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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
佐賀県立図書館蓮池文庫蔵書籍目録
の基礎的考察

高山　節也／著

2 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12号

3
特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」
徳川家康陣跡

佐賀県立名護屋城博
物館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

4 吉野ケ里 山崎　義次／著 文芸社

5 牛津歴史探訪と南北朝ゆかりの地
小城郷土史研究会会員
川副正文／編

小城郷土史研究会会員
川副正文

6 国史跡　唐津松浦墳墓群 唐津市教育委員会／編 唐津市教育委員会

7 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１７５集

8 武雄領着到
武雄市図書館・歴史資
料館／編

武雄市図書館・歴史資料館

9 九州の蘭学　武雄の蘭学
武雄市図書館・歴史資
料館／編

武雄市図書館・歴史資料館

10 諫早史談
諫早史談会編集委員会
／編

諫早史談会 第４９号

11 飛翔 佐賀県人事委員会／編 佐賀県人事委員会 平成２８年度

12 さがデザイン　
佐賀県政策部
広報広聴課／編

佐賀県 2017

13 県税のしおり
佐賀県総務部
税務課／編

佐賀県総務部税務課 平成29年度

14 修士論文要約集 佐賀大学学務部教務課 平成２８年度

15 猫の怪 横山 泰子／著 白澤社

16 診療のご案内
佐賀県医療センター
好生館／編

佐賀県医療センター好生館 平成29年度版

17 低平地研究 低平地研究会／編 低平地研究会 No.26 June 

18 筑後川の流れとともに 筑後川改修期成同盟会

19 文化遺産の世界
『文化遺産の世界』編
集部／編

『文化遺産の世界』編
集部

Vol.29

20 黄金の美術館展
黄金の美術館展実行
委員会

黄金の美術館展実行委
員会

21 文化財保存70年の歴史
文化財保存全国協議会
／編

新泉社

22 四神の書
四神の書展実行委員会
／編

四神の書展実行委員会
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書 名 著・編者 出版者 巻次

23 雅俗 雅俗の会 第16号

24 七転び八起きと共に 川原　ヤエ／著 川原ヤエ

25 草茫々通信　別巻　 八田　千恵子／編 書肆草茫々

26
クライアントの信頼を深め心を開か
せるカウンセリングの技術

今泉 智樹／著 同文舘出版

27 鑑真 山本 巖／著 書肆侃侃房

28 イノベーターたちの日本史 米倉 誠一郎／著 東洋経済新報社

29 命を愛する 潮谷 義子／[述] 西日本新聞社

30 シーボルト『NIPPON』の書誌学研究 宮崎 克則／著 花乱社

31 分県地図41　佐賀県 昭文社

32
都市地図　佐賀市　神埼・小城市・吉
野ヶ里町

昭文社

33 都市地図　鳥栖市　基山・みやき・上峰町 昭文社

34 都市地図　唐津市　玄海町 昭文社

35 都市地図　伊万里 武雄・嬉野市　有田町 昭文社

36 知事が政治家になるとき 中條 美和／著 木鐸社

37 集落点描 那須 省一／著 書肆侃侃房

38 日本立法資料全集 信山社出版 別巻445

39 討論する歴史の授業 田中 龍彦／著 地歴社 5

40 これで分かる!「がん免疫」の真実 森崎 隆／著 現代書林

41 からだの不調とかみ合わせ 佐々木 茂／著 ルネッサンス・アイ

42 有明海 まな出版企画

43 近代日本の洋風建築 藤森 照信／著 筑摩書房 開化篇

44 近代日本製鉄・電信の源流
「近代日本製鉄・電信の
源流」編集委員会／編 岩田書院

佐賀県立図書館「郷土資料室の新着資料」のページ＜http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/kkb.html＞



2017年8月　佐賀県立図書館郷土資料室　新着資料一覧  3/4

書 名 著・編者 出版者 巻次

45 ランチ巡り　ＢＯＯＫ　佐賀　 株式会社　ぷらざ Vol.10

46 ひらあやまり 嬉野 雅道／著 KADOKAWA

47 ぬかよろこび 嬉野 雅道／著 KADOKAWA

48 描いて楽しいなぞり猫 イデ タカコ／著 成美堂出版

49 釣りキチ三平　海釣りselection 矢口 高雄／著 講談社 2, 3

50 切り絵でつくるメルヘンドレス 祐琴／著 辰巳出版

51 ふでばこ 白鳳堂
33号
(2016 SPRING)

52 古唐津復興 中里 重利／[作] 西日本新聞社

53 唐津 團 伊玖磨／作曲 カワイ出版

54 ユーリ!!!YURI ON ICE公式ガイド 扶桑社

55 新しい猫背の星 尼崎 武／著 書肆侃侃房

56 み仏のご縁にふれて 田原　せいけん／著 新葉館出版 Ⅲ

57 佐賀県の民話 偕成社

58 ベスト本格ミステリ
本格ミステリ作家ク
ラブ／編

講談社 2017

59 維新銃姫伝 藤本 ひとみ／著 中央公論新社

60 黒銹 北方 謙三／著 角川春樹事務所

61 破妖の剣　　漆黒の魔性 前田 珠子／著 集英社

62 破妖の剣　　白焔の罠 前田 珠子／著 集英社

63 破妖の剣　　柘榴の影 前田 珠子／著 集英社

64 破妖の剣　　紫紺の糸 前田 珠子／著 集英社 (前)(後)

65 破妖の剣　　鬱金の暁闇 前田 珠子／著 集英社 1～30

66 破妖の剣外伝 前田 珠子／著 集英社 2～8
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67 徐福日本渡航 三穂 次郎／著 ザメディアジョン

68 歴史小説・邪馬台国女王卑弥呼の生涯 宮本 信生／著 美術の杜出版

69 化身の哭く森 吉田 恭教／著 講談社

70 鈍刀を磨いて 小川 直人／著 書肆侃侃房

71 もう一冊のゆりちかへ 田島 安江／[著] 幻冬舎

72 ゼンリン住宅地図佐賀県神埼郡吉野ケ里町 ゼンリン

73
ゼンリン住宅地図佐賀県杵島郡大町町
江北町

ゼンリン
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