
2016年6月　佐賀県立図書館郷土資料室　新着資料一覧  1/3

書 名 著・編者 出版者 巻次

1 伊万里市民図書館開館20周年記念誌
２０周年記念事業検討
委員会／編

図書館フレンズいまり

2 伊万里市民図書館　パンフレット
図書館フレンズいいま
り／編

図書館フレンズいまり

3 研究紀要 佐賀女子短期大学／編 佐賀女子短期大学 第５０集

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２１０集

5 三重県史研究 三重県／編
三重県環境生活部文化
振興課県史編さん班

第31号

6 対馬非人等史料　諸覚書 中村　久子／編 花書院

7 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６８号（２
０１６夏）

8 八戸ものがたり
八戸地区の歴史を考え
る会／編

八戸地区の歴史を考え
る会

9
～小城どこでんミュージアム～　屋根
のない博物館ミニマップ

小城市教育委員会／編 小城市教育委員会

10 石井筆子の生涯
大村市・石井筆子顕彰
事業実行委員会／編

大村市・石井筆子顕彰
事業実行委員会

11 天龍道人の偉業と人生 松尾 和義／編著 松尾　和義

12 祐徳いろは参歩 祐徳観光商店連盟

13
新栄校区ふれあい歴史マップ作成資料
集

新栄ふれあいまちづく
り協議会／編

新栄ふれあいまちづく
り協議会

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２７年中

15 佐賀県市町村ハンドブック
佐賀県地域交流部市町
支援課／編

佐賀県地域交流部市町
支援課

平成２８年４
月

16 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.６４１

17 司法の窓 最高裁判所／編 最高裁判所 Vol.81

18 さが就活ナビ
佐賀県産業人材確保プ
ロジェクト推進会議／
編

佐賀県産業人材確保プ
ロジェクト推進会議

19 鳥栖市勢要覧 鳥栖市情報政策課／編 鳥栖市 ２０１６

20 ２０年のあゆみ
かわそえネットワーク
／編

かわそえ　ネットワー
ク

21 みずわ
全国退職女性校長会
（梅の実会）／編

全国退職女性校長会
（梅の実会）

第８号

22
佐賀県療育支援センター　前期研修ご
案内

佐賀県療育支援セン
ター

平成２８年度
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23
県民カレッジ夢パレットさが　講座案
内

県民カレッジ夢パレッ
トさが事務局

平成２８年度
前期版

24
玄番掛浮龍根本ノ巻　玄番掛浮龍次第
之巻

大字前牟田伝統文化保
存会／編

大字前牟田伝統文化保
存会

25 米多浮立保存継承振興総合計画書 米多浮立保存会／編 米多浮立保存会

26 平成２７年度佐賀きのこ会年報 佐賀きのこ会／編 佐賀きのこ会

27 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２７年度

28 佐賀県の生活排水処理
佐賀県県土づくり本部
下水道課

2015

29
微小粒子状物質（PM2.5）に関する高
濃度時期の広域分布特性調査報告書

日韓海峡沿岸県市道環
境技術交流会議／編

日韓海峡沿岸環境技術
交流協議会

２０１６年３
月

30 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２７年度

31 佐賀大学美術館　年報＋紀要
佐々木奈津子＋大坪由
希（佐賀大学美術館）
／編

佐賀大学美術館 平成２６年度

32 金立水曜登山会会報 金立水曜登山会 第１２号

33 夢つなぐ 山口幸子／著 山口幸子

34 夢 清水家一同／編 清水家一同

35 夢 清水家一同／編 清水家一同 第二集

36
会社勤めで迷ったりむなしくなったと
きに読む本

水田 享介／著 まこといちオフィス

37 大隈重信演説談話集
大隈 重信／[著]、早稲
田大学／編

岩波書店

38 「再国民化」に揺らぐヨーロッパ 高橋 進／編 法律文化社

39 労働法 水町 勇一郎／著 有斐閣

40 祖先と資源の民族誌 稲村 務／著 めこん

41 ランチ巡り　ＢＯＯＫ　唐津・伊万里 株式会社　ぷらざ Vｏｌ.3

42 ランチ巡り　ＢＯＯＫ　佐賀 株式会社　ぷらざ Vｏｌ.7

43 series田園回帰 農山漁村文化協会 3

44 厳選九州の巨樹・巨木巡り入門ガイド 本田 守／著 梓書院
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45 猟師食堂 田中 康弘／著 枻出版社

46 鯨取りの社会史
森 弘子／著　宮崎克則
／著

花乱社

47 九州の鉄道おもしろ史 弓削 信夫／著 西日本新聞社

48
『キングダム』で学ぶ乱世のリーダー
シップ

長尾 一洋／著 集英社

49 気まぐれ陶磁器紀行 桐石 榮二／著 パレード

50 目の眼　5月号 白洲信哉／編 株式会社目の眼 476

51 古伊万里金襴手作品
小木 一良／著 村上伸
之／著

創樹社美術出版

52 <獄中>の文学史 副田 賢二／著 笠間書院

53 北日本文学賞作品集 宮本 輝／選 北日本新聞社

54 背律 吉田 恭教／著 原書房

55
ゼンリン住宅地図佐賀県三養基郡上峰
町 みやき町

ゼンリン

56
ゼンリン住宅地図佐賀県鳥栖市 三養
基郡基山町

ゼンリン
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