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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
鹿児島大学附属図書館蔵　松本文庫目
録

鹿児島大学附属図書館
／編

鹿児島大学附属図書館

2 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会
第２０８集－
１

3 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会
第２０８集－
２

4 佐賀県文化財調査報告書 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会 第２０９集

5 松本清張と邪馬台国
北九州市立松本清張記
念館／編

北九州市立松本清張記
念館

6
蒸気軍艦を入手せよ！！　江戸後期の
長崎警備

鍋島報效会／編 鍋島報效会

7
勝尾城筑紫氏遺跡を核とする地域の文
化財を活かしたまちづくり

地域の文化財を活かし
たまつづくり協議会／
編

地域の文化財を活かし
たまちづくり協議会

8
ふるさと再発見　戦国「勝尾城下町」
資料集

ふるさと再発見　戦国
「勝尾城下町」実行委
員会／編

鳥栖市教育委員会

9 鳥栖の集落と交通 鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会

10 九州戦国史勝尾城下町 鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会

11 勝尾城下町遺跡保存整備基本計画書 鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会

12
史跡　勝尾城筑紫氏遺跡保存管理計画
書

鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会

13 鳥栖市文化財年報 鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会 2012年度版

14 鳥栖市文化財年報 鳥栖市教育委員会／編 鳥栖市教育委員会 2013年度版

15 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８４集

16 松浦党研究 松浦党研究連合会／編 松浦党研究連合会 第３８号

17 古枝の昔のはなし 峰松　正輝／著 古枝村役場 第五版

18 能古見史誌 峰松　正輝／著 峰松正輝

19 岡崎家の歴史 岡崎真雄／著 岡崎真雄

20
系図と由緒から紐解く田雜家の生い立
ち

田雜峯一／著 田雜峯一

21 飛翔 佐賀県人事委員会／編 佐賀県人事委員会 平成２６年度

22 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２７年６
月

23 佐賀県市町村ハンドブック
佐賀県経営支援本部市
町村課／編

佐賀県経営支援本部市
町村課

平成２７年４
月

24 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.６３７
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25
平成２７年２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.７８６

26
平成２７年２月定例会　佐賀県議会常
任・原子力安全対策等特別委員会会議
録

佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 No.７８７

27 法律時報 日本評論社
1088号 2015
年

28 有田町統計書 有田町企画課／編 有田町企画課 平成２６年

29 佐賀部落解放研究所紀要
佐賀部落解放研究所／
編

佐賀部落解放研究所 第３２号

30 佐賀雇用施策実施方針 佐賀労働局／編 佐賀労働局 平成２７年度

31 修士論文要約集 佐賀大学学務部教務課 平成２５年度

32 修士論文要約集 佐賀大学学務部教務課 平成２６年度

33 平成２６年度佐賀きのこ会年報 佐賀きのこ会／編 佐賀きのこ会

34 業務年報
佐賀県農業技術防除セ
ンター病害虫防除部／
編

佐賀県農業技術防除セ
ンター病害虫防除部

平成２６年度

35 業務年報 佐賀県畜産試験場／編 佐賀県畜産試験場 平成２６年度

36 深川善次画集 深川善次／著 深川直人

37 歌垣
白石町教育委員会生涯
学習課生涯学習係／編

白石町教育委員会生涯
学習課生涯学習係／編

第十一回

38 心つむぎ 中村孝／著 中村孝

39 有明海問題 樋渡清則／著 樋渡清則

40
佐賀県　ＥＬ新聞記事情報リスト２０
１２

株式会社エレクトロ
ニック・ライブラリー

１

41
佐賀県　ＥＬ新聞記事情報リスト２０
１２

株式会社エレクトロ
ニック・ライブラリー

２

42 葉隠物語１ 藤原芳秀／作画 リイド社 １

43 伊勢参宮日記を読む 甲斐 素純／著 海鳥社 北部九州編

44
最新技術でよみがえる九州装飾古墳の
すべて

池内 克史／編著 東京書籍

45 出土文字に新しい古代史を求めて 平川 南／著 同成社

46 海洋大国・大百済 蘇 鎮轍／著 彩流社

47 天草四郎の正体 吉村 豊雄／著 洋泉社

48 日本近世の行政と地域社会 吉村 豊雄／著 校倉書房

49 “記憶”と生きる 土井 敏邦／著 大月書店

50 くもの糸 北御門 二郎／[述] 不知火書房
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51 ひとすじの梅の香 森 弘子／[述] 海鳥社

52 辰野金吾 河上 眞理／著 ミネルヴァ書房

53
日本全国行ってみたいなあんな町こん
な町

東 菜奈／著 岩崎書店 1

54 九州の巨人!巨木!!と巨大仏!!! オガワ カオリ／著 書肆侃侃房

55 圏外に立つ法 理論 江口 厚仁／編 ナカニシヤ出版

56 企業における労務監査の手引 東内 一明／共編 新日本法規出版

57 住宅・土地統計調査報告 総務省統計局／編 総務省統計局
平成25年第2
巻都道府県編
その41

58 たそがれの時代 佐賀新聞取材班／編 佐賀新聞プランニング

59 介護労働者の労働時間管理 東内 一明／著 介護労働安定センター

60 夢の扉+
TBS「夢の扉+」制作班
／編

NTT出版

61 見て読んでわかるNASH NAFLD診療 中島 淳／監修 診断と治療社

62 現代の栄養化学 柳田 晃良／編著 三共出版

63 働く高齢者の安全・健康管理 東内 一明／著 労働新聞社

64 国土の変貌と水害 高橋 裕／著 岩波書店

65 原発を廃炉に!
原発なくそう!九州玄
海訴訟弁護団／編著

花伝社

66 原発を廃炉に!　PART2
原発なくそう!九州玄
海訴訟弁護団／編著

花伝社

67 海洋エネルギー利用技術 近藤 俶郎／編著 森北出版

68
ランチ巡り　ＢＯＯＫ　武雄・鹿島・
嬉野

株式会社　ぷらざ 新創刊

69 地域活性化への試論 片山 富弘／編著 五絃舎

70 ｢農｣に吹く風 南里 義則／編著 不知火書房

71 棚田の歴史 吉村 豊雄／著 農山漁村文化協会

72 マングローブ百珍 鶴田 幸一／著 西日本新聞社

73 実は危険な飲食店職場 東内 一明／著 労働新聞社

74 みらいへ 草場 一壽／作 サンマーク出版

75 326Ⅲ 326／著 キノブックス

76 中島潔いのちと風のものがたり 中島 潔／[画] 平凡社

77 絵描き 西所 正道／著 エイチアンドアイ

78 陶工房 誠文堂新光社 No.73(2014)
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79 比較文学論考 大嶋 仁／著 花書院

80 緩和病棟 片桐 英彦／著 ふらんす堂

81 夜更けの大根 片桐 英彦／著 ふらんす堂

82 長崎・有田殺人窯変 梓 林太郎／著 実業之日本社

83 冒険の森へ 集英社 11

84 花や散るらん 葉室 麟／著 文藝春秋

85 山桜記 葉室 麟／著 文藝春秋

86 俠客 池波 正太郎／著 新潮社 上巻

87 俠客 池波 正太郎／著 新潮社 下巻

88 ビオレタ 寺地 はるな／著 ポプラ社

89 何を殺せばいいのか 森永 誠太郎／著 郁朋社

90
『三好十郎著作集』解説・回想・総目
次

山口謙吾／著、三好ま
り／著

不二出版 別冊付録

91 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第4巻

92 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第5巻

93 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第6巻

94 武士道読本 武士道学会／編 国書刊行会

95 錦絵にみる日本の温泉 木暮 金太夫／編 国書刊行会

96 民俗芸能探訪ガイドブック 星野 紘／編 国書刊行会

97 西洋宮廷と日本輸出磁器 櫻庭 美咲／著 藝華書院
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