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№ 図 書 名 著・編者 出 版 者 巻 次

1 白濵光男追悼歌集　ひまわりの声 白濵富士夫／編 白濵富士夫

2 唐津城跡本丸 石垣修理工事報告書 １ 唐津市教育委員会／編 唐津市教育委員会

3 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180集

4 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188集

5 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189集

6 神埼市史 神埼市教育委員会市史編纂室／編 神埼市 第1巻

7 神埼市史 神埼市教育委員会市史編纂室／編 神埼市 第2巻

8 神埼市史 神埼市教育委員会市史編纂室／編 神埼市 第3巻

9
東京大学史料編纂所研究成果報告
「近世統一政権の成立と天下普請の展開」

及川亘／著 及川亘

10 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.666

11
令和３年度「佐賀県『食』と『農』の振興計画2019」
実施状況報告

佐賀県 佐賀県

12 鉄道・運輸機構だより（2022夏） 鉄道・運輸機構 鉄道・運輸機構 №74

13 戦傷病克服体験記録 財団法人 日本傷痍軍人会／編 財団法人 日本傷痍軍人会

14 戦傷病者等労苦調査事業報告書 財団法人 日本傷痍軍人会／編 財団法人 日本傷痍軍人会

15 馬渡島における社会と文化の変容 渡邊秀一／著 渡邊秀一

16 白鷺　第二期 白鷺短歌会／編 白鷺短歌会 　第20号

17 子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会／編 親子読書地域文庫全国連絡会 No.454

18 士族反乱における国事犯家族の政治的位置 山下春菜／著 山下春菜

19 飛翔 佐賀県人事委員会／編 佐賀県人事委員会 令和3年度

20 旧唐津銀行と辰野金吾 唐津市観光文化施設課／編 唐津市観光文化施設課

21 “やちまた”の偉人 前山清一郎　　 八街市教育委員会／編 八街市教育委員会

22 佐賀の犯罪 佐賀県警察本部刑事部刑事企画課／編 佐賀県警察本部 令和3年

23 天然痘との闘い 青木歳幸＋Ｗ・ミヒェル／編 岩田書院 3

24 斯文 公益財団法人 斯文会／編 公益財団法人 斯文会 第137号

25 肥前名護屋、煌めく 佐賀県立名護屋城博物館／編 佐賀県立名護屋城博物館

26 発掘でよみがえる久留米城下町展 久留米市市民文化部文化財保護課／編 久留米市

27 詩誌　扉 扉の会／編 扉の会 第28号

28 九州考古学論考 西谷 正／編 海鳥社

29 奇跡のミシン 清水有生／著 双葉社

30 カレーの時間 寺地はるな／著 実業之日本社

31 年鑑 日本の広告写真 日本広告写真家協会／監修 玄光社 2022年

32 四面の阿修羅 吉田恭教／著 南雲堂

33 発掘された日本列島 文化庁／編 共同通信社
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34 PTGと心の健康 近藤 卓／著 金子書房

35 消えた帝国 満州の100人 太平洋戦争研究会／著 ビジネス社

36 開放系の建築環境デザイン
末光弘和・末光陽子、九州大学大学院 末光研究室
／著

学芸出版社

37 海に火輪を －岩倉使節団山口尚芳をしってますか－ 川副義敦・近藤貴子／著 佐賀新聞社

38 江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか 桜庭由紀子／著 笠間書院

39 高田保馬自伝「私の追憶」
高田保馬／著
吉野浩司・牧野邦昭／編

佐賀新聞社

40 ゾンビランドサガ外伝 ザ・ファースト・ゾンビィ １ 深川可純／著 集英社

41 ゾンビランドサガ外伝 ザ・ファースト・ゾンビィ ２ 深川可純／著 集英社

42 地域包括ケアシステムの深化と医療が支えるまちづくり 田中滋／監修、田城孝雄／編、内田要／編 東京大学出版会

43 キングダム 原 泰久／著 集英社 第65号

44 1873年 ウィーン万国博覧会 ペーター・パンツァー、沓澤宣賢、宮田奈奈／編 思文閣出版

45 遠山景晋　（人物叢書 313） 藤田覚／著 吉川弘文館

46 東京の名駅舎 大内田史郎／著、傍島利浩／写真 草思社

47 労働法（第9版） 水町勇一郎／著 有斐閣

48 李 垠 －李氏朝鮮最後の王－ 李 建志／著 作品社 第３巻

49 肥前磁器の意匠研究 松浦里彩／著 同成社

50 中近世陶磁器の考古学 佐々木達夫 ／編著 雄山閣 第16巻

51 「民」を重んじた思想家 神田孝平 南森茂太／著 九州大学出版会

52 天皇家の恋愛 森 暢平／著 中央公論新社

53 県境マニアと行く ぐるっとふしぎ県境ツアー 田仕雅淑／著 技術評論社

54 日清・日露戦史の真実 渡辺延志／著 筑摩書房

55 縄文人と弥生人 坂野 徹／著 中央公論新社

56 桃川誌（『肥前歴史叢書』10） 原口静雄／著 芸文堂

57 文禄・慶長役における被擄人の研究 内藤雋輔／著 東京大学出版会

58 米騒動の研究 井上 清・渡辺 徹 ／編 有斐閣 第１巻

59 米騒動の研究 井上 清・渡辺 徹 ／編 有斐閣 第２巻

60 米騒動の研究 井上 清・渡辺 徹 ／編 有斐閣 第３巻

61 米騒動の研究 井上 清・渡辺 徹 ／編 有斐閣 第４巻

62 米騒動の研究 井上 清・渡辺 徹 ／編 有斐閣 第５巻


