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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 記録と史料
全国歴史資料保存利用
機関連絡協議会広報・
広聴委員会／編

全国歴史資料保存利用
機関連絡協議会

第23号

2
佐賀県立図書館収集歴史資料目録（追
補）

佐賀県立図書館

3 研究紀要 佐賀女子短期大学／編 佐賀女子短期大学 第４７集

4
日本最初の禅寺　博多聖福寺　栄西禅
師八百年大遠諱記念特別展

福岡市博物館／編
日本最初の禅寺　博
多・聖福寺展実行委員
会

5
清張古代学と魏志東夷伝　清張邪馬台
国論の行方

東　潮／著
北九州市立松本清張記
念館

6 古代文化を考える
東アジアの古代文化を
考える会同人誌分科会
／編

東アジアの古代文化を
考える会同人誌分科会

第６２号（２０
１３夏）

7
小城市文化財調査報告書 犬山家文書
第二巻

小城市教育委員会文化
課／編

小城市教育委員会 第２０集

8
小城市文化財調査報告書 小城市内遺
跡Ⅲ

小城市教育委員会 第２１集

9
長崎街道ガイドブック　Ｎａｇａｓａ
ｋｉ　Ｒｏａｄ　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏ
ｋ

佐賀県／編 佐賀県

10 書聖・中林梧竹の足跡　梧竹
小城市立中林梧竹記念
館

11 職員の給与に関する報告及び勧告 佐賀県人事委員会 平成８年１０月

12 職員の給与に関する報告資料 佐賀県人事委員会 平成５年１０月

13 職員の給与に関する報告資料 佐賀県人事委員会 平成８年１０月

14 職員の給与に関する報告及び勧告 佐賀県人事委員会 平成５年１０月

15 職員の給与に関する報告資料 佐賀県人事委員会 平成６年１０月

16 少年補導白書
佐賀県警察本部少年課
／編

佐賀県警察本部少年課 平成２４年中

17 佐賀県市町村ハンドブック
佐賀県経営支援本部市
町村課／監修

佐賀県経営支援本部市
町村課

平成２５年４月

18 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 平成５年７月

19 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 平成７年６月

20 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 平成８年６月

21 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 平成１１年６月

22 県政資料 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成５年度重点
事業

23 住みたい県づくりへ向けて
佐賀県農林部農村計画
課

24 佐賀県市町村ハンドブック
佐賀県経営支援本部市
町村課／監修

佐賀県経営支援本部市
町村課

平成２５年４月
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書 名 著・編者 出版者 巻次

25 県政資料 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成７年度重点
事業

26 県政資料 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成８年度重点
事業

27 県政資料 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成１１年度重
点事業

28 県政資料 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成１２年度重
点事業

29
全国中学生人権作文コンテスト佐賀県
大会文集

佐賀地方法務局／編 佐賀地方法務局 第３２回

30 市町村税に関する資料
佐賀県総務部市町村課
／編

佐賀県総務部市町村課 平成１０年度

31 市町村税に関する資料 佐賀県総務部市町村課 平成１１年度

32 佐賀大好き！！おたより募集作品集
佐賀県生活環境部県民
生活課／編

佐賀県生活環境部県民
生活課

第２回

33 ゆとり創造推進事業報告書
佐賀県商工労働部経営
指導課

平成３年３月

34 介護休業制度のてびき
佐賀県商工労働部労政
能力開発課

35
労働基準法・労働安全衛生法及び勤務
時間・休日・休暇関係条例事務の手引

佐賀県人事委員会 平成３年３月

36 労働市場年報
佐賀県商工労働部職業
安定課／編

佐賀県商工労働部職業
安定課

平成６年度版

37 民間グループ調査研究報告書
アバンセ（佐賀県立女
性センター・佐賀県立
生涯学習センター）

平成９年度

38 佐賀県福祉のまちづくり条例解説書
佐賀県福祉保健部福祉
課／編

佐賀県福祉保健部福祉
課

39
佐賀県福祉のまちづくり条例　施設整
備マニュアル

佐賀県福祉保健部福祉
課

40
佐賀県の母子・父子家庭養育者家庭の
実態

佐賀県福祉生活部児童
家庭課／編

佐賀県福祉生活部児童
家庭課

平成２年７月１
日現在

41 事業概要
佐賀県長寿社会振興財
団／編

佐賀県長寿社会振興財
団

平成５年度

42
佐賀県シルバー情報相談センター事業
概要

佐賀県長寿社会振興財
団／編

佐賀県長寿社会振興財
団

平成７年度

43
佐賀県シルバー情報相談センター事業
概要

佐賀県長寿社会振興財
団／編

佐賀県長寿社会振興財
団

平成８年度

44
佐賀県シルバー情報相談センター事業
概要

佐賀県長寿社会振興財
団／編

佐賀県長寿社会振興財
団

平成１０年度

45 研修報告書
佐賀県教育センター／
編

佐賀県教育センター

46 学校保健概要調査結果
佐賀県教育委員会体育
保健課

平成４年度

47 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／編

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワー
ク佐賀ＶＯＩＳＳ

№２０

48 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／編

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワー
ク佐賀ＶＯＩＳＳ

№２１

49 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／編

特定非営利活動法人
被害者支援ネットワー
ク佐賀ＶＯＩＳＳ

№２２
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書 名 著・編者 出版者 巻次

50 佐賀県立高等学校案内 佐賀県教育委員会 平成１１年度

51 研究紀要 佐賀県立盲学校

52
平成８年度　生涯学習ボランティア活
動総合推進事業報告書

佐賀県教育委員会生涯
学習課／編

〔佐賀〕佐賀県教育委
員会

53
女性海外派遣事業「ふれ愛の翼’９
９」報告書

佐賀県企画県民部県民
生活課男女共同参画室

佐賀県企画県民部県民
生活課男女共同参画室

54
生涯学習ボランティア活動総合推進事
業報告書

佐賀県教育委員会生涯
学習課／編

〔佐賀〕佐賀県教育委
員会

55
自然生活へのチャレンジ推進事業（自
然に挑む冒険報告）体験誌

佐賀県教育委員会 平成４年度

56
クエス・チョンマゲの日本の近代化は
佐賀から？

佐賀県文化・スポーツ
部文化課世界遺産登録
推進室

57
加工食品についてのアンケート調査報
告書

佐賀県農林部流通園芸
課

平成８年３月

58 医療機関名簿
佐賀県福祉保健環境部
保険課・国民健康保険
室／編

佐賀県福祉保健環境部
保険課・国民健康保険
室

平成１１年９月
１日現在

59 地域保健対策推進調査研究事業報告書 佐賀県福祉保健環境部 平成１０年度

60
いざという時役立つ！持っててよかっ
た　さがの医療マップ　最新版　佐賀
市内版

株式会社西日本情報セ
ンター

61 薬務行政概要
佐賀県福祉保健部薬務
課

平成９年度

62 みんなで考えよう　わたしたちの環境
佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課／編

佐賀県くらし環境本部
環境課

63 大気環境調査結果
佐賀県環境生活局環境
課

平成１２年度

64
産業廃棄物処理業者名簿（平成１３年
３月）

佐賀県環境政策局廃棄
物対策課／編

佐賀県環境政策局廃棄
物対策課

平成１３年

65 県営住宅入居者のしおり
佐賀県土木部建築住宅
課

66 消費生活通信講座テキスト　食生活
佐賀県消費生活セン
ター／編

佐賀県消費生活セン
ター

平成４年度

67
旬屋佐賀めし　首都圏で佐賀の味を楽
しむお店ガイド

佐賀県首都圏営業本部
／編

68
九州北部地域連携軸シンポジウム記録
誌

九州北部三県広域連携
推進協議会（福岡県・
佐賀県・長崎県）

69 佐賀農林水産統計年報
九州農政局佐賀地域セ
ンター／編

九州農政局佐賀地域セ
ンター

第５９次（平成
２３～２４年）

70 中山間地域活性化資金関係資料集
佐賀県農林部流通経済
課

平成３年２月

71 研究報告
佐賀県上場営農セン
ター／編

佐賀県上場営農セン
ター

第１号

72 佐賀県果樹試験場研究報告 佐賀県果樹試験場／編 佐賀県果樹試験場 第１４号
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書 名 著・編者 出版者 巻次

73 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／編

佐賀県農業試験研究セ
ンター

第２８号

74 試験研究の成果
佐賀県農業試験研究セ
ンター／編

佐賀県農業試験研究セ
ンター

平成８年５月

75 プロジェクト活動実績報告書
佐賀県農林部農産普及
課

平成８年度

76
「普及職員等海外派遣研修」及び「普
及職員国内留学研修」報告書

佐賀県農林部農産課 平成９年度

77 ヨーロッパの農業と普及事業
佐賀県農林部農産普及
課

平成５年３月

78 専門技術員現地調査研究実績書
佐賀県農林部農産普及
課

平成７年度

79 専門技術員現地調査研究成績書
佐賀県農林部農産普及
課

平成６年度

80
経営体育成個別技術指導のための
チェックリスト

佐賀県農産普及課／編 佐賀県農産普及課

81 野菜関係資料
佐賀県農林部流通園芸
課

平成８年版

82 水田農業の活性化をめざして
佐賀県農林部農産普及
課

83 改良普及員研修実施計画書 佐賀県農業大学校 平成７年度

84 佐賀県農畜産物の流通対策事業の実績 佐賀県農林部農産課 平成３年１２月

85 白石のたまねぎ 白石農業改良普及所 平成３年３月

86 農業協同組合要覧
佐賀県農林部農業経済
課

平成９事業年度

87 農業機械化研修計画書 佐賀県農業大学校 平成７年度

88 作物関係実証試験、実態調査成績書 佐賀県農林部農産課 平成９年度

89 佐賀の茶業
第五回九州茶業大会事
務局

1968

90 佐賀県茶業試験場研究報告 佐賀県茶業試験場／編 佐賀県茶業試験場 第１号

91 業務年報 佐賀県茶業試験場 平成６年度

92
飼料の機能特性利用と適正管理方式に
よるへルシー鶏肉生産技術の確立

佐賀県畜産試験場
（他）／編

佐賀県畜産試験場
（他）

93 佐賀県水産業の動向 佐賀県水産局／編 佐賀県水産局 平成１１年度

94 佐賀県水産業の動き
九州農政局佐賀統計情
報事務所／編

佐賀県農林統計協会 平成１３年

95 佐賀県有明水産振興センター研究報告
佐賀県有明水産振興セ
ンター／編

佐賀県有明水産振興セ
ンター

第２６号

96
漁村青壮年婦人活動実績発表佐賀大会
要録

佐賀県 第４１回

97 近年問題となっている魚病の防疫対策
佐賀県玄海水産振興セ
ンター
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98 佐賀県漁船統計表
佐賀県水産局漁政課／
編

佐賀県水産局漁政課 平成１１年

99 佐賀県卸売市場整備計画 佐賀県／編 佐賀県

100 伊万里港統計年報
佐賀県伊万里土木事務
所／編

佐賀県伊万里土木事務
所

平成９年

101 九州国際空港佐賀空港地区
九州国際空港誘致期成
会

102 九州国際空港整備構想調査報告書 佐賀県

103 国際空港可能性等調査 佐賀県

104
第７０回佐賀美術協会展記念誌１９８
７

７０回展記念誌編纂委
員会／編

佐賀美術協会

105 肥前古陶磁窯跡を守りたい
佐賀県教育庁文化財課
／編

佐賀県教育庁文化財課

106 佐賀ＫＩＤＳ図鑑 株式会社サガテレビ ３

107
佐賀大学「ひと・もの作り唐津」プロ
ジェクト活動報告

佐賀大学「ひと・もの
作り唐津」プロジェク
ト事務局／編

佐賀大学「ひと・もの
作り唐津」プロジェク
ト事務局

2008-2013

108 社会体育の実態
佐賀県教育庁体育保健
課

平成５年版

109 Jリーグサッカーキング
株式会社フロムワン／
編

株式会社フロムワン 2013　7月号

110
ＳＡＧＡＮＴＯＳＵ　２０１３　ＴＯ
ＰＴＥＡＭ　ＭＥＭＢＥＲ

株式会社サガン・ド
リームス

111 調査研究報告
国文学研究資料館調査
収集事業部／編

国文学研究資料館調査
収集事業部

第33号

112 怒濤の虫 西原 理恵子／著 毎日新聞社

113 刀剣美術
公益財団法人日本美術
刀剣保存協会

第６７３号　平
成２５年２月号

114
京都地域情報・文化遺産データベース
の企画・展開・活用　明治期の「郡村
誌」と近世村町別文書一覧

東　昇／編
京都府立大学文学部歴
史学科文化情報学研究
室

115 品質管理監査結果報告書
佐賀県生コンクリート
品質管理監査会議／編

佐賀県生コンクリート
品質管理監査会議

平成２４年度

116
「アメリカのジャポニスム－日米文化
交流の歩みと知られざる偉人・執行弘
道－」報告書

羽田　美也子／編 ジャポニスム学会

117 蒲原たつえの昔話　肥前の話の泉 蒲原　たつえ／著

118 地域を変えるミュージアム 玉村 雅敏／編著 英治出版

119 日本中世境界史論 村井 章介／著 岩波書店

120 歴史読本　特集幕末戊辰戦争全史 新人物往来社 2013年3月号
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書 名 著・編者 出版者 巻次

121 栖 鳥栖郷土研究会／編 鳥栖郷土研究会 №５１

122 旅する長崎学  歴史の道 長崎文献社／編集 長崎文献社 21

123
大北電信の若き通信士　フレデリッ
ク・コルヴィの長崎滞在記

長島 要一／著 長崎新聞社

124
日本史1000人  関ケ原の戦いから太平
洋戦争の終結まで

世界文化社 下巻

125
☆九州☆オートキャンプ場ベストガイ
ド

「旅ムック」編集部／
著

メイツ出版

126
九州・沖縄道の駅徹底パーフェクトガ
イド

ほり編集事務所／著 メイツ出版

127 緩和ケア総合診療マニュアル
ゲイリー・ジョハンソ
ン／著

プリメド社

128 松林靏之助九州地方陶業見学記 松林 靏之助／[著] 宮帯出版社

129 生活経営学 赤星 礼子／編 九州大学出版会

130
まるごと鳥栖本！うまいもん、かいも
の、かんこう

鳥栖観光コンベンショ
ン協会

131 大筑後川　池田洋介写真集 池田 洋介／[撮影] 石風社

132 人をぐんぐん成長させる言葉 新谷 博／著 新潮社

133 愚家族 陽羅　義光/著 かりばね書房

134 岳飛伝　三霊の章 北方 謙三／著 集英社 1

135 岳飛伝　飛流の章 北方 謙三／著 集英社 2

136 岳飛伝　嘶鳴の章 北方 謙三／著 集英社 3

137 私だけのふるさと　作家たちの原風景
毎日新聞夕刊編集部／
編

岩波書店

138
「葉隠」の叡智　誤一度もなき者は危
く候

小池　喜明／著 講談社

139
日本史地図を歩く　ルートで追う先人
たちの苦難の旅路

新人物往来社

140 本格推理　死角を旅する者たち 鮎川 哲也／編 光文社 9
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