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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 霊峰英彦山 九州歴史資料館／編 九州歴史資料館

2 古文書研究 日本古文書学会／編 日本古文書学会 第83号

3 「多久家有之候書類」について 中村　知裕／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

4 週刊　ビジュアル　戦国王
ハーパーコリンズ・
ジャパン

63

5 戦国史研究 戦国史研究会／編 戦国史研究会 第64号

6 東名遺跡のすべて　 佐賀市教育委員会 改訂版

7 鹿島市文化財調査報告書 鹿島市教育委員会／編 鹿島市教育委員会 第２０集

8 第二次みやき町総合計画 みやき町企画調整課／編 みやき町

9 第二次みやき町総合計画　ダイジェスト版 みやき町企画調整課／編 みやき町

10 障害者ハンドブック
佐賀県健康福祉部
障害福祉課／編

佐賀県健康福祉部
障害福祉課

平成２９年度版

11 筑後川の流れとともに 筑後川改修期成同盟会

12 会誌　ACADEMIA 全国日本学士会 no.162

13
六角川河口堰関連底質・底生生物
調査報告書

六角川河口堰漁業影響
調査専門委員会

昭和６０年度

14 建築家の多様 内田 祥哉／著 建築ジャーナル

15
玄海原子力発電所の運転状況及び
周辺環境調査結果（季報）

佐賀県県民環境部
原子力安全対策課／
編

佐賀県県民環境部
原子力安全対策課

平成２９年
１月～３月

16
玄海原子力発電所の運転状況及び
周辺環境調査結果（年報）

佐賀県県民環境部
原子力安全対策課／編

佐賀県県民環境部
原子力安全対策課

平成２８年度

17
佐賀縣農業講習所講習生研究
調査成績集

佐賀縣農業講習所三余
會研究部

昭和２６年度

18 業務年報 佐賀県農業試験場／編 佐賀県農業試験場
昭和３４年度
（１９５９年）

19 硝酸系化成肥料肥効試験成績（本田・苗代） 佐賀県農業試験場 昭和４３年度

20 土地利用動向調査
佐賀県県土づくり
本部／編

佐賀県県土づくり本部 平成２８年度

21 大規模増殖場開発事業調査報告書 佐賀県有明水産試験場

22 筑後川水系関連漁業調査報告 佐賀県
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23 交通さが
佐賀県警察本部
交通企画課

佐賀県警察本部 平成２８年

24 交通さが（概要版）
佐賀県警察本部
交通企画課

佐賀県警察本部 平成２８年

25 佐賀美術協会の１００年 佐賀美術協会／編 佐賀美術協会

26
第１００回記念　佐賀美術協会作品
集　２０１７

１００回記念実行委員
会作品集班／編

佐賀美術協会

27 西行学 西行学編集委員会／編 西行学会 第8号

28 白鷺　第二期　第１０号 白鷺短歌会 No.１０

29 詩誌　扉 扉の会／編 扉の会 第２２号

30 ママ、怒らないで。 斎藤 裕／著 風鳴舎

31
これでスッキリ　邪馬台国
卑弥呼は吉野ヶ里の宮室にいた

けくり　かずお／著 文芸社

32 とことん　孫正義物語 井上 篤夫／文 フレーベル館

33 東芝の祖からくり儀右衛門 林 洋海／著 現代書館

34 notte‐mite 福岡・長崎 昭文社

35 佐賀県の山 内田 益充／著 山と溪谷社

36 ゼンリン住宅地図佐賀県佐賀市 ゼンリン
3 大和 富士
三瀬

37 ゼンリン住宅地図佐賀県佐賀市 ゼンリン
4 川副 東与賀
久保田

38 中央公論 中央公論社 ２０１７　７月号

39 孫正義300年王国への野望 杉本 貴司／著 日本経済新聞出版社

40 電力改革の争点 熊本 一規／著 緑風出版

41 キングダム 原 泰久／著 集英社 47

42 USUI KOIMARI COLLECTION 碓井 文夫／著 西日本新聞社

43 一日に一字学べば… 桐竹 勘十郎／著 コミニケ出版

44 人間、やっぱり情でんなぁ 竹本 住大夫／著 文藝春秋
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45 佐賀北の夏 中村 計／著 集英社

46 １月から12月　あなたの誕生を祝う詩 高森保／著 コールサック社

47 読みがたり佐賀のむかし話
佐賀県小学校教育研究
会国語部会／編

日本標準

48 黙約 北方 謙三／著 角川春樹事務所

49
九州さが大衆文学賞大賞・笹沢左保
賞受賞作品集

九州さが大衆文学賞
委員会／編

九州さが大衆文学賞委員会 ２３～２４回

50 女妖の街 前田 珠子／著 集英社

51 静かな隣人 寺井 順一／著 長崎新聞社

52 鬼を纏う魔女 吉田 恭教／著 南雲堂

53 ５萬分の１地質図幅　伊万里 今井功／著 工業技術院地質調査所

54 ５萬分の１地質図幅　唐津 小林勇／著 工業技術院地質調査所

55 ５萬分の１地質図幅　呼子 小林勇／著 工業技術院地質調査所

56 佐賀地域の地質 下山　正一／著
産業技術総合研究所
地質調査総合センター

57 村野藤吾とクライアント
京都工芸繊維大学美術
工芸資料館／編

国書刊行会

58 講座方言学 飯豊　毅一／〔ほか〕編 国書刊行会
９　九州地方
の方言
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