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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
佐賀県文化財調査報告書　天然記念物
カササギ生息地緊急調査事業

佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第２０２集

2 少年補導白書 佐賀県警察本部／編 佐賀県警察本部 平成３年中

3
平成２５年４月臨時会平成２５年６月
定例会　佐賀県議会会議録

佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 No.７７０

4
平成２５年４月臨時会　平成２５年６
月定例会　佐賀県議会会議録

佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 No.７７１

5 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.６３０

6 佐賀県の地籍調査 佐賀県企画局／編 佐賀県企画局 平成７年６月

7 生活文化行政ハンドブック
佐賀県企画局生活文化
課

１９９４

8 雇用保険業務概要
佐賀県商工労働部雇用
保険課

平成４年度

9 雇用保険業務概要
佐賀県商工労働部雇用
保険課

平成５年度

10 雇用保険業務概要
佐賀県商工労働部雇用
保険課

平成６年度

11 佐賀大好き！！おたより募集作品集
佐賀県・九州郵政局・
佐賀県内郵便局

第３回

12
就職支援ガイドブック　平成25年度若
年者地域連携事業

佐賀労働局・佐賀県中
小企業団体中央会

13 佐賀県職業能力開発行政概要
佐賀県商工労働部労政
訓練課

平成４年度版

14 ホントにホント？男女平等
佐賀県教育庁生涯学習
課

15
女性問題ハンドブック  のびやかに女
と男

佐賀県福祉生活部青少
年婦人課

16 思春期Ｑ＆Ａさがっ子よーいどん
佐賀県教育庁生涯学習
課

小学校高学年児
童～中学生編

17 業務概要
佐賀県女性就業援助セ
ンター／編

佐賀県女性就業援助セ
ンター

平成５年度

18 業務概要
佐賀県女性就業援助セ
ンター／編

佐賀県女性就業援助セ
ンター

平成６年度

19 援護事務の手引
佐賀県福祉保健部福祉
課／編

佐賀県福祉保健部福祉
課

平成１０年３月

20
平成５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

21 事業年報
佐賀整肢学園　こども
発達医療センター／編

佐賀整肢学園　こども
発達医療センター

平成２４年度

22 すくすくさがっ子　子育て絵本
佐賀県教育庁生涯学習
課／編

佐賀県教育庁生涯学習
課

23 佐賀県教育必携
佐賀県教育庁教育支援
課／編

第一法規株式会社 ２６

24
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２５年度前
期版
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25
平成１０年度　佐賀県女性海外派遣事
業「女性の翼」報告書

佐賀県生活環境部県民
生活課女性企画室／編

佐賀県生活環境部県民
生活課女性企画室

26 青少年対策事業概要 佐賀県／編 佐賀県 平成６年度

27 家庭教育子育て支援推進事業報告書 佐賀県教育委員会 平成１０年度

28 青少年対策事業概要
佐賀県児童青少年課／
編

佐賀県 平成１０年度

29 佐賀県水防計画書 佐賀県／編 佐賀県 平成１２年度

30 災害の概要 佐賀県／編 佐賀県 平成４年

31 薬務行政概要
佐賀県健康福祉本部薬
務課／編

佐賀県健康福祉本部薬
務課

平成２５年版

32 研究報告書
佐賀県工業技術セン
ター／編

佐賀県工業技術セン
ター

２０１２　Ｎ
ｏ．２１

33
ＯＴＥＣ　佐賀大学海洋エネルギー研
究センター報告

佐賀大学海洋エネル
ギー研究センター／編

佐賀大学海洋エネル
ギー研究センター

第１８号

34
武雄・杵島農業の更なる発展を目指し
て

武雄農林事務所農政課
／編

佐賀農業・農村むらぐ
るみ発展運動武雄・杵
島地区推進支部・経営
技術指導部

35 さが農業逸品づくり名人録 佐賀県／編 佐賀県

36 農業協同組合要覧
佐賀県農林部農業経済
課／編

佐賀県農林部農業経済
課

平成５事業年度

37 農業共済事業要覧 佐賀県流通経済課／編 佐賀県流通経済課 平成４年度版

38 畑作営農の手引き
上場営農確立推進運動
実践本部

平成７年３月

39 畑作営農の手引き
上場営農確立推進運動
実践本部

平成８年３月

40
さが農業・農村新世紀プラン　ＤＩＧ
ＥＳＴ

佐賀県農林部農政企画
課／編

佐賀県農林部農政企画
課

平成１２年３月

41 佐賀西部地域森林計画書 佐賀県

42 佐賀東部地域森林計画変更計画書 佐賀県

43 佐賀西部地域森林計画変更計画書 佐賀県

44
佐賀県文化振興ビジョン　くらしの中
に文化創造

佐賀県／編 〔佐賀〕佐賀県

45 ふたり 白石　すみほ／編 白石元秀 第１０号記念号

46 木木 木木の会／編 木木の会 第２６号

47 二十一世紀の落とし穴 吉村　久夫／著
株式会社企業家ネット
ワーク
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48 白鷺　第２期　第２号 白鷺短歌会

49 川を巡る　「河川塾」講演録 宮村 忠／著 日刊建設通信新聞社

50
木下韡村の生涯とその魅力－韡村書屋
に集まる廉潔の志士たち－

木野　主計／著 熊本日日新聞社

51 佐賀県詩集２０１３
佐賀県詩集２０１３編
集委員会／編

佐賀県詩集２０１３編
集委員会

52 従業員の日記でたどる戸上電機三代記 横井　久／著 イエスの言社

53 まつら　唐津・上場の歴史散歩
九州電力株式会社玄海
原子力発電所

54 追悼原田龍平
「原田龍平葉隠のここ
ろ」編集委員会／編

酉島製作所

55 風雪八十五年原田龍平
「原田龍平葉隠のここ
ろ」編集委員会／編

酉島製作所

56 佐賀の伝説
辺見じゅん／〔ほか〕
著

角川書店

57 呼子大橋工事誌 佐賀県農林部

58 佐賀農業覚え書 江口正芳／著 金華堂

59 土地改良佐賀
全国農業土木技術連盟
佐賀県連盟

第２２号

60 土地改良事業記念碑集
佐賀県土地改良事業団
体連合会

61 有明干拓工事誌
九州農政局有明干拓事
業所

62 佐賀県干拓史　復刻 佐賀県干拓協会

63 日曜緑化教室テキスト 佐賀県農林部林務課 昭和４９年４月

64 日曜緑化教室テキスト 佐賀県農林部林務課 昭和５５年４月
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