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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 下野誌
特定非営利活動法人
下野宣揚会 理事池尻
有三郎／著

特定非営利活動法人
下野宣揚会 理事池尻
有三郎

2 佐賀藩築地反射炉と鉄製砲 前田達男／著
吉川弘文館『日本歴
史』抜刷り

3
日本で最初に実用化された佐賀藩反
射炉とその改良

前田達男／著 『金属』抜刷り

4 産業考古学 第157号 産業考古学会／編 産業考古学会

5 江戸長崎文庫 龍船堂／編 龍船堂 １

6 西日本 織物の民俗誌 後藤為義／著 葦書房

7
雲仙岳寛政四年噴火・島原大変史料
集

千葉大学大学院理学
研究院 津久井雅志／
著

千葉大学大学院理学研
究院 津久井雅志

8 「邪馬壹国女王都」を計測する 橋本吉治／著 橋本吉治

9 古九谷の里＝ヤンベタ 山口時一郎／著
弘報印刷株式会社出版
センター

10 雲井の余所 村山りおん／著 作品社

11 週刊甲子園の夏 朝日新聞社／編 朝日新聞社 vol.03

12 週刊朝日増刊号　甲子園 朝日新聞社／編 朝日新聞社

13 小城藩日記の世界
佐賀大学地域学歴史
文化研究センター／
編

佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

14 「鬼島津」が遺したもの
佐賀県立名護屋城博
物館／編

佐賀県立名護屋城博物
館

15 年報
佐賀県立宇宙科学館
／編

佐賀県立宇宙科学館 令和元年度

16 佐賀県立宇宙科学館調査研究書
佐賀県立宇宙科学館
／編

佐賀県立宇宙科学館 第13号

17 THIS IS SAGA 佐賀県立博物館／編 佐賀県立博物館 令和2年度

18 長崎関係史料選集 長崎史学習会／編 長崎史学習会 第5集

19 長崎関係史料選集 長崎史学習会／編 長崎史学習会 第6集

20
佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書
幕末佐賀藩 三重津海軍所跡Ⅵ

佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会 第11集
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21 フッ化物洗口 ５０年のあゆみ
ＮＰＯ法人 日本フッ
化物むし歯予防協会
／編

フッ化物洗口５０周年
記念誌実行委員会

22 佐歯百年
佐賀県歯科医師会／
編

佐賀県歯科医師会

23 業務報告書
佐賀県林業試験場／
編

佐賀県林業試験場 令和元年度

24 佐賀県産業廃棄物実態調査報告書
佐賀県県民環境部循
環型社会推進課／編

佐賀県県民環境部循環
型社会推進課

令和元年度

25 佐賀県統計年鑑
佐賀県総務部統計分
析課／編

佐賀県総務部統計分析
課

令和元年版

26 薬務行政概要
佐賀県健康福祉部薬
務課／編

佐賀県健康福祉部薬務
課

令和2年版

27 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.659

28 もっと知りたいやきもの 柏木麻里／著 東京美術

29 古地図で楽しむ長崎 大平晃久／編著 風媒社

30 語り合う〈良知〉たち 小路口聡／編 研文出版

31 種痘という<衛生> 香西豊子／著 東京大学出版会

32 青年藩主鍋島直正 伊藤昭弘／著
佐賀大学地域学歴史文
化研究センター

33 イノベーションを生む“改善” 岩尾俊兵／著 有斐閣

34 日本宗教史 吉川弘文館 4

35 民芸の意味 式場隆三郎／著 書肆心水

36 MEMORY 螺旋の記憶 吉田恭教／著 南雲堂

37 47都道府県・名門 名家百科 森岡 浩／著 丸善出版

38 旅する日曜美術館 NHK「日曜美術館」制作班／編 NHK出版

39 古地図で読み解く江戸東京地形の謎 芳賀ひらく／著 二見書房

40 九州王朝の盛衰と天武天皇 河村日下／著 ミネルヴァ書房
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41 0から学ぶ「日本史」講義 出口治明／著 文藝春秋
戦国・江戸

篇

42 新日本考古学辞典 江坂輝彌／編 ニューサイエンス社

43 江戸のスポーツ歴史事典 谷釜尋徳／著 柏書房

44 百年前のパンデミックと皇室 小田部雄次／著 敬文舎

45
社寺会堂から探る江戸東京の精神文
化

中島隆博 他／編 勁草書房

46 入門埋蔵文化財と考古学 水ノ江和同／著 同成社

47 見えないスポーツ図鑑 伊藤亜紗 他／著 晶文社

48
ふるさとの思い出写真集明治大正昭
和　鳥栖

篠原真／編 国書刊行会

49
ふるさとの思い出写真集明治大正昭
和　唐津

富岡行昌／編 国書刊行会

50
ふるさとの想い出写真集明治大正昭
和　伊万里

伊万里市郷土研究会
／編

国書刊行会

51
ふるさとの想い出写真集明治大正昭
和　武雄

中島平一／編 国書刊行会

52 郷土史大系 阿部猛 他／監修 朝倉書店 [3]

53 青山二郎　物は一眼人は一口 田野 勲／著 ミネルヴァ書房

54 朱色の命 長野 修／著 論創社

55 近代建築史の陰に 杉山英男／著 海青社 上

56 近代建築史の陰に 杉山英男／著 海青社 下
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57 絶品・日本の歴史建築 磯達雄 他／著 日経BP日本経済新聞 西日本編

58 ゼンリン住宅地図　大町町・江北町 （株）ゼンリン （株）ゼンリン

59 ゼンリン住宅地図　鳥栖市・基山町 （株）ゼンリン （株）ゼンリン

60 ゼンリン住宅地図　武雄市 （株）ゼンリン （株）ゼンリン 2

61 ゼンリン住宅地図　吉野ケ里町 （株）ゼンリン （株）ゼンリン

62 ゼンリン住宅地図　伊万里市 （株）ゼンリン （株）ゼンリン

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＞


