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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 久留米大学経済社会研究所紀要
久留米大学経済社会
研究所

久留米大学経済社会研
究所

2 英訳「校注葉隠」 山本　常朝／述 大同印刷株式会社

3 妻に捧げる１００文字で綴るレクイエム 福島　龍一

4 風の中の自画像 春日 香雪 ブイツーソリューション

5
国文の碩学歌人中原勇夫の周辺　門
人たちが語り継ぐ「常歌」の世界

島津　忠夫 ひのくに短歌会

6 九州文化史研究所紀要
九州大学附属図書館付
設記録資料館九州文化
史資料部門

7 沖縄史料編集紀要
沖縄県教育庁文化財
課史料編集班

沖縄県教育委員会

8 Ｃｏａｓｔａｌ　Ｂｉｏｅｎｖironment
佐賀大学海浜台地生
物環境研究センター

佐賀大学海浜台地生物
環境研究センター

9
平成２４年９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

10
平成２４年９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

11 佐賀の犯罪
佐賀県警察本部刑事
部刑事企画課

佐賀県警察本部刑事部
刑事企画課

12
“葉隠の心”で沖縄に尽くす　第十一代
齋藤用之助・その系譜

小濵　六茶 １４代齋藤用之助

13 金立水曜登山会会報 金立水曜登山会

14 とんぼカレンダー２０１３ 佐賀市／製作 佐賀市

15
佐賀県特別支援教育第二次推進プラ
ン

佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会

16 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局

17
創価公明党との決別　ＯＢ議員の赤
裸々な体験集

創価学会・公明党を糾
すOB有志の会

人間の科学新社

18
北海道一人旅　１ヶ月間の旅を終えた
私の記録

平岡　祐子 大同印刷株式会社

19 郵便局へ行こう！ 今村　公一 株式会社文芸社

20 佐賀県の学校
佐賀県教育庁教育政
策課

佐賀県教育庁教育政策
課

21 ISHIK2012
Masatoshi
NAKAMURA、Toshiyuki
AOKI、Tao ZHANG,YiLI
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22 明治初期の政局と裁判所設置構想 大庭　裕介 大阪歴史学会

23 区報ぶんきょう 文京区

24 人生のいろ 森木　常造 大同印刷株式会社

25
没後百年記念特別展「書聖・中林梧竹
不朽の書」

書聖・中林梧竹没後百
年記念事業実行委員
会

書聖・中林梧竹没後百
年記念事業実行委員会

26
洪庵、知安、そして鴎外近代医学のヒ
ポクラテスたち　平成24年度特別展図
録

文京ふるさと歴史館 文京ふるさと歴史館

27
「事業所及び公共施設等における受動
喫煙防止対策に関するアンケート調
査」報告書

佐賀県健康福祉本部健
康増進課

28 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
ク佐賀ＶＯＩＳＳ

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワーク
佐賀ＶＯＩＳＳ

29 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
ク佐賀ＶＯＩＳＳ

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワーク
佐賀ＶＯＩＳＳ

30 友の会だより
文京ふるさと歴史館友
の会事務局

31 西肥前中世史年表 肥前中世史研究会

32 書道特別展　中林梧竹の臨書 徳島県立文学書道館

33
週刊JR全駅・全車両基地　博多駅・伊
万里駅・西戸崎駅ほか81駅

朝日新聞出版

34 幕末三國志 斎藤 一男 論創社

35 志士の風雪 古川 薫 文藝春秋

36 幸福な田舎のつくりかた 金丸 弘美 学芸出版社

37 ｢人生に悔いなし｣を実現する63章 島田 洋七 ポプラ社

38 光圀伝 冲方 丁 角川書店

39 列島の鎌倉時代 高橋 慎一朗 高志書院

40 福澤諭吉と大隈重信 池田 勇太 山川出版社

41 長崎地役人総覧 籏先 好紀 長崎文献社

42 スプリングスメル 大迫 容明 アピアランス工房

43
美術屋・百兵衛　全国のアートと文化
が凝縮されたワンコインマガジン　特集
小松美羽 佐賀文化考

麗人社

44 マンスフェルトが見た長崎・熊本
長崎大学附属図書館
／企画・編集

長崎文献社
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45 佐賀・久留米　美味い店Ｓｐｅｃｉａｌ 西日本情報センター

46 久留米佐賀　Ｂ級グルメ 西日本情報センター

47 保存版佐賀・小城・多久の今昔 福岡　博／監修 郷土出版社

48
楽しい絵文様の伊万里やき　彫刻家前
島秀章コレクション

前島 秀章／[編]著 創樹社美術出版

49 剣道文化遺跡 嶋谷　又三郎
財団法人全日本剣道連
盟

50 柳川の歴史　3
柳川市史編集委員会
集

柳川市

51 柳川の歴史　4
柳川市史編集委員会
集

柳川市

52 柳川市史　史料編4
柳川市史編集委員会
集

柳川市

53 柳川市史　史料編5[前編]
柳川市史編集委員会
集

柳川市

54 柳川市史　史料編5[後編]
柳川市史編集委員会
集

柳川市

55 柳川市史　別編
柳川市史編集委員会
集

柳川市

56 地図のなかの柳川
柳川市史編集委員会
集

柳川市
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