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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 臨床知と徴候知 後藤 正英・吉岡 剛彦 作品社

2 伊万里市民図書館叢書 片岡　繁男 伊万里市民図書館 第五集

3 伊万里市民図書館叢書 森田　一雄 伊万里市民図書館 第六集

4 文京ふるさと歴史館だより 文京ふるさと歴史館 第１９号

5 佐賀県立博物館・美術館調査研究書
佐賀県立博物館・佐賀
県立美術館

佐賀県立博物館・佐賀
県立美術館

第３６集

6 葉隠研究 葉隠研究編集委員会 葉隠研究会 第７３号

7 いつだって僕たちは途上にいる 岡 康道・小田嶋 隆 講談社

8 キリシタン海の道紀行 森 禮子 教文館

9 邪馬台国とは何か 石野 博信 新泉社

10
大阪市北区佐賀藩蔵屋敷跡発掘調査報
告

大阪市博物館協会大阪
文化財研究所

大阪市博物館協会大阪
文化財研究所

11 「倭国」とは何か 九州古代史の会 同時代社

12 鎌倉幕府守護の基礎的研究 伊藤 邦彦 岩田書院 国別考証編

13 江戸文化再考 中野 三敏 笠間書院

14 新ふるさと循誘
「新ふるさと循誘」編
集実行委員会

「新ふるさと循誘」編
集実行委員会

15 松浦党研究 松浦党研究連合会 松浦党研究連合会 第３５号

16
伊万里コンシェルジェ検定（伊万里歴
史と文化のコンシェルジェ検定）公式
テキストブック

特定非営利活動法人ま
ちづくり伊萬里

特定非営利活動法人ま
ちづくり伊萬里

２０１１年版

17
第４次太良町総合計画（平成２４年度
～平成３１年度）

太良町役場企画商工課 太良町
ダイジェスト
版

18
第４次太良町総合計画（平成２４年度
～平成３１年度）

太良町役場企画商工課 太良町

19 歴史物語ミャンマー 山口 洋一 カナリア書房 下

20 物語幕末を生きた女101人 『歴史読本』編集部 新人物往来社

21 “神国日本”に留学した満洲娘 上坂　冬子
財団法人清香奨学会・
如蘭塾

22 まんが伊万里の偉人伝
特定非営利活動法人ま
ちづくり伊萬里

23 大隈重信関係文書
早稲田大学大学史資料
センター

みすず書房 8

24 佐賀藩の郷村絵図と地方知行制 羽山　久男 徳島地方史研究会

25 発見!九州の滝 熊本 広志 海鳥社

26 花をめぐる九州の山歩き
宮本 文雄・宮本 恵子
／写真・文

西日本新聞社

27 佐賀県の歴史散歩
佐賀県高等学校地歴・
公民部会歴史部会

山川出版社
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書 名 著・編者 出版者 巻次

28 ムービングさが
佐賀県統括本部政策監
グループ

佐賀県 2012

29 平和 原口 一博 ゴマブックス 2上

30 近代日本もうひとつの対中政策 何 為民 岩田書院

31 長崎奉行 鈴木 康子 筑摩書房

32 新釈犯科帳 安高 啓明 長崎文献社 第3巻

33 子の利益のための面会交流 栗林 佳代 法律文化社

34 検事失格 市川 寛 毎日新聞社

35 佐賀大学経済論集 佐賀大学経済学会 佐賀大学経済学会
第４５巻　第
１号

36 佐賀大学経済論集 佐賀大学経済学会 佐賀大学経済学会
第４５巻　第
２号

37 路線価図 大蔵財務協会 [2011]佐賀県

38 評価倍率表 大蔵財務協会
平成22年分佐
賀県・長崎県
版

39 佐賀市統計データ 平成２３年版

40 佐賀市のすがた
佐賀市総務部総務法制
課

佐賀市総務部総務法制
課

平成２４年

41 労働法入門 水町 勇一郎 岩波書店

42 就職支援ガイドブック 佐賀労働局・佐賀県

43 さがゴールドプラン21 佐賀県健康福祉本部 佐賀県健康福祉本部 第５期

44 障害者ハンドブック 佐賀県健康福祉本部 佐賀県健康福祉本部
平成２４年度
版

45 子ども学のすすめ
西九州大学子ども学研
究会

佐賀新聞社

46 文芸本庄
【本庄】まちづくり協
議会地域教育実践部

【本庄】まちづくり協
議会こだま会議

47 北高十年誌
佐賀県立佐賀北高等学
校

48 佐賀県立宇宙科学館調査研究書 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館 第４号

49 佐賀県立宇宙科学館調査研究書 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館 第５号

50 年報 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館 平成２３年度

51 「日本の歴史地震史料」拾遺 宇佐美　龍夫 （株）太平印刷社 五ノ下
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書 名 著・編者 出版者 巻次

52 校庭の雑草図鑑 上赤 博文 南方新社

53 研究報告書
佐賀県工業技術セン
ター

佐賀県工業技術セン
ター

２０１１　Ｎ
ｏ．２０

54 低平地研究
佐賀大学低平地研究セ
ンター

佐賀大学低平地研究セ
ンター

No.21 May
2012

55 佐賀県の生活排水処理
佐賀県県土づくり本部
下水道課

2012

56
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２４年１
月～３月

57
玄海原子力発電所の運転状況及び周辺
環境調査結果（年報）

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年度

58 日本の石炭産業遺産 徳永 博文／文・写真 弦書房

59 佐賀カフェ散歩 ドアーズ 書肆侃侃房

60 市民皆農 山下 惣一・中島 正 創森社

61
さがん水と大地の物語 佐賀の農業・農
村の役割

佐賀県県土づくり本部
農山漁村課

佐賀県県土づくり本部
農山漁村課

62 佐賀県交通安全実施計画
佐賀県交通安全対策会
議

平成２４年度

63 交通さが
佐賀県警察本部交通企
画課

佐賀県警察本部 平成２３年

64 くずし字で｢東海道中膝栗毛｣を楽しむ 中野 三敏 角川学芸出版

65 染付 貴道 裕子 ハースト婦人画報社

66 キネマ旬報　４月上旬号 株式会社キネマ旬報社 2012　№1607

67 教えない教え 権藤 博 集英社

68 監督論 永谷 脩 廣済堂あかつき

69 最強の剣道 桜木 哲史
ベースボール・マガジ
ン社

70 滾滾 貝原　昭 第８号

71 木木 木木の会 木木の会 第２５号

72 青い一角(つの)の龍王
西沢 杏子／作　　あら
き あいこ／絵

朝日学生新聞社

73 青きそらまめ 草市 潤 三月書房

74 下犬童 山田　貢 ブックワークス
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