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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
慶長５年（1600）柳川合戦
（八院・江上表の合戦）

守友　隆／著 守友　隆

2 直正と斉彬
佐賀県立佐賀城本
丸歴史館／編

佐賀県立佐賀城本丸
歴史館

3 葉隠と忠臣蔵
佐賀県立佐賀城本
丸歴史館／編

佐賀県立佐賀城本丸
歴史館

4 佐賀の美術教師たち
佐賀大学美術館
（佐々木奈津子）／編 佐賀大学美術館

5
佐賀大学美術館開館記念特別展
美術・工芸教室 佐賀大学美術館

6 研究紀要
佐賀県立佐賀城本
丸歴史館／編

佐賀県立佐賀城本丸
歴史館

第１２号

7 佐賀大学美術館　年報＋紀要
佐々木奈津子＋渡邊恵
（佐賀大学美術館学芸
員）／編

佐賀大学美術館 平成２５年度

8 佐賀大学美術館　年報＋紀要 佐々木奈津子＋大坪由季
（佐賀大学美術館）／編 佐賀大学美術館 平成２６年度

9 佐賀大学美術館　年報＋紀要
佐々木奈津子＋鬼塚美津
子＋大坪由季（佐賀大学
美術館）／編

佐賀大学美術館 平成２７年度

10 藩祖鍋島直茂公と日峯社 鍋島報效会／編 鍋島報效会

11 佐賀市埋蔵文化財調査報告書 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会 第１０１集

12 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 2014年度版

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 2015年度版

14 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８５集

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８６集

16 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８８集

17 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８９集

18 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９０集

19 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第４１集

20 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３６集

21 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１０集

22 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３５集
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書 名 著・編者 出版者 巻次

23 湯か里 武雄歴史研究会／編 武雄歴史研究会 第７０号

24
腰岳黒曜石原産地の実態を探
る

腰岳黒曜石原産地研究
グループ／編

腰岳黒曜石原産地
研究グループ

25 蓮池藩日記の抜書 峰松　正輝／編 その壱

26 蓮池藩日記の抜書 峰松　正輝／編 その弐

27 蓮池藩日記の抜書 峰松　正輝／編 その参

28 蓮池藩日記の抜書 峰松　正輝／編 その四

29 蓮池藩日記の抜書 峰松　正輝／編 その五

30 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 １　

31 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ２

32 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ３

33 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ４

34 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ５

35 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ６

36 絵葉書で見る近代朝鮮 浦川和也／編 民俗苑 ７

37 Ｐｌｅａｓｅ　旅のライブ情報誌プリーズ　 ＪＲ九州／編 ＪＲ九州 ３６２

38 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.６４５

39
平成２９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.８０４

40
平成２９年２月定例会
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.８０５

41
佐賀県公立小中学校事務研究
大会

佐賀県公立小中学
校事務研究会／編

佐賀県公立小中学
校事務研究会

第４０回

42 佐賀女子短期大学　学校案内 学校法人　旭学園 2018年

43
筑前神楽・壱岐神楽・平戸神
楽の研究

荒谷　義樹／著 荒谷義樹

44 鹿島と大村第21海軍航空廠 峰松　正輝／著
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書 名 著・編者 出版者 巻次

45 佐賀県水防計画書　 佐賀県／編 佐賀県 平成２９年度

46 Lowland Technology International
Ｔａｋｅｎｏｒｉ
Ｈｉｎo 他／編

INSTITUTE　OF
LOWLAND TECHNOLOGY、
SAGA UNIVERSITY

volume１９，
Number1

47 佐賀県廃棄物処理計画　概要版
佐賀県県民環境部
循環型社会推進課

48 佐賀県廃棄物処理計画
佐賀県県民環境部
循環型社会推進課

49 伝えたい郷土料理レシピ
武雄市朝日町食生活改
善推進協議会／編

武雄市朝日町食生活改
善推進協議会

50 鍋島直正公銅像再建への道 寺﨑　宗俊／編 鍋島直正公銅像再建委員会

51 鍋島直正公銅像再建記念帖
佐賀県立佐賀城本
丸歴史館／編

鍋島直正公銅像再建委員会

52 日本画山脈
日本画山脈展実行
委員会／編

日本画山脈展実行
委員会

53 調査研究報告
国文学研究資料館調査
収集事業部／編

国文学研究資料館
調査収集事業部

第37号

54 佐賀文学 佐賀文学同人会／編 佐賀文学同人会 第３４号

55
かささぎ短歌会創立五十周年
記念　合同歌集

かささぎ短歌会 第４輯

56 複眼 佐賀県詩人会議／編 山口　賢 №７６

57 あなたの時代 有田 平／著 日本モティベーション協会 1

58 奴国がわかれば「邪馬台国」が見える 中村 通敏／著 海鳥社

59 平川祐弘決定版著作集 平川 祐弘／著 勉誠出版 第7巻

60 小林カツ代伝 中原 一歩／著 文藝春秋

61 佐賀県民のための温泉巡り　ＢＯＯＫ　　 株式会社　ぷらざ 創刊号

62
仕事の速い人は150字で資料を
作り3分でプレゼンする。

坂口 孝則／著 幻冬舎

63
社会人1年目からの「これ調べとい
て」に困らない情報収集術 坂口 孝則／[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

64 ほんとうの教育をとりもどす 前屋 毅／著 共栄書房

65 教育音楽　中学・高校版 音楽之友社
第61巻
第6号　201

66 討論する歴史の授業 田中 龍彦／著 地歴社 3
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書 名 著・編者 出版者 巻次

67 討論する歴史の授業 田中 龍彦／著 地歴社 4

68
日本のモノづくりを支える九州
の元気企業45社

日刊工業新聞特別
取材班／編

日刊工業新聞社

69 電気鉄道のセクション 持永 芳文／著 戎光祥出版

70 海をよみがえらせる 佐藤 正典／著 岩波書店

71 近代日本の洋風建築 藤森 照信／著 筑摩書房 栄華篇

72
日本自動車企業の仕事・管理・
労使関係

石田 光男／著 中央経済社

73 ルポ諫早の叫び 永尾 俊彦／著 岩波書店

74 流通経済の動態と理論展開 流通経済研究会／監修 同文舘出版

75 「アイドル」のメディア史 田島 悠来／著 森話社

76 九州文学 波佐間　義之／編 波佐間　義之
第七期
第３７号（通巻
560号）

77 萬葉語文研究
萬葉語学文学研究
会／編

和泉書院 第12集

78 秋霜 北方 謙三／著 角川春樹事務所

79 むしむしたんけんたい 西沢 杏子／文 大月書店 3

80 涙香迷宮 竹本 健治／著 講談社

81 しあわせな死の桜 竹本 健治／著 講談社

82 今日のハチミツ、あしたの私 寺地 はるな／[著] 角川春樹事務所
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