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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 鳴滝紀要 シーボルト記念館／編 長崎市 第２８号

2 石川県九谷焼美術館　紀要
石川県九谷焼美術館／
編

石川県九谷焼美術館 第１号

3 『葉隠』の研究 種村 完司／著 九州大学出版会

4 葉隠
菅野 覚明／訳・注・
校訂

講談社 中

5 肥前佐賀藩鍋島家屋敷跡遺跡発掘調査報告書
四門　文化財事業部
／編

国家公務員共済組合連
合会

6 纒向学研究センター年報
桜井市纒向学研究セ
ンター／編

桜井市纒向学研究セン
ター

第6号(平成29
年度)

7 歴史と文学 講談社
１９７４春季
号

8 歴史と文学 講談社
１９７４夏季
号

9 幕末新聞保存版 南日本新聞社

10 佐賀藩における嘉永・安政期の歴史的意義 木原　溥幸／著

11 幕末・維新期佐賀藩の問題点 木原　溥幸／著

12 佐賀城鯱の門 池田　史郎／著 不明

13 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11集

14 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３７集

15 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３８集

16 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３９集

17 《別冊》烏ん枕１００号記念誌
伊万里市郷土研究会
／編

伊万里市郷土研究会

18 柳川の歴史
柳川市史編集委員会
／編

柳川市 1

19 佐賀県地理教材資料
佐賀県高等学校教育研
究会社会

その３～７

20 佐賀の賢人　歴史散策お楽しみ帳 佐賀市観光協会

21 ゼンリンの住宅地図　佐賀市 善隣出版社／編 善隣出版社

22 結果調
佐賀県選挙管理委員
会／編

佐賀県選挙管理委員会
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23 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２９年中

24 季刊　行政相談
全国行政相談委員連
合協議会／編

全国行政相談委員連合
協議会

No.157

25 佐賀県市町ハンドブック
佐賀県市町村振興協会
／編

佐賀県市町村振興協会
平成３０年４
月

26 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.６４９

27
平成３０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.８１３

28
平成３０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.８１４

29 小城藩刑事判決例六十二題 金田平一郎／著

30
犯罪被害者等支援のための実務ハン
ドブック

佐賀県県民環境部くら
しの安全安心課

31 くらしの安全安心のあらまし
佐賀県くらし環境本部く
らしの安全安心課／編

佐賀県くらし環境本部くら
しの安全安心課

32 佐賀県で楽しむおやこの時間
佐賀県こども未来課
／編

佐賀県こども未来課

33
佐賀ドリームライオンズクラブ結成
１５周年記念式典

佐賀ドリームライオ
ンズクラブ／編

佐賀ドリームライオン
ズクラブ

34 さがゴールドプラン21
佐賀県健康福祉部長
寿社会課／編

佐賀県健康福祉部長寿
社会課

第７期

35 洪水ハザードマップ 佐賀市消防防災課

36 地震ハザードマップ 佐賀市消防防災課

37 社会科紀要
佐賀県高等学校教育研
究会社会部会／編

佐賀県高等学校教育研
究会社会部会

昭和４２～４５
年度、４７年度

38 清和
清和高等女学校校友
会／編

清和高等女学校校友会 第壹号

39
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３０年度
前期版

40 行逢裁面の再検討 星野 岳義／著 星野岳義

41 説話・伝承学 説話・伝承学会／編 説話・伝承学会 第26号

42 佐賀海軍史　明治編 古賀　寛／著 古賀寛

43 対馬領田代売薬行商圏の成立過程 小林　肇／著 〔小林肇〕

44 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２９年度

45 さがの緑づくり方針
佐賀県農林水産部森
林整備課／編

佐賀県農林水産部森林
整備課
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46 六角川河口堰関連海況調査
六角川河口堰漁業影響
調査専門委員会

昭和６０年度

47 六角川河口堰関連海況調査
六角川河口堰漁業影響
調査専門委員会

昭和６１年度

48 六角川河口堰関連解析調査報告書
六角川河口堰漁業影響
調査検討委員会

49
六角川河口堰関連解析調査報告書
（要約）

六角川河口堰漁業影響
調査検討委員会

50
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

51 NPO木の建築
木の建築フォラム／
編

木の建築フォラム
46(2018年4
月)

52 大規模増殖場開発事業調査資料集 佐賀県有明水産試験場

53
鏡神社所蔵　重要文化財　絹本著色
楊柳観音像

国立文化財機構東京文
化財研究所

54 有田言葉 栗山愼悟／著 栗山愼悟

55 佐賀文学 佐賀文学同人会／編 佐賀文学同人会 第３５号

56 楊彝の詩軸
古田敬一・加納充
徳・久保卓哉／著

古田敬一

57 寺子屋式古文書手習い 吉田 豊／著 柏書房

58 江副浩正 馬場 マコト／著 日経BP社

59 大久保利通 河合 敦／著 徳間書店

60 大隈重信自叙伝 大隈 重信／[著] 岩波書店

61 大隈伯昔日譚 [大隈 重信／著] 東京大学出版会 1

62 大隈伯昔日譚 [大隈 重信／著] 東京大学出版会 2

63 九州山歩きガイド
「月刊九州王国」編
集部／著

メイツ出版

64 お殿様、外交官になる 熊田 忠雄／[著] 祥伝社

65 現場からみた「子どもの貧困」対策 小沢修司／編 公人の友社

66
大学初年次における日本語教育の実
践

仲道 雅輝／編 ナカニシヤ出版

67
江戸時代のハイテク・イノベーター
列伝

テクノ未来塾／編・
著

言視舎

68 江戸の科学者 新戸 雅章／著 平凡社
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69 森永製菓ヴィンテージアーカイブズ ネコパブリッシング

70 dancyu プレジデント社 MARCH　2018

71 昭和の終着駅 交通新聞社 九州篇

72
地域観光マーケティング戦略構築の
あり方

劉 明／著 くんぷる

73 キングダム 原 泰久／著 集英社 50

74 少年ジャンプが1000円になる日 大坪 ケムタ／著 コアマガジン

75 文豪たちの友情 石井 千湖／著 立東舎

76
十帖源氏 立圃自筆書入本<翻刻と解
説>

[野々口 立圃／作・
画]

笠間書院

77 聖域 北方 謙三／著 角川春樹事務所

78 ふたたびの、荒野 北方 謙三／著 角川春樹事務所

79 はじめまして、お父さん。 山本 甲士／著 双葉社

80 「五足の靴」をゆく 森 まゆみ／著 平凡社

81 ブルーマップ佐賀市１[南部　諸富] ゼンリン 201805

82 ブルーマップ佐賀市２[北部] ゼンリン 201805

83 ゼンリン住宅地図佐賀県多久市 ゼンリン 201805

84 日本庶民生活史料集成 三一書房 第10巻
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