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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 日本農業新聞
佐賀県農業協同組合中
央会／編

佐賀県農業協同組合中
央会

2014年1月～
12月

2 佐賀県近世史料 佐賀県立図書館／編 佐賀県立図書館 第5編第2巻

3 岩屋鶴田氏家譜「現代語訳」 鶴田　徹／著 鶴鳴社

4
愛媛県初代警部長・真崎秀郡とその周
辺

矢野達雄／著 矢野達雄

5 小城藩士族　梅崎家の面影を追って 横井久／著 イエスの言社

6 兵庫学
兵庫を語る会　兵庫ま
ちづくり協議会／編

兵庫を語る会　兵庫ま
ちづくり協議会歴史・
文化部会

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

8 神埼市の文化財 神埼郷土研究会／編 神埼郷土研究会 民俗編

9 鳥栖市市制施行６０周年記念誌
鳥栖市総務部情報管理
課／編

鳥栖市 1954-2014

10 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54集

11 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会／編 小城市教育委員会 第26集

12 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会／編 小城市教育委員会 第27集

13 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会／編 小城市教育委員会 第28集

14 小城市文化財調査報告書 小城市教育委員会／編 小城市教育委員会 第29集

15 調査研究報告書
小城市立歴史資料館・
小城市立中林梧竹記念
館／編

小城市立歴史資料館・
小城市立中林梧竹記念
館

第8集

16 嬉野市総合年表 嬉野温泉観光協会／編 嬉野温泉観光協会

17
Ｐｌｅａｓｅ　旅のライブ情報誌プ
リーズ

九州旅客鉄道株式会社
№336
2015.5

18 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47巻　第5
号

19
第６期佐賀中部広域連合介護保険事業
計画　概要

佐賀中部広域連合

20 佐賀県労働委員会年報
佐賀県労働委員会事務
局／編

佐賀県労働委員会事務
局

平成26年版

21 女性の活躍で地域が輝く
佐賀県立男女共同参画
センター／編

佐賀県立男女共同参画
センター

22 英国留学生の道標 古賀 節子／著 中央公論事業出版

23 佐賀カフェ散歩 ドアーズ／著 書肆侃侃房

24 佐賀うまかもんガイド　関西版
佐賀県関西・中京営業
本部

25 企業立地ガイドマップ　佐賀
佐賀県農林水産商工本
部企業立地課／編

佐賀県農林水産商工本
部企業立地課

26 企業立地のご案内　佐賀
佐賀県農林水産商工本
部企業立地課／編

佐賀県農林水産商工本
部企業立地課
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27
佐賀県の食と農を考えてみよう　改訂
版

さが“食と農”絆づく
りプロジェクト会議事
務局／編

さが“食と農”絆づく
りプロジェクト会議事
務局

28
２０１３年漁業センサス調査結果報告
書

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

29 つきみん
赤木真知子／企画・原
案　今野真由美／文・
作画

太良町企画商工課

30 ガネッタ
赤木真知子／企画・原
案　今野真由美／文・
作画

太良町企画商工課

31
佐々木盛行氏　日野俊顕氏　中林梧竹
研究資料調査報告書

小城市教育委員会／編 小城市教育委員会

32 金立水曜登山会会報 金立水曜登山会 第10号

33 調査研究報告
国文学研究資料館調査
収集事業部／編

国文学研究資料館調査
収集事業部

第35号

34 麦の芽 麦の芽短歌会 2015年38号

35 その胸にゐつ 庭木富枝／著 柊書房

36 木犀俳句会合同作品集　第二集 木犀俳句会

37 複眼 佐賀県詩人会議／編 山口　賢 №71

38 佐賀の明日を希(ねが)って 太田 記代子／著 石風社

39 古代の都市と条里
条里制・古代都市研究
会／編

吉川弘文館

40 享保十四年、象、江戸へゆく 和田 実／著 岩田書院

41 猟師、花火師、ときどき祭り 大島 公司／著
PHPエディターズ・グ
ループ

42 季刊のぼろ 西日本新聞社
Vol.8(2015
春）

43 高水分バイオマスの液肥利用 矢部 光保／編著 筑波書房

44 Walking TOKYO 堀田 ルミ子／著
まむかいブックスギャ
ラリー

45 流星!ダンボールマン!!
いいだ じょうじ／さ
く　３２６／え

講談社

46 毎日楽しくてしょうがなか! 島田 洋七／文 徳間書店

47 目の眼　5月号 白洲信哉／編 株式会社目の眼 464

48 興味深い鍋島箱書紀年銘作品類 小木 一良／著 創樹社美術出版

49 呼び出された殺戮者 井戸 正善／著 ホビージャパン

50 岳飛伝 北方 謙三／著 集英社 12

51 ゼンリン住宅地図　小城市南部 ゼンリン／編 ゼンリン 2015.5

52 ゼンリン住宅地図　小城市北部 ゼンリン／編 ゼンリン 2015.5

53 ゼンリン住宅地図　多久市 ゼンリン／編 ゼンリン 2015.5

54 ゼンリン住宅地図　唐津市　１ ゼンリン／編 ゼンリン 2015.5
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