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郷土関係現代図書〔6月16日受入（寄贈）、6月29日受入（購入）〕

№ 図　書  名 著 ・ 編 者 出  版  者 巻 次

1 江戸末期、門跡寺院勧修寺と肥前諸富津 重松正道／著 重松正道

2 朝鮮漂流民の送還 重松正道／著 重松正道

3 明日の医療を考える　月刊保団連 全国保険医団体連合会／編 全国保険医団体連合会

4 縄文の食文化 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会

5 さがの遺跡を掘る 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会

6 すごいぞ！　佐賀市の古代遺跡 肥前国庁跡資料館／編 肥前国庁跡資料館

7 夜航明燈 香港海事博物館／編 香港海事博物館

8 港区立郷土歴史館常設展示図録 港区郷土歴史館／編 港区教育委員会

9 溜池跡遺跡発掘調査報告書 株式会社　四門／編 株式会社　四門

10 シンポジウム　弥生人青銅器と出会う 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会

11 講演録　辛上廃寺跡 佐賀県教育委員会／編 佐賀県教育委員会

12 企画展示　中世武士団 国立歴史民俗博物館／編 国立歴史民俗博物館

13 「往昔抄」の伝本と収録刀剣（一） 吉原弘道／著 吉原弘道

14 「往昔抄」の伝本と収録刀剣（二） 吉原弘道／著 吉原弘道

15 かいけつゾロリの さがさいこー大さくせん 原 ゆたか／著 ポプラ社

16 近世諸藩能役者由緒書集成 宮本圭造／編 野上記念法政大学能楽研究所 下

17 小早川隆景旧臣井上宗玄（景貞）と都合戦 赤井 弥／著 赤井 弥

18 重要文化財「銘尽（観智院本）」の復元とその性格 吉原弘道／著 吉原弘道

19 「銘尽（観智院本）」の収録刀工（一） 吉原弘道／著 吉原弘道

20 「銘尽（観智院本）」の収録刀工（二） 吉原弘道／著 吉原弘道

21 ふるさと勧興 ～地域と共に～ 勧興の歴史を知る会／編 勧興まちづくり協議会

22 研究紀要 佐賀女子短期大学／編 佐賀女子短期大学 第56集

23 まほろちゃんと時間旅行 未来少年（中島隆弘）／著 未来少年（中島隆弘）

24 佐賀大学経済論集 佐賀大学経済学会／編 佐賀大学経済学会 第54巻　第3号

25 全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会作文集 佐賀地方法務局・佐賀県人権擁護委員連合会／編 佐賀地方法務局 第40回

26 地域芸能と歩む 呉屋淳子・向井大策／編 公立大学法人 沖縄県立芸術大学

27 紙と鉛筆ときみ 野田里子／著 ミューズ・コーポレーション

28 業務年報 佐賀県農業試験研究センター／編 佐賀県農業試験研究センター 令和3年度

29 佐賀県立博物館・美術館調査研究書 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館／編 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館 第46集

30 有田歴史民俗資料館東館・有田焼参考館　展示ガイドブック【英語版】 有田町教育委員会／編 有田町教育委員会

31 きやぶ百景 水田哲夫／著 水田哲夫

32 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 令和3年度

33 安政東海地震における佐賀藩江戸上屋敷の被害と修復 吉岡誠也／著 吉岡誠也

34 増田敬太郎物語 唐津市肥前町高串区／編 唐津市肥前町高串区

35 九州歴史科学 九州歴史科学研究会／編 福岡大学人文学部 49



2頁36 蓮池鍋島家「科人帳」（その一） 竹森健二郎／著 竹森健二郎

37 佐藤信淵『九州紀行』と古川古松軒『西遊雑記』 重松正道／著 重松正道

38 令和３年度佐賀きのこ会年報 佐賀きのこ会／編 佐賀きのこ会

39 蒲生君平『不恤緯』の基礎的研究 小野寺崇良／著 小野寺崇良

40 佐賀大学経済論集 佐賀大学経済学会／編 佐賀大学経済学会 第54巻　第4号

41 肥前鍋島藩諸文庫漢籍総合目録 二松學舍大學東アジア学術総合研究所／編 二松學舍大學東アジア学術総合研究所

42 楽しみま書 織田独灯（織田良範）／著 織田独灯（織田良範）

43 キングダム展-信- 原 泰久／著 集英社

44 業務年報 佐賀県上場営農センター／編 佐賀県上場営農センター 令和3年度

45 観瀾 嬉野市歴史民俗資料館／編 嬉野市歴史民俗資料館 25

46 災害・復興と資料 新潟大学災害・復興科学研究所／編 新潟大学災害・復興科学研究所 第14号

47 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第31集

48 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第34集

49 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第42集

50 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第49集

51 上峰町文化財調査報告書 上峰町教育委員会／編 上峰町教育委員会 第54集

52 長崎の女たち 長崎女性史研究会／編 長崎女性史研究会 第1集

53 長崎の女たち 長崎女性史研究会／編 長崎女性史研究会 第2集

54 古代文化を考える 東アジアの古代文化を考える会 同人誌分科会／編 東アジアの古代文化を考える会 第80号

55 分類紀事大綱Ⅵ 大韓民国国史編纂委員会／編 大韓民国国史編纂委員会

56 分類紀事大綱Ⅶ 大韓民国国史編纂委員会／編 大韓民国国史編纂委員会

57 まほうのピアノ すみ絵（佐々木澄江）／作・絵 気仙沼市 東日本大震災10年復興記念事業 復興絵本作成委員会

58 佐賀県立博物館・美術館調査研究書 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館／編 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館 第45集

59 雨中の伽 佐賀ミステリファンクラブ／編 佐賀ミステリファンクラブ 第3号

60 断薬の決意 藤家寛子／著 花風社

61 全集 伝え継ぐ日本の家庭料理 　どんぶり・雑炊・おこわ 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 2

62 全集 伝え継ぐ日本の家庭料理　 野菜のおかず（春から夏） 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 9

63 全集 伝え継ぐ日本の家庭料理　 いも・豆・海藻のおかず 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 11

64 全集 伝え継ぐ日本の家庭料理　 年取りと正月の料理 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 15

65 全集 伝え継ぐ日本の家庭料理 　四季の行事食 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 16

66 人物で読み解く 日本史 365人 佐藤優／監修 新星出版社

67 倭人伝の新解釈 新邪馬台国論 坂本光久／著 パレード（発行）、星雲社（発売）

68 日本酒基本ブック ワイナート編集部／編 美術出版社

69 醸す人 東京農大魂 東京農業大学校友会／編 東京農業大学出版会

70 佐賀酒ものがたり 平尾茂／著 西日本新聞社

71 佐賀「肥前杜氏」史研究 出稼ぎ蔵男たちの足跡 小林恒夫／著 農林統計出版

72 生態人類学は挑む 病む・癒す 稲岡司／編 京都大学学術出版会

73 年表で読む近代日本の身装文化 大丸弘・高橋晴子／著 三元社



3頁74 ゆったり楽しむ　九州山歩きガイド 「月刊九州王国」編集部／著 メイツユニバーサルコンテンツ

75 星のせいにして エマ・ドナヒュー／著、吉田育未／訳 河出書房新社

76 ビジュアル図解 ニホンの神様＆神社マップ 記紀と神社をめぐる会／著 メイツユニバーサルコンテンツ

77 実践埋蔵文化財と考古学 水ノ江和同／著 同成社

78 商法の源流と解釈 高田晴仁／著 日本評論社

79 最新 新幹線事情大研究 川島令三／著 草思社

80 鉄の日本史 松井和幸／著 筑摩書房

81 図説 近世城郭の作事　天守編 三浦正幸／著 原書房

82 ヒスイと碧玉の考古学 河村好光／著 六一書房

83 日本の戦死塚　首塚・胴塚・千人塚 室井康成／著 KADOKAWA

84 歴史文化ライブラリー　九州戦国城郭史 岡寺 良／著 吉川弘文館

85 法令解釈権と条例制定権の可能性と限界 北村喜宣 他／編著 第一法規

86 地域社会のつくり方 荻野亮吾／著 勁草書房

87 ポストマスツーリズムの地域観光政策 上山 肇 他／編著 公人の友社

88 キングダム 原 泰久／著 集英社 63

89 幕末社会 須田 努／著 岩波書店


