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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 加藤清正文書目録 大浪 和弥／編 大浪和弥

2 研究紀要 佐賀女子短期大学／編 佐賀女子短期大学 第４９集

3 みやき町文化連盟創立１０年記念誌
みやき町文化連盟創立
10年記念誌編集委員会
／編

みやき町文化連盟

4 通夜・中陰　こんな話をしています
佐賀真宗伝道懇話会編
集委員会／編

佐賀真宗伝道懇話会

5 歴史を歩く　時代を歩く
服部　英雄・貴田潔／
共編

九州大学大学院　比較
社会文化研究院　服部
英雄研究室

6 佐賀市埋蔵文化財調査報告書 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会
第８６集（第
一分冊／発掘
調査編）

7 佐賀市埋蔵文化財調査報告書 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会

第８６集（第
二分冊／文献
調査・分析調
査・総括編）

8 神埼市文化財調査報告書 神埼市教育委員会／編 神埼市教育委員会 第２３集

9
多久市市制施行六十周年記念「なつか
しの多久の炭礦寫眞集」

多久市　多久市教育委
員会／編

多久市

10 橘町内の石造物と地名 橘町歴史研究会／編
橘町まちづくり推進協
議会歴史部会

11 湯か里 武雄歴史研究会／編 武雄歴史研究会 第６８号

12 歴史と神戸 神戸史学会／編 神戸史学会
第54巻　第3
号

13 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５４集

14 少年補導白書
佐賀県警察本部生活安
全部少年課／編

佐賀県警察本部生活安
全部少年課

平成２６年中

15 佐賀地域経済研究会報告書
佐賀地域経済研究会／
編

佐賀地域経済研究会
平成２５年度
第１６号

16 佐賀地域経済研究会報告書
佐賀地域経済研究会／
編

佐賀地域経済研究会
平成２６年度
第１７号

17
佐賀地域経済研究会　地域課題調査報
告書（平成24～25年度）

佐賀地域経済研究会／
編

佐賀地域経済研究会 第５号

18 鳥栖市統計書
鳥栖市総務部情報管理
課／編

鳥栖市 平成２６年版

19 第４期佐賀県障害福祉計画
佐賀県健康福祉本部障
害福祉課／編

佐賀県
平成２７年度
～平成２９年
度

20 第４期佐賀県障害福祉計画概要版
佐賀県健康福祉本部障
害福祉課／編

佐賀県
平成２７年度
～平成２９年
度

21 佐賀県公立小中学校事務研究大会
佐賀県公立小中学校事
務研究会／編

佐賀県公立小中学校事
務研究会

第３６回

22
さあ、ハッピーに！アイデアはかせに
なる！

大坪 武廣／著 あさひ高速印刷出版部

23 品質管理監査結果報告書
佐賀県生コンクリート
品質管理監査会議／編

佐賀県生コンクリート
品質管理監査会議

平成２６年度

24 みんなで考えよう　わたしたちの環境
佐賀県くらし環境本部
環境課／編

佐賀県くらし環境本部
環境課
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25
第37回全国町並みゼミ鹿島・嬉野大会
報告書

全国町並み保存連盟／
編

全国町並み保存連盟

26 業務年報
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２６年度

27 第50回　西部伝統工芸展
西部伝統工芸展図録編
集委員会／編

公益社団法人　日本工
芸会西部支部

28 きんしゃい有田豆皿紀行
ARITA SELECTION プロ

ジェクト／編
CCCメディアハウス

29 佐賀文学 佐賀文学同人会／編 佐賀文学同人会 第３２号

30 塵埃の中で 寺町智幸/著 寺町智幸

31 ひしのみ 白武　留康／代表
日本児童文芸家協会佐
賀支部ひしのみ童話会

３３号

32 ひしのみ 白武　留康／代表
日本児童文芸家協会佐
賀支部ひしのみ童話会

３４号

33 松平家心の作法 松平 洋史子／著 講談社

34 カメラが撮らえた幕末・明治の肖像
『歴史読本』編集部／
編

KADOKAWA

35 日帰りで登る九州の山 吉川 満／著 弦書房

36 日本の中の朝鮮をゆく 兪 弘濬／[著] 岩波書店 九州編

37 日本の知事21 有馬 朱美／著
コンテンツ・シティ出
版

Vol.1

38 福井モデル 藤吉 雅春／著 文藝春秋

39 いのち寿ぐために 福岡 賢正／著 南方新社

40
学校秀才を育てる学力・自分づくりが
求める学力

佐長 健司／編 明治図書出版

41 大学版IRの導入と活用の実際 佛淵 孝夫／著 実業之日本社

42 川へ 松尾 政信／文と絵 梓書院

43
グローバル・ニッチトップ企業の事業
戦略

藤本 武士／編著 文理閣

44 人・水 美しい日本のこころ 童門 冬二／著 水道産業新聞社

45 ｢青き清浄の地｣としての里山 中村 聡／著 九州大学出版会

46 風がおしえる未来予想図
原発なくそう!九州玄
海訴訟「風船プロジェ
クト」実行委員会／編

花伝社

47 おうちで作れる極上パスタ83 マロン／レシピ&料理 西東社

48 ランチ巡り　ＢＯＯＫ　佐賀 株式会社　ぷらざ ｖｏｌ.4

49 日本人は「食なき国」を望むのか 山下 惣一／著 家の光協会

50 知的資本論 増田 宗昭／著 CCCメディアハウス

51 月見草の花嫁 飯野 和好／絵と文 BL出版
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52 清張映画にかけた男たち 西村 雄一郎／著 新潮社

53 洋七・おかんのがばい介護日記 島田 洋七／著 朝日新聞出版

54 九州の高校野球
ベースボール・マガジ
ン社

1

55 サガン鳥栖オフィシャルイヤーブック サガン・ドリームス 2015

56 ゴール裏の至福 宇都宮 忠／著 佐賀新聞プランニング

57 せかいの熟れごろ 江島 その美／著 土曜美術社出版販売

58 ずっこけそこない話 草市 潤／著 三月書房

59 ゲイシャワルツは子守唄 森 久美子／著 佐賀新聞社

60 肥前鶴田氏の研究 鶴田　徹/著 鶴鳴社
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