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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 佐賀大学理工学部・工学系研究科広報
佐賀大学大学院工学系
研究科

佐賀大学大学院工学系
研究科

No.２７

2
幕末維新期の小城～書聖・中林梧竹の
生きた時代～

伊藤　昭弘
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

3
明日にはまだ失敗がないそれだけで生
きる価値がある

326 ミライカナイブックス

4 九州の戦争遺跡 江浜 明徳 海鳥社

5 季刊考古学 雄山閣 第120号

6 邪馬台国をめぐる国々 西谷 正 雄山閣

7 特別展　懐古・知新 大村市立史料館

8 特別展　秀吉の城 大阪城天守閣 大阪城天守閣

9 龍馬と海国日本を夢見た男たち 小笠原 真司 英光社

10
江戸時代の両替商の帳簿　鴻池両替店
の帳簿組織

竹内　一男 洋学堂書店

11 ふるさと基山の歴史 基山町教育委員会 基山町

12 福岡地方史研究 福岡地方史研究会
第50号(2012
年)

13 佐賀藩主　鍋島直正 古賀　寛 （株）佐賀印刷社

14
温泉達人とドクターが選ぶ九州の安心
貸切湯

平尾 茂 西日本新聞社

15 佐賀市例規集 佐賀市総務部総務課 株式会社　ぎょうせい 1

16 佐賀市例規集 佐賀市総務部総務課 株式会社　ぎょうせい 2

17 佐賀市例規集 佐賀市総務部総務課 株式会社　ぎょうせい 3

18 佐賀市例規集 佐賀市総務部総務課 株式会社　ぎょうせい 4

19 接遇マナーテキスト 西村　美也子 洋学堂書店

20 江州中井家帖合の法 小倉 榮一郎 洋学堂書店

21 会計測定の国際的調和 佐賀大学簿記論研究室 洋学堂書店

22 県税のしおり
佐賀県経営支援本部税
務課

佐賀県経営支援本部税
務課

2012

23 みやき町町勢要覧　話・和・輪 みやき町企画調整課

24 みやき町町勢要覧　資料編 みやき町企画調整課

25 職業安定業務統計 佐賀労働局職業安定部 佐賀労働局職業安定部 平成２３年度

26 総合的な学習でめざす国際標準の学力 松下 一世 明治図書出版
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27 斜光 斜光編集部 斜光編集部 第１７号

28
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
後期版

29
大坂蔵屋敷の年中行事と蔵屋敷祭礼に
ついて

植松　清志
「生活科学研究誌」編
集委員会

30 伝えていこう子守歌 植村　遊子 宮木印刷

31
杵藤保健福祉事務所　管内保健衛生福
祉情報

杵藤保健福祉事務所 杵藤保健福祉事務所
平成２４年
９月

32
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４
月～６月

33 佐賀県農業試験研究センター研究報告
佐賀県農業試験研究セ
ンター

佐賀県農業試験研究セ
ンター

第３７号

34 猫を看取る 宇都宮 直子 中央公論新社

35 業務報告書 佐賀県林業試験場 佐賀県林業試験場 平成２３年度

36 研究報告 佐賀県林業試験場

37
「佐賀県森林環境税を活用した取り組
み」成果報告

佐賀県県土づくり本部
森林整備課

佐賀県県土づくり本部
森林整備課

平成２３年度

38 タコと日本人 平川 敬治 弦書房

39 通観鍋島青磁 神村 英二 創樹社美術出版

40 鍋島 小木 一良 創樹社美術出版

41
特別企画展　将軍家献上の鍋島・平
戸・唐津ー精巧なるやきものー

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文化
館

42 殉愛 西村 雄一郎 新潮社

43
２０１２　Ｊ．ＬＥＡＧＵＥ　ＰＲＯ
ＦＩＬＥ

公益社団法人日本プロ
サッカーリーグ

44 えほん十二支 ひさのう　けいこ さつき　ふみか

45 大岡昇平の創作方法 野田 康文 笠間書院

46 評伝野上彌生子 岩橋 邦枝 新潮社

47 九州の川柳句碑
古谷 龍太郎／調査・
撮影

川柳くろがね吟社

48 短歌を詠む人のための「歌謡と歴史」
芽子の会代表　松浦ま
つ江

芽子の会

49 風群の荒野ー挑戦４ 北方 謙三 集英社

50 三種の神器殺人事件 笹沢 左保 祥伝社

51 傷だらけの孤独 笹沢 左保 角川書店

52 花嫁狂乱 笹沢 左保 富士見書房
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53 青い終局 笹沢 左保 角川書店

54 逆転 笹沢 左保 徳間書店

55 偽装 笹沢 左保 徳間書店

56 影が見ていた 笹沢 左保 徳間書店

57 幻の島 笹沢 左保 角川書店

58 そして夢色の殺人 笹沢 左保 徳間書店

59 漂流島 笹沢 左保 集英社

60 翳った砂丘 笹沢 左保 角川書店

61 沖縄海賊 笹沢 左保 徳間書店

62 決闘・箱根山三枚橋 笹沢 左保 光風社出版

63 逃走 薬丸 岳 講談社

64 人生遍路 吉田 絃二郎 六月書房

65 欧米旅日記 新宮　忠彦 書肆草茫々

66 ねむりひめの目覚めはいつ 堀本 公子 東京シューレ出版

67 ふたり 白石　すみほ 白石元秀 第８号
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