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№ 図 書 名 著・編者 出 版 者 巻 次

1 葉隠<武士道>の史的研究 谷口眞子／著 吉川弘文館

2 日本歴史 吉川弘文館／編 吉川弘文館 第891号

3 宗谷真爾文学への道程 古賀侊夫／著 野田文学会

4 い肝ばい肝! 田中留奈／著 ＮＰＯ法人クレブスサポート

5 太宰府市公文書館紀要 太宰府市公文書館／編 太宰府市公文書館 第16号

6 診療のご案内 佐賀県医療センター好生館／編 佐賀県医療センター好生館 令和4年度版

7 好生館　パンフレット 佐賀県医療センター好生館／編 佐賀県医療センター好生館　

8 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.665

9 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 令和3年中

10 低平地研究 低平地研究会／編 低平地研究会 No.31 July

11 業務年報 佐賀県茶業試験場／編 佐賀県茶業試験場 令和3年度

12 業務報告書 佐賀県窯業技術センター／編 佐賀県窯業技術センター 令和3年度

13 研究報告書・支援事業報告書 佐賀県窯業技術センター／編 佐賀県窯業技術センター 令和3年度

14 事業年報 佐賀整肢学園こども発達医療センター／編 佐賀整肢学園こども発達医療センター 令和3年度

15 綺羅、星の如く 佐賀県立名護屋城博物館／編 佐賀県立名護屋城博物館

16 唐津市の教育 唐津市教育委員会／編 唐津市教育委員会 令和4年度

17 松浦党研究 松浦党研究連合会／編 松浦党研究連合会 第45号

18 佐賀県伝承芸能祭記録集 佐賀県地域交流部文化課／編 佐賀県地域交流部文化課 第3回

19 佐賀県議会の概要 佐賀県議会事務局／編 佐賀県議会事務局 令和4年6月

20 道路現況表 佐賀県県土整備部道路課／編 佐賀県県土整備部道路課 令和2年度

21 業務年報 佐賀県畜産試験場／編 佐賀県畜産試験場 令和3年度

22 西上総文化会報 西上総文化会／編 西上総文化会 第82号

23 湯か里 武雄歴史研究会／編 武雄歴史研究会 第75号

24 閑谷学校研究 閑谷学校研究委員会編集委員会／編 特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会 第26号

25 日本芸術院美術展 佐賀新聞社／編 佐賀新聞社

26 私たちのくらしと税 佐賀県租税教育推進協議会／編 佐賀県租税教育推進協議会 令和4年度版

27 佐賀県立産業技術学院パンフレット 佐賀県立産業技術学院／編 佐賀県立産業技術学院

28 近世藩立医育施設の研究 鈴木友和／著 思文閣出版

29 天龍道人の漢詩略解 松尾和義／著 松尾和義

30 ドキュメンタリー　明治百年 ＮＨＫ特別取材班／編 日本放送出版協会

31 佐賀県のすがた　２０２２ 佐賀県政策部統計分析課／編 佐賀県政策部統計分析課

32 佐賀市統計データ 佐賀市総務部総務法制課／編 佐賀市総務部総務法制課 令和3年版

33 キングダム　伍 原泰久／著 東宝株式会社

34 業務年報 佐賀県農業技術防除センター／編 佐賀県農業技術防除センター 令和3年度

35 佐賀県・長崎県のバス時刻表 ライブラリー のりあいアーカイブス／編 のりあいアーカイブス

36 第一次世界大戦研究序説 坂井一実／著 洋学堂書店　小宮博康

37 佐賀藩蘭学者の研究 西留いずみ／著 西留いずみ

38 戦国・織豊期の地域社会と城下町 西国編 仁木 宏／編著 戎光祥出版

39 体系講義対象関係論 松木邦裕／著 岩崎学術出版社 上

40 体系講義対象関係論 松木邦裕／著 岩崎学術出版社 下
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2頁41 日本の総理大臣大全 八幡和郎／著 プレジデント社

42 オンライン授業を考える 山田智久・伊藤秀明／編 くろしお出版

43 戊辰戦争と草莽の志士 高木俊輔／著 吉川弘文館

44 タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな／著 文藝春秋

45 西郷隆盛と大久保利通の明治維新 鈴木荘一／著 さくら社

46 古代万葉の歳時記 東 茂美／著 海鳥社

47 筑紫と南島 吉村武彦 他／編 KADOKAWA

48 濃尾地方の古墳時代 藤井康隆／著 東京堂出版

49 狩野探幽・山雪 山下善也／著 ミネルヴァ書房

50 装飾古墳ガイドブック　九州の古墳 柳沢一男／著 新泉社

51 山田全自動の日本文学でござる 山田全自動／著 辰巳出版

52 クルマでふらりと道の駅 浅井佑一／著 雷鳥社

53 江戸幕府の北方防衛 中村恵子／著 ハート出版

54 中古を買って、リノベーション。 谷島香奈子／著 東洋出版

55 強く、優しく　古賀稔彦の言葉 産業編集センター／編 産業編集センター

56
アロハの島で寺めぐり マウカマカイの細道（ハ
ワイ島編）

小川はつこ・小川隆平／著 東銀座出版社

57 チンギス紀  陽炎 北方謙三／著 集英社 13

58 教科書には載っていない維新直後の日本 安藤優一郎／著 彩図社

59 日本の暮らしと信仰　365日 渋谷申博／著 G.B.

60 キングダム 原 泰久／著 集英社 64

61
古代に真実を求めて 古代史学論集 第25集　古
代史の争点

古田史学の会／編 明石書店

62 日本近代社会史　社会集団と市場から読み解く 松沢裕作／著 有斐閣

63
縄文人は海を越えたか？　「文化圏と言葉」の
境界を探訪する

水ノ江和同／著 朝日新聞出版

64 大隈重信と早稲田文学 渡邉義浩／著 早稲田大学出版部

65 維新の政治改革と思想 伊藤之雄／編著 ミネルヴァ書房

66 列車で行こう　JR全路線図鑑 櫻井 寛／写真・文 世界文化社

67 九州戦国城郭史　大名・国衆たちの築城記 岡寺 良／著 吉川弘文館

68 神になった武士 高野信治／著 吉川弘文館

69 図説 近世城郭の作事　櫓・城門 編 三浦正幸／著 原書房

70 日本の合戦解剖図鑑
本郷和人／監修
かみゆ歴史編集部／編

エクスナレッジ

71 よくわかる地域社会学-干潟がつくる農的世界- 山本 努／著 ミネルヴァ書房

72 御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室／編 学研プラス（発売）

73 日本一短い手紙 「こころ」 丸岡文化財団／編集 中央経済グループパブリッシング（発売）

74 ブルーマップ佐賀市１[南部　諸富] ゼンリン／編 ゼンリン

75 ブルーマップ佐賀市２[北部] ゼンリン／編 ゼンリン


