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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
公益財団法人鍋島報效会研究助成研究
報告書

公益財団法人鍋島報效
会／編

公益財団法人鍋島報效
会

第７号

2 薬種商野中家からみる江戸時代の佐賀
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター／編

佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

3 研究紀要
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター／編

佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

第１０号

4 はるかなる海上の道
佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

5 小川敬吉資料展
佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

6 研究紀要
佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

第２２集

7 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

２０1５年１
月～１２月

8 武士道 枻出版社／編 枻出版社

9 肥前鹿島円福山普明禅寺誌
井上敏幸　伊香賀隆
高橋研一／編

佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

10 幕末期プロテスタント受洗者の研究 中島　一仁／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

11 佐賀県近世史料 佐賀県立図書館／編 佐賀県立図書館
第１０編　第
４巻

12 佐賀近代史年表 佐賀近代史研究会／編
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

大正編

13 幕末佐賀科学技術史研究 幕末佐賀研究会／編
在来知歴史学会　幕末
佐賀研究会

第９号

14 延遼館の時代
東京都(東京都公文書
館)

東京都(東京都公文書
館)

15 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３０集

16 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３１集

17 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３２集

18 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３３集

19 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３４集

20 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９集

21 開拓の群像
「開拓の群像」刊行委
員会／編

「開拓の群像」刊行委
員会

22
Ｐｌｅａｓｅ　旅のライブ情報誌プ
リーズ

九州旅客鉄道株式会社
№348
2016.5
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書 名 著・編者 出版者 巻次

23 ぶらり富士　温湯知新 平尾 茂／著 平尾茂

24 柳町 柳町のれん会／編 柳町のれん会

25 佐賀県総合計画２０１５
佐賀県　政策部　政策
課／編

佐賀県 概要版

26 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４８巻　第
３号

27 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４８巻　第
４号

28 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４８巻　第
５号

29 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４８巻　第
６号

30 宮地武彦先生追悼集
宮地武彦先生追悼集発
起人会／編

宮地武彦先生追悼集発
起人会

31 佐賀の民話 佐賀民話の会／編 佐賀民話の会 第２号

32 佐賀平野の環境水 岡島 俊哉／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

33 Lowland Technology International
Takenori　Hino　ほか
／編

INSTITUTE　OF
LOWLAND TECHNOLOGY

volume17，
Number4

34 佐賀県産業連関表
佐賀県総務部統計分析
課／編

佐賀県総務部統計分析
課

平成２３年

35 佐賀県玄海水産振興センター業務報告
佐賀県玄海水産振興セ
ンター／編

佐賀県玄海水産振興セ
ンター

平成２６年度

36 佐賀県漁船統計表
佐賀県生産振興部水産
課／編

佐賀県生産振興部水産
課

平成２７年１
２月３１日現
在

37 佐賀の恵比須台帳
恵比須ＤＥまちづくり
ネッﾄワーク／編

恵比須ＤＥまちづくり
ネットワーク

38 有田焼百景
有田焼承継プロジェク
ト／編

39 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 2016

40 佐賀藩第三代藩主　鍋島綱茂の文芸 中尾友香里／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

41
泣き虫相談役　堤和之の昨日、今日、
明日。

堤　和之／著 佐賀新聞社

42
図解「心の病」がよくわかる!臨床心
理学

稲富 正治／著 日本文芸社

43 郷土ゆかりの人々 飯澤 文夫／監修 日外アソシエーツ

44 風土記 沖森 卓也／編著 山川出版社
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書 名 著・編者 出版者 巻次

45 亡国の首相安倍晋三 横田 一／著 七つ森書館

46 働き方革命の教科書 日経BP社

47 聴覚障害
筑波大学附属聴覚特別
支援学校「聴覚障害」
編集委員会／編

ジアース教育新社
Vol.70(2015
）

48 ランチ巡り　ＢＯＯＫ　武雄・鹿島・嬉野 株式会社　ぷらざ Vol.３

49 ピアノの巨人豊増昇 小澤 征爾／編著 小澤昔ばなし研究所

50 先駆ける者 加来 慶祐／著 日刊スポーツ出版社

51 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 2016

52 九州文学 波佐間　義之／編 波佐間　義之
第七期　第３
３号（通巻
556号）

53 岳飛伝 北方 謙三／著 集英社 16

54 ミナトホテルの裏庭には 寺地 はるな／著 ポプラ社

55 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第7巻

56 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第8巻

57 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第9巻

58 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第10巻

59 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第11巻

60 三好十郎著作集 三好 十郎／著 不二出版 第12巻

61 陸軍特別大演習記念寫眞帖　大正十五年十
一月於佐賀県下

榮城寫眞通信社／編 中尾角八

62 高柳儀八勤務録 高柳儀八／著 高柳儀八
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