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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
明治・大正期における近代日本企業の
創成から消滅まで　資料集２

坂井一実／著 洋学堂書店

2
『忍側同席申合帳』（六大名留守居協
定書）影印・翻刻・解題

鬼頭勝之／著 鬼頭勝之

3 歴史街道
ＰＨＰ研究所　辰本清
隆／編

ＰＨＰ研究所
平成２８年１１
月

4 大中島のあゆみ 大中島歴史研究会／編 大中島歴史研究会

5 唐津市文化財調査報告書 唐津市教育委員会／編 唐津市教育委員会 第１７３集

6 唐津市文化財調査報告書 唐津市教育委員会／編 唐津市教育委員会 第１７４集

7 昭和天皇実録 東京書籍 第8

8 昭和天皇実録 東京書籍 第9

9 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.６４２

10
平成２８年４月臨時平成２８年６月定
例　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.７９７

11
平成２８年４月臨時　平成２８年６月
定例　佐賀県議会委員会会議録

佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 No.７９８

12
Human　Capital, Agriculture,Trade
and Globalization

edited by Piyadasa
Ratnayake,Saliya De Silva

The　Economic Association
of Saga University

13 佐賀県歳入歳出決算書 佐賀県 平成27年度

14 佐賀県歳入歳出決算事項別明細書 佐賀県 平成27年度

15 実質収支に関する調書 佐賀県 平成27年度

16 財産に関する調書 佐賀県 平成27年度

17
不納欠損処分報告書　収入未済額報告
書　歳出不用額報告書

佐賀県 平成27年度

18
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
後期版

19 年報
佐賀県立宇宙科学館／
編

佐賀県立宇宙科学館 平成２７年度

20 薬務行政概要
佐賀県健康福祉部薬務
課／編

佐賀県健康福祉部薬務
課

平成２８年版

21 研究報告書
佐賀県工業技術セン
ター／編

佐賀県工業技術セン
ター

２０１５
Ｎｏ．２４

22 居蔵造の町並み　塩田津
塩田津町並み保存会／
編

塩田津町並み保存会
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23 研究報告書・支援事業報告書
佐賀県窯業技術セン
ター／編

佐賀県窯業技術セン
ター

平成２７年度

24 業務報告書
佐賀県窯業技術セン
ター／編

佐賀県窯業技術セン
ター

平成２７年度

25 有田まちなかフェスティバル
日本磁器誕生・有田焼創業
400年事業実行委員会／編

日本磁器誕生・有田焼創業
400年事業実行委員会

26 きんしゃい有田　珠玉の器紀行
ARITA SELECTION プロ
ジェクト／編

CCCメディアハウス

27 特別企画展　人間国宝と三右衛門
佐賀県立九州陶磁文化
館／編

佐賀県立九州陶磁文化
館

28 複眼 佐賀県詩人会議／編 山口　賢 №７４

29 木木 木木の会／編 木木の会 第２９号

30 ふたり 白石　すみほ／編 白石元秀 第１６号

31
絵を描く仕事を始めたい!Illustrator
キャラクター制作の教科書

廣 まさき／著 技術評論社

32
Illustratorでイラストを描こう!超入
門教室

廣 まさき／著 技術評論社

33 夢現力 竹中 勇／著 出版文化社

34 今日の因縁 曽我 量深／著 方丈堂出版

35 季刊邪馬台国
「季刊邪馬台国」編纂
委員会／編

梓書院 １３０号

36 天皇制以前の聖徳太子 半沢 英一／著 ビレッジプレス

37 中世的九州の形成 小川 弘和／著 高志書院

38 日本人のひたむきな生き方 松本 創／著 講談社

39 重野安繹と久米邦武 松沢 裕作／著 山川出版社

40 季刊のぼろ 西日本新聞社
Vol.14(2016
秋）

41 九州・沖縄道の駅徹底オールガイド ほり編集事務所／著 メイツ出版

42 風土記 中村 啓信／監修・訳注 KADOKAWA 下

43 愛する日本憂えるニッポン 山下 邦康／著 講談社エディトリアル

44 日本が創る平和で共存できる世界 山下 邦康／著 文藝春秋企画出版部

45 下肢救済マニュアル 上村 哲司／編集 学研メディカル秀潤社
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46 原発フェードアウトへのロードマップ 河野 正美／著 文藝春秋企画出版部

47 葉隠物語２ 藤原芳秀／作画 リイド社 ２

48 SHOKO 中村 祥子／著 平凡社

49
高校野球を変えた男原貢のケンカ野球
一代

松下 茂典／著 マガジンハウス

50 育てる技術 古賀 稔彦／著 ゴマブックス

51 売茶翁の生涯 ノーマン・ワデル／著 思文閣出版

52 忘れ得ぬ九州の作家と文学 志村 有弘／著 パワプラ出版

53 ライツ・オン! 土橋 章宏／著 筑摩書房

54 邪馬台国殺人紀行 鯨 統一郎／著 実業之日本社

55 海の斜光 森村 誠一／[著] KADOKAWA

56 悲運の果て 滝口 康彦／著 文藝春秋
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