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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
平成２６年２月定例会　佐賀県議会委
員会会議録

佐賀県議会事務局/編 佐賀県議会事務局 №７７７

2
平成２６年２月定例会　佐賀県議会委
員会会議録

佐賀県議会事務局/編 佐賀県議会事務局 №７７８

3 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２６年６月

4 研究報告書　佐賀県窯業技術センター
佐賀県窯業技術セン
ター/編

佐賀県窯業技術セン
ター

平成２５年度

5 佐賀県水防計画書 佐賀県/編 佐賀県 平成２６年度

6 中小企業施策ハンドブック
佐賀県農林水産商工本
部/編

佐賀県農林水産商工本
部

平成２６年度

7 平成２５年度普及活動実績書
三神農業改良普及セン
ター/編

三神農業改良普及セン
ター

8 平成２６年度普及指導年度計画書
三神農業改良普及セン
ター/編

三神農業改良普及セン
ター

9 業務年報（病害虫防除部の事業実績）
佐賀県農業技術防除セ
ンター/編

佐賀県農業技術防除セ
ンター

平成２５年度

10 佐賀県の中近世城館 佐賀県教育委員会/編 佐賀県教育委員会 第３集

11 県民経済計算報告書（訂正版）
佐賀県経営支援本部統
計分析課/編

佐賀県経営支援本部統
計分析課

平成２３年度

12 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７号

13 人権に関する県民意識調査報告書
佐賀県くらし環境本部
人権・同和対策課/編

佐賀県くらし環境本部
人権・同和対策課

平成２６年３月

14
人権に関する県民意識調査報告書（概
要版）

佐賀県くらし環境本部
人権・同和対策課/編

佐賀県くらし環境本部
人権・同和対策課

平成２６年３月

15 佐賀市観光振興戦略プラン
佐賀市経済部観光振興
課/編

佐賀市経済部観光振興
課

平成２５年３月
改訂

16
男女共同参画社会に関する中学２年生
意識調査報告書

佐賀市企画調整部男女
共同参画課/編

佐賀市企画調整部男女
共同参画課

17
佐賀市配偶者からの暴力（DV)の防止
及び被害者の支援に関する基本計画

佐賀市企画調整部男女
共同参画課/編

佐賀市企画調整部男女
共同参画課

18 バルーンミュージアム基本構想 佐賀市/編 佐賀市 2014.3

19 高齢者福祉サービスのご案内
佐賀市高齢福祉課長寿
推進係/編

佐賀市 平成２６年度

20 佐賀市洪水ハザードマップ
佐賀市上下水道局　雨
水事業対策室/編

佐賀市上下水道局　雨
水事業対策室

避難地図'②

21 大川内山活用計画書
伊万里市教育委員会/
編

伊万里市教育委員会

22 多久学・論語教育 多久市教育委員会/編 多久市教育委員会

23 大町町立小中一貫校　大町ひじり学園 大町町教育委員会/編 大町町教育委員会

24 有田町総合計画書 有田町　企画課/編 有田町　企画課 2008

25 有田町　統計書 有田町　企画課/編 有田町　企画課 平成２５年

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＞



２０１４年７月　佐賀県立図書館郷土資料室　新着資料一覧  2/3

書 名 著・編者 出版者 巻次

26 ARITA 佐賀県有田町町勢要覧 有田町/編 有田町 2008

27 白石町ガイドマップ 白石町/編 白石町

28 佐賀雇用施策実施方針 佐賀労働局/編 佐賀労働局 平成２６年度

29 Lowland Technology International
Dennes T.Bergado　他
／著

INSTITUTE　OF
LOWLAND　TECHNOLOGY、
SAGA　UNIVERSITY

volume１６，
Number１

30 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/編

久留米大学経済社会研
究所

第４輯

31 みずわ
全国退職女性校長会
（梅の実会）/編

全国退職女性校長会
（梅の実会）

第７号

32 筑紫次郎物語
NPO法人　大川未来塾
七川委員会/編

有限会社　プリンティ
ングコガ

33 複眼 佐賀県詩人会議/編 佐賀県詩人会議 NO.６９

34 佐賀文学 佐賀文学同人会/編 佐賀文学同人会 第３１号

35 梧村先生實記・忍黙軒文集 洪 根佑/監修 學民文化社

36 私の名前はコブ（瘤） ハン・スヨン/著 ヨンニムカディノル

37 リコー三愛創始者　市村清と佐賀 山本 長次/著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

38 有明干拓社会の形成 鬼嶋 淳、藤永 豪/著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター・地域
学創出プロジェクト

39 近世長崎法制史料集 清水 紘一他/編 岩田書院 1

40 レンズが撮らえた幕末明治日本の風景 小沢 健志他/監修 山川出版社

41 日本の産業遺産図鑑 二村 悟/著 平凡社

42 「ななつ星」物語 一志 治夫/著 小学館

43 介護保険サービス　苦情の構造 倉田 康路/著 学文社

44 儒学者　谷口　藍田 浦川 晟/著 明徳出版社

45 風流暮らし　花と器 福永 博/著 海鳥社

46 怡土志摩　石ものがたり 坂本 繁俊/著 梓書院

47 さが百物語 池田 賢士郎/著 Bee出版

48 寓話　詩と小さな物語 堤 盛恒/著 Bee出版

49
大隈祭資料（概要）大隈重信と江藤新
平・江藤新作

星原 大輔/著 平成２６年度

50 崖 三好 十郎/著 櫻井書店
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51 廃墟（戯曲） 三好 十郎/著 櫻井書店

52 嬉野太田家先祖祭り 太田 資信/著
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