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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 福岡県地域史研究 福岡県 第１９号

2 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

第五十六号

3 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会
第１９９集　第
１分冊

4 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会
第１９９集　第
２分冊

5 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第２００集

6 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第２０１集

7 佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書 佐賀市教育委員会 第３集

8 佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書 佐賀市教育委員会 第４集

9 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会／編 神埼市教育委員会 第１４集

10 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会／編 神埼市教育委員会 第１６集

11 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会 第１７集

12 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会／編 神埼市教育委員会 第１９集

13 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会／編 神埼市教育委員会 第２０集

14 国史跡姉川城跡 神埼市教育委員会

15 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会／
編

みやき町教育委員会 第８集

16 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会／
編

みやき町教育委員会 第９集

17 多久市文化財調査報告書 多久市教育委員会／編 多久市教育委員会 第５２集

18 湯か里 武雄歴史研究会／編 武雄歴史研究会 第６６号

19 諫早史談
諫早史談会編集委員会
／編

諫早史談会 第４５号

20 随報 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 第１８５号

21 随報 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 第１８６号

22 随報 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 第１９１号

23 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 No.６２９

24 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２５年６月

25 佐賀大学経済論集
佐賀大学経済学会／
編

佐賀大学経済学会 第４５巻　第５号

26 佐賀大学経済論集
佐賀大学経済学会／
編

佐賀大学経済学会 第４５巻　第６号
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書 名 著・編者 出版者 巻次

27 市町村民経済計算報告書
佐賀県企画交通局統計
課／編

佐賀県企画交通局統計
課

平成８年度

28 江北町町勢要覧 江北町役場総務企画課

29 センター活動のまとめ
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１０年度

30 センター活動のまとめ
佐賀県消費生活セン
ター

平成５年度

31 佐賀雇用施策実施方針 佐賀労働局／編 佐賀労働局 平成２５年度

32 研修報告書
佐賀県教育センター／
編

佐賀県教育センター
平成８年度長期
研修

33 研究紀要
佐賀県立伊万里養護学
校

第１９集

34 佐賀県立宇宙科学館展示ガイド
佐賀県立宇宙科学館／
編

〔佐賀〕佐賀県立宇宙
科学館

35 渡り鳥生息地保全と鹿島の生物多様性 佐賀県鹿島市

36 第２次佐賀県歯科保健計画
佐賀県健康福祉本部健
康増進課／編

佐賀県健康福祉本部健
康増進課

37 保健統計年報（保健統計編）
佐賀県健康福祉本部医
務課／編

佐賀県健康福祉本部医
務課

平成２２年

38 保健統計年報（人口動態統計編）
佐賀県健康福祉本部医
務課／編

佐賀県健康福祉本部医
務課

平成２３年

39 医療施設調査病院報告
佐賀県健康福祉本部医
務課／編

佐賀県健康福祉本部医
務課

平成２３年

40 第２次佐賀県健康プラン
佐賀県健康福祉本部健
康増進課

41 研究報告書
佐賀県工業技術セン
ター

平成７年度

42 地盤沈下の概況 佐賀県／編 佐賀県
平成１１年１１
月

43 Lowland Technology International
Dennes T.Bergado　他
／著

INSTITUTE　OF
LOWLAND　TECHNOLOGY、
SAGA　UNIVERSITY

volume１５，
Number１

44 水の有効活用検討報告 佐賀県 平成８年７月

45 下水道のしおり 佐賀市上下水道局

46
環境絵本の会創作紙芝居　カンちゃん
かみちゃんペットくん

環境絵本の会／脚本 環境絵本の会

47 実績報告
佐賀県建設技術セン
ター／編

佐賀県建設技術セン
ター

平成９年度

48
企業立地のご案内　ハイクオリティ佐
賀

佐賀県新産業課企業誘
致班／編

佐賀県新産業課企業誘
致班

49 土地利用動向調査
佐賀県県土づくり本部
／編

佐賀県県土づくり本部 平成２４年度

50 事業概要
佐賀県食肉衛生検査所
／編

佐賀県食肉衛生検査所 平成１０年度

51 佐賀県栽培漁業センター研究報告
佐賀県栽培漁業セン
ター／編

佐賀県栽培漁業セン
ター

第４号

52 佐賀県漁業権漁業の概要 佐賀県水産局 平成７年３月
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書 名 著・編者 出版者 巻次

53 佐賀県の商工労働行政 佐賀県商工労働部／編 佐賀県商工労働部 平成１０年度

54 江戸のモダニズム古武雄 九州国立博物館／編 九州国立博物館

55 社会体育の実態
佐賀県教育庁体育保健
課

平成７年版

56 佐賀文学 佐賀文学同人会／編 佐賀文学同人会 第３０号

57 研究集録
茨城県高等学校教育研
究会書道部

第４９号

58 佐賀城とともに　赤松の歴史と文化
佐賀城周辺地域コミュ
ニティ再生委員会

59 図説幕末・維新の銃砲大全 洋泉社

60 森の音 畑島　剛／著 九州文学社

61 佐賀自然史研究
佐賀自然史研究編集委
員会／編

佐賀自然史研究会 第１８号

62
人生に悩む人よ藤やん・うれしーの悩
むだけ損!

藤村 忠寿／著
アスキー・メディア
ワークス

63 決断！勝利への道を切り開く 有田　平／著
株式会社日本地域社会
研究所

64 夢をかなえるマイヤー哲学の実践 有田 平／著 日本地域社会研究所

65 ｢わたくし株式会社｣のすすめ 有田 平／著 日本地域社会研究所

66 東皐心越 高田 祥平／著 里文出版

67 天草河内浦キリシタン史 玉木 讓／著 新人物往来社

68 邪馬台国の終焉 後藤 幸彦／著 明窓出版

69 古代九州と東アジア 小田 富士雄／著 同成社 2

70 海路 「海路」編集委員会 11

71 あなたへの応援歌 長山　弘／著 株式会社文芸社

72 嘉登次 小原 健史／著 たる出版

73 ノーマのきらきら紀行 ノーマ／著 ベストセラーズ

74 「大好き!」を見つけよう 中原 一歩／著 講談社

75 お客さん､お会計すんでませんよね?
井崎弘子&仲間たち／
著

パブリック・ブレイン 2

76 奇跡の災害ボランティア｢石巻モデル｣ 中原 一歩／著 朝日新聞出版

77 らぶれたあ 霜村 三二／著 かもがわ出版

78
夢マップを使えば子どもは必ずやる気
になる

高岸 実／著 扶桑社

79 日本医家列伝 鈴木 昶／著 大修館書店
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書 名 著・編者 出版者 巻次

80 キッチン漢方の底力 猪越 恭也／著 明治書院

81 佐賀薬学概史 鍵山　稔明／著 佐賀新聞社

82 珠玉の教会 三沢 博昭／著 長崎文献社

83 さが家図鑑 ＳＴＳサガテレビ

84 「脱原発」が地方を滅ぼす 産経新聞九州総局／著 産経新聞出版

85 九州原発ゼロへ、48の視点 木村 朗／編 南方新社

86 九州独立計画 毛利 甚八／著 講談社

87 佐賀ごちそう本 西日本情報センター ｖｏｌ.9

88 江戸ちえ 坂野 りんこ／マンガ 中経出版

89 おいしいものにはワケがある! マロン／著 芸文社

90 これだけは作りたい､人気のおかず 江上 栄子／指導
角川SSコミュニケー
ションズ

91 くり返し作りたい､基本のおかず 江上 栄子／指導
角川SSコミュニケー
ションズ

92
親が子どものために書く世界にひとつ
だけの本

山下　博／著 株式会社文芸社

93 地域農業構造変動論 小林 恒夫／著 昭和堂

94 農は輝ける 星 寛治／著 創森社

95 腹を割って話した 藤村 忠寿／著 イースト・プレス

96 日欧美術交流史論 岡 泰正／著 中央公論美術出版

97
貞金タカコのトールペイント&クレイ
アート

貞金 タカコ／著 マガジンランド

98 キミに残す手紙 テレニン晃子／原案 講談社

99
華麗なる美の競演　初期伊万里・柿右
衛門・鍋島

愛知県陶磁資料館学芸
課／編

愛知県陶磁資料館

100 Dream & Dream～夢をつなごう～ 弓削田 健介／作曲 音楽之友社

101 長野久義メッセージBOOK-信じる力- 長野 久義／著 廣済堂出版

102 知識ゼロからのサイクリング入門 三浦 恭資／著 幻冬舎

103 30歳からの社会人デビュー 藤家 寛子／著 花風社
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