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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 札幌を開府した島義勇解任と梟首の謎 河原崎 暢
北海道出版企画セン
ター

2 ふたり 白石すみほ 白石元秀 第27号

3 北日本汽船航海記　別冊資料編 山口 進 株式会社コアテック

4 金立水曜登山会会報（山なみの詩） 金立水曜登山会 金立水曜登山会 第21号

5 佐賀の植物 佐賀植物友の会 佐賀植物友の会 №57

6 黄檗文華 黄檗文華研究所 黄檗山萬福寺文華殿 第139号

7
そうだったんだ！　有田内山　まるわ
かり

有田町教育委員会文化
財課・有田町歴史民俗
資料館

有田町教育委員会文化
財課・有田町歴史民俗
資料館

8 歌垣 白石町教育委員会 白石町教育委員会 第22回

9 マンガで読む儒学者・安積艮斎 安藤智重 文芸社

10 心魂 野崎隆幸 Bee出版

11 道の景観　長崎街道 森塚良郎 森塚良郎

12
ゾンビランドサガ　リベンジ　
SPECIAL FAN

株式会社 MAPPA 株式会社 MAPPA

13 御製集 平成
佐賀県神社庁長　徳久
俊彦

佐賀県神社庁

14
佐賀県産蜻蛉文献・種別目録（1919－
2018）

𠮷田喜美明 佐賀昆虫同好会

15 白鷺　第二期　第１9号 白水敦子 白鷺短歌会 №19

16 複眼 こうず まさみ 佐賀県詩人会議 №87

17 千葉一族の歴史 鈴木佐 戎光祥出版

18 南北朝武将列伝 北朝編 亀田俊和・杉山一弥 戎光祥出版

19
発掘された日本列島 調査研究最前線
2021

文化庁 共同通信社

20 ガラスの海を渡る舟 寺地はるな PHP研究所

21 水を縫う 寺地はるな 集英社

22 韓国の歴史 水野俊平 河出書房新社

23 明暦の大火 岩本馨 吉川弘文館

24 思想をよむ、人をよむ、時代をよむ 石川九楊 ミネルヴァ書房

25 天然痘との闘い 青木歳幸・Wミヒャエル 岩田書院 2

26 あなたがのこしてくれたもの 364 CHICORA　BOOKS

27 縄文語の発見 小泉保 青土社

28 もっと知りたい 柳宗悦と民藝運動 杉山享司 （株）東京美術

29 公共施設別公民連携ハンドブック
民間資金等活用事業推
進機構

中央経済社 中央経済グ
ループパブリッシング

30 戦前日本のマーケティング 野村比加留 筑波書房
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31 声の在りか 寺地はるな KADOKAWA

32
日本人物レファレンス事典　武術・体
育・スポーツ編

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

33
近世蝦夷地の地域情報  日本北方地図
史再考

米家志乃布 法政大学出版局

34 野菜価格安定制度と野菜産地の進展 農畜産業振興機構 農林統計出版

35 アイデア資本主義 大川内直子 実業之日本社

36
田中久重と技術　日本の伝記 知のパ
イオニア

河本信雄 玉川大学出版部

37 復元模型で見る日本の歴史 坂井秀弥 山川出版社

38 日蓮と蒙古襲来 川添昭二 清水書院

39 長崎丸山遊郭 赤瀬浩 講談社現代新書

40 墓からみた近世社会 松原典明 雄山閣

41 史書を旅する 読売新聞文化部 中央公論社

42 近代日本洋画史再考 高山百合 九州大学出版会

43 東京2020オリンピック 公式記録集 KADOKAWA KADOKAWA

44 燦々と香るナイルにあの世でも 相良嘉美 中央公論事業出版

45 中世武家領主の世界 田中大喜 勉誠出版

46 松浦武四郎 近世蝦夷人物誌 高木崇世芝
北海道出版企画セン
ター

47 酔鯨山内容堂の軌跡 家近良樹 講談社現代新書

48 遊郭と日本人 田中優子 講談社現代新書

49 近世大名墓の考古学 松原典明 勉誠出版

50 47都道府県 伝統工芸百科 関根由子他 丸善出版

51 日本近代建築人名総覧 堀勇良 中央公論新社

52 地域創成マーケティング 西村順二他
中央経済社 中央経済グ
ループパブリッシング

53
遊撃する中小企業 福岡・佐賀・長崎 
注目の企業15社

九州北部信用金庫協会 梓書院

54 神社の成立と展開 白山芳太郎 富山房企画

55 第四代福岡県令渡邉清 後藤恵之輔 海鳥社

56 交隣とアジア 岡本隆司 名古屋大学出版会

57 学習成果の可視化と内部質保証 山田礼子・木村拓也 玉川大学出版部

58 宮廷のデザイン 八條忠基 平凡社

59 李王家の縁談 林真理子 文藝春秋

60 海の武士団 黒嶋敏 吉川弘文館

61 日本社会主義思想史序説 大田英昭 日本評論社

62 来世の記憶 鍋島佐賀藩の奇跡 東圭一 佐賀新聞社

佐賀県立図書館「郷土資料室の新着資料」のページ＜https://www.tosyo-saga.jp/?page_id=129＞



2022年2月　佐賀県立図書館　郷土資料室　新着資料一覧 3/3

63 熊本藩からみた日本近世 今村直樹他 吉川弘文館

64 洋学史研究事典 青木歳幸他 思文閣出版

65
ワークライフバランス時代における社
会教育

日本社会教育学会 東洋館出版社

66 チンギス紀　１２　　不羈（ふき） 北方謙三 集英社

67 対外交流史　新体系日本史 ５ 村井章介・荒野泰典 山川出版社

68 １９世紀のオランダ商館 松方冬子他 東京大学出版会

69
セーラー服の誕生　女子校制服の近代
史

刑部芳則 法政大学出版局

70 佐賀のトリセツ 昭文社 昭文社

71 光吉夏弥　戦後絵本の源流 澤田精一 岩波書店

72 脇坂安治 近衛龍春 実業之日本社

73 観光を再生する 澤渡貞男 言視社

74 慶長以来 新刀辨疑　現代語訳
鎌田魚妙／著　内藤久
男／訳

里文出版

75
日本近現代建築の歴史　―明治維新か
ら現代まで―

日埜直彦 講談社選書メチエ

76
鉄道と政治　―政友会・自民党の利益
誘導から地方の自立へ―

佐藤信之 中公新書

77 移り棲む美術 三浦篤 名古屋大学出版会

78
近代美術雑誌叢書 ４ 美術評論　第１
巻

美術評論 ゆまに書房

79
近代美術雑誌叢書 ４ 美術評論　第２
巻

美術評論 ゆまに書房

80
近代美術雑誌叢書 ４ 美術評論　第３
巻

美術評論 ゆまに書房

81
近代美術雑誌叢書 ４ 美術評論　第４
巻

美術評論 ゆまに書房

82
近代美術雑誌叢書 ４ 美術評論　別冊
（解説・総目次・索引）

美術評論 ゆまに書房

83
近代美術雑誌叢書 ５ 龍池会報告　第
３巻

美術評論 ゆまに書房

84
近代美術雑誌叢書 ５ 龍池会報告　別
冊（解説・総目次・索引）

美術評論 ゆまに書房

85 ゼンリン住宅地図〔大和・富士・三瀬〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

86 ゼンリン住宅地図〔浜玉・七山〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

87 ゼンリン住宅地図〔武雄・山内〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

88 ゼンリン住宅地図〔牛津・芦刈〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

89 ゼンリン住宅地図〔小城・三日月〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

90 ゼンリン住宅地図〔有田町〕 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン
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