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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 筑後川流域新聞　完全復刻版
筑後川流域連携倶楽
部／編

筑後川流域連携倶楽部

2 ちんちろまい特選方言講座 定松克己／著 ちんちろまい編集部 第１集

3 ちんちろまい特選方言講座 定松克己／著 ちんちろまい編集部 第２集

4 佐賀うまかもんガイド　関西版
佐賀県関西・中京事務
所

vol.2

5 ひととき 株式会社　ウェッジ 第17巻第５号

6
佐賀大学地域学歴史文化研究センター
研究紀要　抜刷

鍋島茂清／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

第八号～
第一一号

7 唐津・多久・大町地域周辺散策記 内山敏典／著 九州産業大学

8 高島町考 川瀬　誠治／著 まつ出版

9 ぞくぞく・幕末明治肥前こぼれ話 末岡　暁美／著 本村製菓株式会社

10 佐賀県市町ハンドブック
佐賀県地域交流部
市町支援課／編

佐賀県市町村振興協会 平成２９年４月

11 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２８年度

12 画文集　花と人生 白武　留康／文・絵 白武　留康

13 野口彌太郎展 唐津市近代図書館／編 唐津市近代図書館

14 少年補導白書
佐賀県警察本部生活安全
部人身安全・少年課／編

佐賀県警察本部生活安
全部人身安全・少年課

平成２８年中

15 佐賀城下探訪会 徴古館／編 徴古館 第３４回

16 多久の炭鉱 多久市教育委員会／編 多久市

17 御屋形日記 多久古文書学校／校註 多久市教育委員会 第4巻

18 発見！きやまの歴史３　契山ものがたり
基山町文化遺産活用推
進実行委員会／編

基山町文化遺産活用推
進実行委員会

19 山辺田遺跡　 有田町教育委員会／編 有田町教育委員会 2017年

20 The Pen 池田 学／著 青幻舎

21 みんなで考えよう　わたしたちの環境
佐賀県県民環境部
環境課／編

佐賀県県民環境部
環境課

22 ふるさと 深川　勝郎／著 深川　勝郎
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23 家づくりの本　
株式会社シティ情報
ふくおか／編

株式会社シティ情報ふ
くおか

no.35

24 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２８年度

25 肥前佐賀藩　太俣郷資料集　別冊 永松　亨／編 永松　亨

26
木質土木資材の耐久性と新たな防腐処
理に関する研究報告書

佐賀県林業試験場

27 実相寺昭雄才気の伽藍 樋口 尚文／著 アルファベータブック

28 はぐれ柳生非情剣 黒崎 裕一郎／著 文芸社

29 百鬼狩り 佐伯 泰英／著 光文社

30 ユキとヨンホ 中川 なをみ／作 新日本出版社

31 先任将校 松永 市郎／著 光人社

32 松田正久と政党政治の発展 西山 由理花／著 ミネルヴァ書房

33 鉄道にっぽん!47都道府県の旅 山崎 友也／監修 教育画劇 3

34 ビッグデータ・コネクト 藤井 太洋／著 文藝春秋

35 地雷を踏んだらサヨウナラ 一ノ瀬 泰造／著 講談社

36 年報村落社会研究 農山漁村文化協会 第52集

37 思い出のネイビーブルー 松永 市郎／[著] 海文堂

38 73歳シングルマザー波瀾万丈の人 野村恵三子／著 文芸社

39 伊万里焼の生産流通史 野上 建紀／著 中央公論美術出版

40 はぐれ柳生紫電剣 黒崎 裕一郎／著 文芸社

41 飯盛り侍 井川 香四郎／[著] 講談社

42 九州の魅力的なキャンプ場 南 英作／共著 九州人

43 明治なりわいの魁 植松 三十里／著 ウェッジ

44 実践的グローバル・マーケティング 大石 芳裕／著 ミネルヴァ書房
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45 軽巡「名取」短艇隊物語 松永 市郎／著 潮書房光人社

46 敵討 吉村 昭／著 新潮社

47 ｢月光仮面｣を創った男たち 樋口 尚文／著 平凡社

48 さらにわかった!縄文人の植物利用 工藤 雄一郎／編 新泉社

49 汽水 古賀 大助／著 思潮社

50 松本清張全集 松本 清張／著 文芸春秋 40

51 江戸ねこ捜査網 六堂 葉月／著 白泉社

52 僕達急行 森田 芳光／原案 集英社

53 筑紫の魏志倭人伝 岡部 健次／著 文芸社

54 時代を超えた経営者たち 井奥 成彦／編著 日本経済評論社

55 長崎県の山 山野辺 捷雄／著 山と溪谷社

56 グッドモーニング､ゴジラ 樋口 尚文／著 国書刊行会

57 はぐれ柳生必殺剣 黒崎 裕一郎／著 文芸社

58 初しぐれ 北原 亞以子／著 文藝春秋

59 日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮 直子／著 中央公論新社

60 産業クラスターのダイナミズム 大木 裕子／著 文眞堂

61 テレビ・トラベラー 樋口 尚文／著 国書刊行会

62 始末のつけ方 高取 宗茂／著 きずな出版
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