者 出版者 巻　次

1 肥前鹿島福源寺蔵書目録 井上 敏幸・白石良夫
佐賀大学地域学歴史
文化研究センター

2 研究紀要
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

佐賀大学地域学歴史
文化研究センター

第６号

3
地域学創出のための医文理融合型研
究

佐賀大学地域学歴史文化研
究センター地域学創出プロ
ジェクト

佐賀大学地域学歴史文化
研究センター地域学創出プ
ロジェクト

4 明治大学博物館研究報告 明治大学博物館 第１７号

5 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 第１９３集

6 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 第１９４集

7 佐賀藩長崎警備のはじまり展 （財）鍋島報效会 （財）鍋島報效会

8 日本史研究 日本史研究会 日本史研究会 第５９７号

9 長崎関係史料選集 長崎史学習会 長崎史学習会 第４集

10
《史料紹介》尊重院日億著『億師年
譜』（佐賀県松尾山光勝寺所蔵）

岩渕未紀子・桑名法晃・徳
永前啓・深谷恵子

立正大学大学院

11 河原ノ者・非人・秀吉 服部 英雄 山川出版社

12 世界史のなかの戦国日本 村井 章介 筑摩書房

13 週刊　戦国武将データファイル デアゴスティーニ １０７号

14 幕末佐賀藩の英学事情 河元　由美子 日本英学史学会

15
レンズが撮らえた幕末維新の志士た
ち

小沢 健志／監修　三井
圭司・塚越 俊

山川出版社

16 レンズが撮らえた幕末明治の女たち 小沢 健志／監修 山川出版社

17 多久市文化財調査報告書 多久市教育委員会 多久市教育委員会 第５１集

18 博多記 鶴田　自反 鶴田　幸一

19 戦国島津随一の兵術家　島津家久 大迫　昭 勧学教育社

20 伊能忠敬の長崎街道測量 佐久間　達夫
伊能忠敬研究会九州
支部

21 飛翔 佐賀県人事委員会 佐賀県人事委員会 平成２３年度

22 中小企業施策ハンドブック
佐賀県農林水産商工本
部

佐賀県農林水産商工
本部

平成２４年度

23 佐賀県統計年鑑
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２３年版

24 鳥栖市勢要覧 鳥栖市情報管理課 鳥栖市 2012

25 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

26 最後の小学校 秋山 忠嗣 講談社

27 唐津市の教育 唐津市教育委員会 唐津市教育委員会 平成２４年度

28 佐賀県水防計画書 佐賀県 佐賀県 平成２４年度

29 出島の医学 相川 忠臣 長崎文献社
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30 諫早湾干拓のあゆみ
財団法人諫早湾地域振
興基金

日本紙工印刷株式会
社

31 唐津:都市の再編 日本建築学会 鹿島出版会

32 森正洋の言葉。デザインの言葉。 森正洋を語り・伝える会 美術出版社

33 業務報告書
佐賀県窯業技術セン
ター

佐賀県窯業技術セン
ター

平成２３年度

34 研究報告書
佐賀県窯業技術セン
ター

佐賀県窯業技術セン
ター

平成２３年度

35 業務年報
佐賀県農業技術防除セ
ンター病害虫防除部

佐賀県農業技術防除セ
ンター病害虫防除部

平成２３年度

36
クリーク農村の自然災害と生業戦略
－『野口家日記』（1847-65）を素材に
－

春田　直紀 日本史研究会

37
クリーク農村の環境利用とムラの営み
－佐賀県神埼市千代田町大字渡瀬・柳
島の現地調査

熊本大学教育学部日本
史研究室

熊本大学教育学部日
本史研究室

38
佐賀県玄海水産振興センター業務報
告

佐賀県玄海水産振興セ
ンター

佐賀県玄海水産振興
センター

平成２２年度

39
佐賀県玄海水産振興センター研究報
告

佐賀県玄海水産振興セ
ンター

佐賀県玄海水産振興
センター

第５号

40 諫早湾漁業史
財団法人諫早湾地域振
興基金

川口印刷株式会社

41 だから､僕らはこの働き方を選んだ
馬場 正尊・林 厚見・吉
里 裕也

ダイヤモンド社

42 幸せを売る男
草場 一壽／作　平安座
資尚／絵

サンマーク出版

43 佐賀美少女図鑑 株式会社サガテレビ Vol.006

44 唐津 阿部出版

45 古伊万里の文様集成
佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文
化館

46 文壇人物誌 笹本 寅 冬樹社

47 句集　管玉 小浜　史都女 株式会社　文學の森

48 やまびこ 西村　正紘 新葉館出版

49 ふり向けば何ばしよっこ 中島 祐樹 文芸社

50 佐賀ラブストーリー 中島　祐樹 株式会社　日本文学館

51 ロンギヌス迷宮 龍造寺 こうゆう ブイツーソリューション

52 会津士魂 笹本　寅 彩光社

53 会津士魂 笹本　寅 春陽堂

54 堪忍料一萬石 笹本　寅 春陽堂文庫

55 さむらい物語 笹本　寅 河出書房

56 士法兵法 笹本　寅 室戸書房
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57 土曜文学 笹本　寅　ほか
廿七日会東京作家クラ
ブ

３號

58 傑作読切小説 笹本　寅　ほか 立山書房

59 特集　文藝　元禄風雲録 笹本　寅　ほか 河出書房

60 前線銃後美談　空の武士道 笹本　寅 室戸書房

61 少年大菩薩峠　机竜之助の巻 笹本　寅 黎明社

62 少年大菩薩峠　宇津木兵馬の巻 笹本　寅 黎明社

63 毎日がいのちのまつり 草場 一壽 サンマーク出版

64 卑弥呼に魅かれ 中津　太郎 株式会社文芸社
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