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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 佐賀大学文化教育学部研究論文集 佐賀大学文化教育学部 佐賀大学文化教育学部
第１７集第１
号

2 キリスト者の勝利　出版の栞 横井　久 イエスの言社

3
「壬辰倭乱」　釜山博物館壬辰倭乱７
周甲特別企画展

釜山博物館 釜山博物館

4 幕末パリ万博使節派遣と佐野常民 三溝　博之 國學院大學

5 ふるさと金立 佐賀市立金立公民館 佐賀市立金立公民館 その２

6
佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書
幕末佐賀藩三重津海軍所跡

佐賀市教育委員会 第１集

7
佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書
幕末佐賀藩製砲関係史料集

佐賀市教育委員会 第２集

8 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会 小城市教育委員会 第１６集

9 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会 小城市教育委員会 第１７集

10 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会 小城市教育委員会 第１８集

11
調査研究報告書　平成21・22年度事業
報告

小城市立歴史資料館・
小城市立中林梧竹記念
館

小城市立歴史資料館・
小城市立中林梧竹記念
館

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 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.６２６

14
平成２４年４月臨時会平成２４年６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.７６１

15
平成２４年４月臨時会　平成２４年６
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.７６２

16 随報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 第１８３号

17 随報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 第１８４号

18 随報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 第１８７号

19 随報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 第１９０号

20 企業ガイド２０１３
佐賀県中小企業団体中
央会

佐賀県中小企業団体中
央会

21
佐賀県の人口　佐賀県人口移動調査報
告書

佐賀県企画局統計課 佐賀県企画局統計課 平成９年

22 雇用保険業務概要
佐賀県商工労働部雇用
保険課

平成１０年度

23
平成７年度　女性の生涯学習促進総合
事業報告書

佐賀県教育委員会
〔佐賀〕佐賀県教育委
員会

24 アバンセ　要覧
佐賀県女性と生涯学習
財団

佐賀県女性と生涯学習
財団

平成１０年度

25 研修報告書　平成７年度長期研修 佐賀県教育センター 佐賀県教育センター

26 地球市民 ＴＥＲＲＡ ＰＥＯＰＬＥ 地球市民の会 地球市民の会 Ｎｏ．７
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書 名 著・編者 出版者 巻次

27
佐賀県生涯学習モデル市町村事業実践
報告書

佐賀県教育委員会 平成５年度

28 出島の医学 相川 忠臣 長崎文献社

29
第２次佐賀県食育推進基本計画　佐賀
賢人のすゝめ

佐賀県くらし環境本部
くらしの安全安心課

30 全国道路交通情勢調査総括表 佐賀県土木部道路課 平成２年度

31 道路現況表 佐賀県道路課 佐賀県道路課 平成４年度

32 道路現況表 佐賀県道路課 佐賀県道路課 平成５年度

33 道路現況表 佐賀県道路課 佐賀県道路課 平成６年度

34 道路現況表 佐賀県道路課 佐賀県道路課 平成１２年度

35 公共用水域及び地下水水質測定計画 佐賀県 佐賀県 平成１１年度

36 公共用水域及び地下水の水質測定結果 佐賀県 佐賀県 平成４年度

37 公共用水域及び地下水の水質測定結果 佐賀県 佐賀県 平成７年度

38 公共用水域及び地下水の水質測定結果 佐賀県 佐賀県 平成９年度

39 公共用水域及び地下水の水質測定結果 佐賀県 佐賀県 平成１０年度

40 くらしとごみ 佐賀市清掃センター

41 みんなで守ろう　私たちの環境 佐賀県環境整備局

42 水道とわたしたち 佐賀市水道局

43
ＯＴＥＣ　佐賀大学海洋エネルギー研
究センター報告

佐賀大学海洋エネル
ギー研究センター

佐賀大学海洋エネル
ギー研究センター

第１７号

44 産業考古学 産業考古学会 第１４５号

45 農生一路　農ひとすじに生きる 坂本 國継 佐賀新聞社

46
ヨーロッパ・アメリカの農業と普及事
業　佐賀県普及職員海外派遣研修報告
書

佐賀県農林部農産普及
課

47 農業共済事業要覧 佐賀県流通経済課 佐賀県流通経済課 平成５年度版

48 農業共済事業要覧 佐賀県流通経済課 佐賀県流通経済課 平成６年度版

49 施肥・病害虫防除・雑草防除のてびき 佐賀県園芸課 佐賀県園芸課 平成１１年度

50 農業機械化の現状と課題 佐賀県農林部農産課

51 研究報告 佐賀県果樹試験場 佐賀県果樹試験場 第１３号

52 佐賀県卸売市場流通統計　青果・花き
佐賀県農林部流通経済
課

平成１０年

佐賀県立図書館「郷土資料室の新着資料」のページ＜http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/kkb/kkb.html＞



２０１２年９月　佐賀県立図書館郷土資料室　新着資料一覧  3/3

書 名 著・編者 出版者 巻次

53
佐賀県における子牛市場からみた繁殖
雌牛の利用状況

佐賀県農林部畜産普及
課

54 業務年報 佐賀県畜産試験場 佐賀県畜産試験場 平成２３年度

55 業務報告書 佐賀県林業試験場 佐賀県林業試験場 平成６年度

56 業務報告書 佐賀県林業試験場 佐賀県林業試験場 平成８年度

57 佐賀県栽培漁業センター事業報告書
佐賀県栽培漁業セン
ター

佐賀県栽培漁業セン
ター

平成７～８年
度

58 佐賀県小売商業の実態と動向’９５
佐賀県商工労働部商工
企画課

佐賀県商工労働部商工
企画課

59 佐賀空港利活用ビジョン（初期段階） 佐賀県

60 佐賀県デザインシステムマニュアル 佐賀県企画局

61 社会体育の実態
佐賀県教育庁体育保健
課

平成９年版

62 佐賀県スポーツ賞受賞者一覧 佐賀県教育委員会 平成８年

63 佐賀県スポーツ賞受賞者一覧 佐賀県教育委員会 平成１０年
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