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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 佐賀県の生涯学習・社会教育
佐賀県文化・スポーツ
部まなび課/編

佐賀県文化・スポーツ
部まなび課

平成２６年度

2
平成２６年９月定例　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 №７８１

3
平成２６年９月定例　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 №７８２

4 蓮池上天神遺跡
佐賀県佐賀地区河川改
修事務所/編

佐賀県佐賀地区河川改
修事務所

5 新遺跡資料展 佐賀県立博物館/編 佐賀県立博物館

6 創立５０周年記念誌
佐賀県立塩田工業高等
学校/編

佐賀県立塩田工業高等
学校

7
佐賀県公立小中学校事務長会　調査研
究部報告書

佐賀県公立小中学校事
務長会　会長　古川
治/編

佐賀県公立小中学校事
務長会　会長　古川
治

平成２６年度

8 とんぼカレンダー 佐賀市/製作 佐賀市 2015

9 佐賀市所在指定文化財要覧 佐賀市教育委員会/編 佐賀市教育委員会
昭和５６年３
月

10 諸富町文化財調査報告書 諸富町教育委員会/編 諸富町教育委員会

11 大川内山鍋島藩窯跡発掘調査概報
伊万里市教育委員会/
編

伊万里市教育委員会

12 伊万里市文化財調査報告書
伊万里市教育委員会/
編

伊万里市教育委員会 第１６集

13 小城町文化財調査報告書 小城町教育委員会/編 小城町教育委員会 第１集

14 三日月町文化財調査報告書
三日月町教育委員会/
編

三日月町教育委員会 第３集

15 唐津市制施行５０周年記念 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会

16 唐津市埋蔵文化財調査報告 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第３集

17 唐津市埋蔵文化財調査報告 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第６集

18 唐津市文化財調査報告 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第２集

19 唐津市文化財調査報告 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第４集

20 唐津市文化財調査報告書 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第７集

21 唐津市文化財調査報告書 唐津市教育委員会/編 唐津市教育委員会 第９集

22 玄海町文化財調査報告書 玄海町教育委員会/編 玄海町教育委員会

23 鎮西町文化財調査報告書 鎮西町教育委員会/編 鎮西町教育委員会 第１集

24 呼子町文化財調査報告書 呼子町教育委員会/編 呼子町教育委員会 第２集

25 北波多村文化財調査報告書
北波多村教育委員会/
編

北波多村教育委員会 第１集

26 北波多村文化財調査報告書
北波多村教育委員会/
編

北波多村教育委員会 第２集
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書 名 著・編者 出版者 巻次

27 鳥栖市文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会 第２集

28 鳥栖市文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会 第３集

29 鳥栖市文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会 第４集

30 鳥栖市文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会 第５集

31 鳥栖市文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会 第６集

32 四阿屋神社神幸祭と御田舞 鳥栖市教育委員会/編 鳥栖市教育委員会

33 基山町文化財調査報告書 基山町教育委員会/編 基山町教育委員会 第１集

34 基山町文化財調査報告書 基山町教育委員会/編 基山町教育委員会 第４集

35 基山町文化財調査報告書 基山町教育委員会/編 基山町教育委員会 第５集

36 中原町文化財調査報告書 中原町教育委員会/編 中原町教育委員会 第２集

37 中原町文化財調査報告書 中原町教育委員会/編 中原町教育委員会

38 仁比山神社の御田舞 神埼町教育委員会/編 神埼町教育委員会

39 神埼町文化財調査報告書 神埼町教育委員会/編 神埼町教育委員会 第７集

40 千代田町文化財調査報告書
千代田町教育委員会/
編

千代田町教育委員会 第１集

41 東脊振村文化財調査報告書
東脊振村教育委員会/
編

東脊振村教育委員会 第５集

42 東脊振村文化財調査報告書
東脊振村教育委員会/
編

東脊振村教育委員会 第６集

43 月刊考古学ジャーナル ニューサイエンス/編 ニュ―サイエンス №１０１

44 月刊考古学ジャーナル ニューサイエンス/編 ニュ―サイエンス №１３８

45 月刊考古学ジャーナル ニューサイエンス/編 ニュ―サイエンス №１７５

46 好生館年報
佐賀県医療センター好
生館/編

佐賀県医療センター好
生館

2013

47 古代文化を考える
東アジアの古代文化を
考える会/編

東アジアの古代文化を
考える会

第６５号（２
０１４冬）

48
サガン鳥栖　オフィシャル　ファン
ブック

ドゥ・ファクトリー/
編

サガン・ドリームス 2011

49 サガン鳥栖オフィシャルイヤーブック 佐賀新聞社/編 サガン・ドリームス 2012

50 学祖略伝　山田顕義の生涯
日本大学広報部大学史
編纂課/編

日本大学広報部大学史
編纂課

第２版

51 竹馬の友
若木小第６回・若木中
第９回卒/編

若木小第６回・若木中
第９回卒

第７０号

52
明治大学研究報告　佐賀県多久三年山
における石器時代の遺跡

杉原　荘介/〔ほか〕
著

明治大学文学部考古学
研究室

第９冊
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書 名 著・編者 出版者 巻次

53 文明のクロスロード
Museum Kyushu 編集委

員会/編
博物館等建設推進九州
会議

第２６号

54 西川登町史
西川登小学校創立１０
０周年記念事業協議会
/編

西川登小学校創立１０
０周年記念事業協議会

55 祭りと芸能の旅 ぎょうせい/編 ぎょうせい 6

56 ゼンリン住宅地図佐賀県佐賀市 ゼンリン 1

57 ゼンリン住宅地図佐賀県佐賀市 ゼンリン 2

58 複眼 佐賀県詩人会議/編 山口　賢 №７０

59 失われゆく民間信仰 古川　知明/著 ブックウェイ

60 市村清実践哲学 市村　清/著 三愛会

61 市村清追悼集 市村　清/著 三愛会

62 儲ける経営法、儲かる経営法 市村　清/著 三愛会

63 闘魂ひとすじに 市村　清/著 三愛会

64 人の逆をいく法 市村　清/著 三愛会

65 光は闇をつらぬいて 市村　清/著 三愛会

66 そのものを狙うな 市村　清/著 三愛会

67 明日への着眼 市村　清/著 三愛会

68
三愛精神、最近の欧米表情、私の履歴
書

市村　清/著 三愛会

69 茨と虹と 尾崎　義雄/著 三愛会 上

70 茨と虹と 尾崎　義雄/著 三愛会 下

71
市村清年譜：リコー三愛グループ創業
者

三愛会/編 三愛会

72 あとれいゆ 武重　知加子/著 Ｂｅｅ出版

73 変奏蓮池節 池田　賢士郎/著 Ｂｅｅ出版

74 日の丸十六体 池田　賢士郎/著 Ｂｅｅ出版

75 今様漢詩千題集 楢崎　直次郎/著 コロニー印刷 第１０巻

76 「今」を生きるの記 久原　蒼山/著

77
わが国における地理教育史に関する一
考察

山口　孝/著 平成７年度

78
社会的問題解決力を育成する社会科
ディベート授業の実践的研究

大石　達弘/著
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書 名 著・編者 出版者 巻次

79 三好十郎著作集 三好十郎/著 不二出版 第１巻

80 三好十郎著作集 三好十郎/著 不二出版 第２巻

81 三好十郎著作集 三好十郎/著 不二出版 第３巻

82 臨界 徳本　栄一郎/著 新潮社

83 １００歳へ！ 田中　茂/著 光文社

84
発想の転換で新領域を開拓した７人の
起業家

森部　好樹/著 日経ＢＰ社 続
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