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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 佐賀県立九州陶磁文化館年報
佐賀県立九州陶磁文化
館／編

佐賀県立九州陶磁文化
館

平成９年度　Ｎ
Ｏ．１７

2
特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」名
護屋城跡－水手曲輪・水手通路・大手
口

佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

3
明暦大火被災による正保国絵図再提出
の時期について

川村　博忠／著 歴史地理学会

4
柳川市史  荘園（三潴荘・瀬高荘）史
料　田中吉政・忠政関係史料

柳川市史編集委員会／
編

柳川市 史料編Ⅱ

5 郷土先覚者列傳 郷土先覚者顕彰会／編 郷土先覚者顕彰会

6
たけお散歩  武雄市図書館公式ガイド
ブック

ネコ・パブリッシング

7 少年補導白書 佐賀県警察本部／編 佐賀県警察本部 平成４年中

8 平成６年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成５年６月

9 平成６年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成５年１１月

10 平成８年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成７年６月

11 平成８年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成７年１１月

12 平成９年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成８年６月

13 平成９年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成８年１１月

14 平成１０年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成９年６月

15 平成１１年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成10年１１月

16 平成１２年度政府予算に対する要望書 佐賀県／編 佐賀県 平成１１年６月

17
私たちの暮らしと世界とのつながり
国際ユースサミット in ＳＡＧＡ 記
録集（1992.1.11～1.12)

（財）佐賀県国際交流
協会／編

（財）佐賀県国際交流
協会

18 佐賀の犯罪
佐賀県警察本部防犯部
防犯少年課／編

佐賀県警察本部防犯部
防犯少年課

平成５年

19 県民所得推計結果報告書
佐賀県企画局統計課／
編

佐賀県企画局統計課 平成７年度

20 企業ガイド２０１４
佐賀県中小企業団体中
央会／編

佐賀県中小企業団体中
央会

21 地方交付税に関する資料
佐賀県総務部市町村課
／編

佐賀県総務部市町村課 平成５年度

22 センター活動のまとめ
佐賀県消費生活セン
ター

平成６年度

23
佐賀県地方労働委員会年報　　平成５
年版

佐賀県地方労働委員会
事務局／編

佐賀県地方労働委員会 第４６号
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書 名 著・編者 出版者 巻次

24 佐賀県の労働事情
佐賀県商工労働部労政
能力開発課／編

佐賀県商工労働部労政
能力開発課

平成７年版

25
佐賀県地方労働委員会年報  平成９
年版

佐賀県地方労働委員
会事務局／編

佐賀県地方労働委員会 第５０号

26 さがの青少年 佐賀県福祉保健部

27
平成４年度特別事業報告書　さが児
相’９２

佐賀県総合福祉セン
ター／編

佐賀県総合福祉セン
ター

28 県民ボランティア参加プラン
佐賀県福祉生活部社会
援護課／編

佐賀県福祉生活部社会
援護課

29
平成５年度家庭教育指導資料　子育て
トライアングル

佐賀県教育庁社会教育
課／編

佐賀県教育庁社会教育
課

30
児童生徒の興味・関心と問題解決への
意欲に関する調査研究

佐賀県教育センター／
編

佐賀県教育センター

31 訓練概要
佐賀県立多久高等職業
訓練校

32 佐賀県立中央高等職業訓練校概要
佐賀県立中央高等職業
訓練校

33 幼稚園教育課程
佐賀県カリキュラム委
員会／編

佐賀県 昭和３１年度

34 會報  明治四十三年七月
佐賀縣立佐賀高等女學
校校友會／編

佐賀縣立佐賀高等女學
校校友會

第五

35
平成９年度　青少年の野外教室モデル
事業　ふれあいチャレンジキャンプ報
告書

佐賀県教育委員会／編
〔佐賀〕佐賀県教育委
員会

36
心豊かな未来へ  ときめいて  かがや
いて  平成６年度　佐賀県女性海外派
遣事業「女性の翼」報告書

佐賀県福祉生活部児童
青少年課女性企画室／
編

佐賀県福祉生活部児童
青少年課女性企画室

37 年報
佐賀県立宇宙科学館／
編

佐賀県立宇宙科学館 平成２４年度

38 佐賀県立宇宙科学館調査研究書
佐賀県立宇宙科学館／
編

佐賀県立宇宙科学館 第６号

39 佐賀県鉱工業指数年報
佐賀県企画県民部統計
課／編

佐賀県企画県民部統計
課

平成１０年

40
低平地研究  Research on Lowland
Technology

低平地研究会／編 低平地研究
No.22 June
2013

41
華ひらく筑後川流域文化圏　久留米・
鳥栖テクノポリス

（財）久留米・鳥栖地
域技術振興センター／
編

（財）久留米・鳥栖地
域技術振興センター／
編

42
日韓海峡沿岸酸性雨共同調査研究結果
報告書

日韓海峡沿岸環境技術
交流協議会／編

日韓海峡沿岸環境技術
交流協議会

１９９８年

43 一般廃棄物処理の現況
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９年度

44
生物学的方法による水域環境調査  嘉
瀬川，初瀬川，北山ダム

佐賀県環境センター／
編

佐賀県環境センター 第２０報

45
玄海原子力発電所の運転状況及び周辺
環境放射能調査結果（年報）

佐賀県生活環境部環境
保全課／編

佐賀県生活環境部環境
保全課

平成１０年度
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書 名 著・編者 出版者 巻次

46
玄海原子力発電所の運転状況及び周辺
環境調査結果（年報）

佐賀県くらし環境本部
原子力安全対策課／編

佐賀県くらし環境本部
原子力安全対策課

平成２４年度

47
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／編

佐賀県くらし環境本部
原子力安全対策課

平成２５年１月
～３月

48 消費生活通信講座テキスト　住生活
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

49
消費生活通信講座テキスト　くらしの
管理

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

50 佐賀県産業と経済年鑑 佐賀県統計協会／監修 産業経済新聞佐賀支局 昭和３０年版

51 農業センサス
農林水産省経済局統計
情報部／編集

農林統計協会
1985年第1巻‐
[41]

52
佐賀県統計書 １９７５年農業センサ
ス

農林省農林経済局統計
情報部／編

農林統計協会 ４１

53
試験研究の成果  平成２３年度終了課
題報告

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

平成２５年６月

54
アメリカ・ヨーロッパの農業と普及事
業   佐賀県普及職員海外派遣研修報
告書

佐賀県農林部農産課

55
新しい佐賀農業づくりをめざして 新
しい佐賀農業づくりモデル調査事業調
査報告書優良事例集

佐賀県農林部／編 佐賀県農林部

56 土地利用動向調査 佐賀県企画局／編 佐賀県企画局 平成５年度

57 試験研究成績書　平成８年度 佐賀県畜産試験場／編 佐賀県畜産試験場 第３３号

58 業務年報 佐賀県畜産試験場／編 佐賀県畜産試験場 平成７年度

59 業務年報 佐賀県畜産試験場／編 佐賀県畜産試験場 平成１０年度

60 平成７年度業績資料
佐賀県中部家畜保健衛
生所／編

佐賀県

61 平成６年度業績資料
佐賀県中部家畜保健衛
生所／編

佐賀県

62 佐賀西部地域森林計画書 佐賀県

63 佐賀県小売商業の実態と動向’９２
佐賀県商工労働部商工
振興課／編

佐賀県商工労働部商工
振興課

64
佐賀県貿易白書  １９９１年貿易統計
編

佐賀県商工労働部／編 佐賀県商工労働部 ＮＯ．３２

65 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６年

66 詩誌　扉 扉の会／編 扉の会 第１７号
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書 名 著・編者 出版者 巻次

67 詩誌  滾滾 貝原　昭 第９号

68 評価倍率表 大蔵財務協会
平成24年分佐賀
県・長崎県版

69 路線価図　佐賀県：佐賀市・小城市 大蔵財務協会 [2012]佐賀県

70
路線価図 佐賀県：唐津市・鳥栖市・
基山町・伊万里市・武雄市・鹿島市・
嬉野市

大蔵財務協会 [2012]佐賀県

71 佐賀須古屋敷日記
白石町古文書勉強会
小林　智／著

白石町古文書勉強会
小林　智

72 蕉風復興運動と蕪村 田中 道雄／著 岩波書店

73
工業教育思想の研究  明治初年の納富
介次郎と金沢区工業学校

濱 太一／著 橋本確文堂

74
草茫々通信　６号　特集　片島紀男の
仕事

八田　千恵子／編 書肆草茫々

75 モチベーションで仕事はできない 坂口 孝則／著 ベストセラーズ

76 日本歴史 日本歴史学会／編 株式会社吉川弘文館 第７８１号

77
歴史読本  特集満洲国を動かした謎の
人脈

中経出版 2013年8月号

78 菊池武光 川添 昭二／著 戎光祥出版

79 大隈重信関係文書
早稲田大学大学史資料
センター／編

みすず書房 9

80
九州の山歩き  福岡・佐賀・長崎・大
分の99エリア

海鳥社 北部編

81 日本百名宿 柏井 壽／著 光文社

82 調達・購買<戦略決定>入門 坂口 孝則／編著 日刊工業新聞社

83
激安なのに丸儲けできる価格のカラク
リ

坂口 孝則／著 徳間書店

84
だったら､世界一の購買部をつくって
みろ!

坂口 孝則／著 日刊工業新聞社

85 The調達・仕入れの基本帳77 坂口 孝則／著 日刊工業新聞社

86 1円家電のカラクリ0円iPhoneの正体 坂口 孝則／著 幻冬舎

87 会社が黒字になるしくみ 坂口 孝則／著 徳間書店

88 利益は｢率｣より｢額｣をとれ! 坂口 孝則／著 ダイヤモンド社

89 会社のお金を学べ!! 坂口 孝則／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン
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書 名 著・編者 出版者 巻次

90
Q&Aとことんわかるアベノミクスと日
本銀行

米倉 茂／著 言視舎

91 図説日本の海岸 柴山 知也／編集 朝倉書店

92 伊東玄朴とお玉ケ池種痘所 深瀬 泰旦／著 出門堂

93
結局どうすりゃ､コストは下がるんで
すか?

坂口 孝則／編著 日刊工業新聞社

94
大震災のとき!企業の調達・購買部門
はこう動いた

坂口 孝則／編 日刊工業新聞社

95 調達・購買の教科書 坂口 孝則／著 日刊工業新聞社

96 はじめて家をつくる方へ 九州・山口匠の会「はじめて家をつくる方へ」編集委員会／著 梓書院

97
それでも私は飛ぶ  翼の記憶1909-
1940

国立文化財機構東京文化財研究所／監修 日本航空協会航空遺産継承基金

98 ふでばこ 白鳳堂
特別号
(2013WINTER)

99 ふでばこ 白鳳堂
16号
(2008AUTUMN)

100 ふでばこ 白鳳堂
27号
(2013SPRING)

101 醸す人東京農大魂 東京農大校友会／編 東京農業大学出版会

102
野比家の借金  人生に失敗しないお金
の考え方

坂口 孝則／著 光文社

103
筋肉料理人の安い!美味しい!鶏肉レシ
ピ

藤吉 和男／著 宝島社

104 最高の晩酌つまみ 藤吉 和男／著 宝島社

105
和紅茶の本  選び方から美味しい淹れ
方まで

岡本 啓／著 パレード

106 夢の遺産  長崎県近代化遺産めぐり 長崎新聞社

107 営業と詐欺のあいだ 坂口 孝則／著 幻冬舎

108 日本古代道路の復原的研究 木下 良／著 吉川弘文館

109
満州航空の全貌  1932～1945:大陸を
翔けた双貌の翼

前間 孝則／著 草思社

110
描きたい絵がスイスイ描けるお絵かき
辞典

ミヤタ チカ／著 誠文堂新光社

111 図説・古武道史 綿谷 雪／著 青蛙房

112 岳飛伝   紅星の章 北方 謙三／著 集英社 5

113
むしむしたんけんたい    なきむしの
巻

西沢 杏子／文 大月書店 1

114 俺は駄目じゃない 山本 甲士／著 双葉社

115 認知科学への招待 渕 一博／編著 日本放送出版協会
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116 野口隆博士還暦祝賀記念論文集 広島社会学研究会／編 広島社会学研究会

117 古代日本人の思考様式   記紀風土記の野口 隆／著 葦書房

118 社会学の基礎理論 野口 隆／著 関書院新社

119 経済分析とOR ボーモル／著 丸善 上

120 経済分析とOR ボーモル／著 丸善 下

121 現代ORの方法 ラッセル L.エイコフ／ 日本経営出版会

122 ギュルヴィッチ社会学の研究 野口　隆／著 関書院

123 モース社会学の研究 野口 隆／著 葦書房

124
我が志の第五世代コンピュータ   渕
一博とICOTの技術戦士たち

今岡 和彦／著 TBSブリタニカ

125 人工知能の未来は ジョージ・ジョンソン／日本実業出版社

126 第5世代コンピュータを創る 渕 一博／著 日本放送出版協会

127
レシートを捨てるバカ､ポイントを貯
めるアホ

坂口 孝則／著 朝日新聞出版

128
牛丼一杯の儲けは9円   ｢利益｣と｢仕
入れ｣の仁義なき経済学

坂口 孝則／著 幻冬舎

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


