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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 肥前名護屋城と「天下人」秀吉の城
佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

2 高橋是清と辰野金吾
佐賀県立名護屋城博物
館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

3 詳説　幕末維新記念館
肥前さが幕末維新博推
進協議会

4 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会
／編

みやき町教育委員会 第１１集

5 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会
／編

みやき町教育委員会 第１６集

6 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会
／編

みやき町教育委員会 第１７集

7 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会
／編

みやき町教育委員会 第１８集

8 みやき町文化財調査報告書
みやき町教育委員会
／編

みやき町教育委員会 第１９集

9 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１７６集

10 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１７７集

11 三重県史 三重県／編 三重県
資料編中世3
中

12 三重県史 三重県／編 三重県
資料編中世3
下

13 『三重県史』資料編中世3補遺 三重県／編 三重県 別冊

14 飛翔
佐賀県人事委員会／
編

佐賀県人事委員会 平成２９年度

15 第２次嬉野市総合計画
嬉野市役所総務企画部
企画政策課／編

嬉野市

16 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４２回

17 佐賀県看護協会創立７０周年記念誌 佐賀県看護協会／編 佐賀県看護協会

18 唐津城大解剖
唐津市教育委員会／
編

文化財石垣保存技術協
議会

19 グググッ！！グリコ展 佐賀県立美術館／編 グリコ展実行委員会

20 業務年報
佐賀県農業技術防除セン
ター病害虫防除部／編

佐賀県農業技術防除セ
ンター病害虫防除部

平成２９年度

21 明治維新１５０年記念展　幕末明治　有田の豪商
佐賀県立九州陶磁文化館
／編

佐賀県立九州陶磁文化
館

22 そろそろ本当の忍者の話をしよう 佐藤強志／著 ギャンビット
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23 白鷺　第二期　第１２号 白鷺短歌会 No.１２

24 残照の波濤 牛尾 日秀／著 みずすまし舎

25 Les vertes annees 中島潔／著 創造教育センター

26 小原嘉登次 吉儀　利彦／著 西日本新聞社

27 清和 佐賀清和学園／編 佐賀清和学園 ６４号

28 松隈楽山書画集 松隈義人

29
緑が多く　水がある　明るいまちづ
くり

R-DESIGN／編
兵庫北土地区画整理組
合

30 好きです九州 財界九州社 限定版

31 佐賀信用金庫５０年誌 佐賀信用金庫

32 陶磁物語り　葉山有樹展 葉山 有樹／[作]

33 江楠学園創立５０周年記念誌
江楠学園５０周年記念
事業実行委員会

34
佐賀市議会議員在籍２２年　HISAO
FUKUI

福井久男

35 兵庫北　歴史発見伝！
江戸時代編＜
その１＞

36 新聞で見る三十年のあゆみ
佐賀西部コロニー／
編

佐賀西部コロニー

37 清和 佐賀清和学園 ７６号

38 朝鮮通信使の道 仁位孝雄／編著 杉屋書店

39 テニスのある風景 河村　健太郎／著
グラスコート佐賀テニ
スクラブ

40 諫早湾干拓と有明海のノリ不作 中島哲生／著

41 地球市民の会設立３０周年記念誌 地球市民の会／編 地球市民の会

42 米寿記念　人間国宝　井上萬二展 佐賀玉屋

43 歩み
佐賀大学農学部植物保
護学ひしの実会

44 創立50周年記念誌 佐賀ロータリークラブ 1953～2003

45 人間国宝　中島宏展 佐賀玉屋
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46
国重要文化財「武雄温泉新館・楼
門」創建100周年記念誌

武雄温泉楼門100周年実
行委員会

47
武陵　校舎改築落成・創立90周年記
念誌

佐賀県立武雄高等学
校／編

佐賀県立武雄高等学校

48 〔佐賀県議会〕記念写真帳 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局
平成１５年３
月

49 〔佐賀県議会〕記念写真帳
佐賀県議会事務局／
編

佐賀県議会事務局 平成７年３月

50 〔佐賀県議会〕記念写真帳 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 平成３年３月

51 〔佐賀県議会〕記念写真帳
佐賀県議会事務局／
編

佐賀県議会事務局
昭和６２年３
月

52 現代陶芸の系譜 乾由明／著 用美社

53 十番亭雑記 清水一智／著 文芸春秋企画出版部

54 実例　式辞挨拶演説集 大平充夫／編著 東京法令出版

55
現代にタイムスリップした佐賀七賢
人の平成維新

佐賀県総務部市町村課

56 財団30年のあゆみ 原田記念財団

57 創立50周年記念誌
佐賀県機械金属工業
会連合会／編

佐賀県機械金属工業会
連合会

58 卒業文集
佐賀県長寿社会振興財
団

平成十三年度
（第十回）

59
佐賀空港とその将来を考えるシンポ
ジウム

佐賀空港振興協議会
／編

佐賀空港振興協議会

60 天空釉彩 日動画廊

61 新しい道を求めて 杉森甫／著 杉森甫

62 探訪 日本の城
日本アートセンター
／編

小学館 10

63 水平線 浜園　重義／著 古賀英語・空手道場

64 父母を想う 保利耕輔／著

65 新聞にみる岸本敏 酒井　民雄／編・著 岸本組

66 北京に集う 直野正／編 清香奨学会

67 ”にあんちゃんの里”記念碑
「にあんちゃんの里」
記念碑建設世話人会

68 NIANーCHAN 安本 末子／[著]
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69 四耐 聖医会　藤川病院

70 遠い日　近い日 古川 貞二郎／著

71
ブラジル佐賀県人会創立５０周年記
念誌

ブラジル佐賀県文化協
会

72 人間国宝　十四代柿右衛門展 佐賀玉屋

73 江戸300藩殿様のその後 中山 良昭／著 朝日新聞社

74 熱い心を伝えたい 坂井たかのり／著 坂井たかのり 第１集

75 トルコ訪問記 佐賀県／編 佐賀県

76 保利茂 岸井成格／編 保利茂生誕100年の会

77 香月義人追憶誌 香月末男／編 秦野高速印刷

78 武士道その名誉の掟 笠谷 和比古／著 教育出版

79 生かされて　生かす心 岡崎幹生雄／編 前田政雄

80 武陵 武陵編集委員会／編 佐賀県立武雄高等学校

81 母の匂い 牛尾 日秀／著 みずすまし舎

82 南米の旅レポート 井本勇／著

83 東独の旅レポート 井本勇／著

84 茶道具名品展図録
『鎮西町なごや茶会
展』実行委員会

85 いつか歩いた道 冨田徳義／著 冨田徳義

86 佐賀県の課題と展望 篠田憲明／編 内外情勢調査会

87 出会い 酒井民雄／編 古賀商事

88 武士道入門 河出書房新社

89 回想二十五年 保利耕輔／著
衆議院議員　保利耕輔
事務所

1979～2004年

90 歴代知事三〇〇人 八幡 和郎／著 光文社

91 生きて明日なく 笹沢 左保／著 東京文芸社
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92 暮らしの中から分権を 貝原　俊民／著 兵庫ジャーナル社

93 円卓抄 浜崎文太郎／著 浜崎整形外科医院

94 こころのメモリー 潮谷愛一／文 潮谷愛一

95
Candle　in the　wind  風の中の火
のように

田中路子／著 JDC

96 天皇さまが泣いてござった 調寛雅／著 教育社

97 遠い日 古川 貞二郎／著

98 昭和天皇をお偲びして 末次 一郎／著 展転社

99 教職一筋三八年間で学んだこと 松下武志／著 文芸社

100 選挙干渉と立憲政治 末木 孝典／著 慶應義塾大学出版会

101 サービス経済の拡大と未来社会 飯盛 信男／著 桜井書店

102 「儲かる会社」へ27の掟 久原 正和／著 文芸社

103 「同一労働同一賃金」のすべて 水町 勇一郎／著 有斐閣

104 キングダム 原 泰久／著 集英社 51

105 あの夏
朝日新聞スポーツ部
／編

朝日新聞出版 上

106 あの夏
朝日新聞スポーツ部
／編

朝日新聞出版 下

107 私の高校野球 西谷 浩一／[ほか著] 報知新聞社

108 九州文学 波佐間　義之／編 波佐間　義之
第七期　第40号
（通巻563号）

109 九州文学 波佐間　義之／編 波佐間　義之
第七期　第42号
（通巻565号）

110 ねむらない樹 書肆侃侃房
vol.1(2018su
mmer)

111 たとえ朝が来ても 北方 謙三／著 角川春樹事務所

112 遠く空は晴れても 北方 謙三／著 角川春樹事務所

113 ゼンリン住宅地図佐賀県伊万里市 ゼンリン
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