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書 名 著・編者 出版者 巻次

1
明治維新の教え 中国はなぜ近代日
本に学ぶのか

馬 国川／著、大脇
小百合／訳

中信出版

2
親子で読み継ぐ万葉集 ベストセレ
クション50

小柳 左門・白駒妃登
美／著

致知出版社

3
侠の歴史 士は己を知る者のために
死す、「侠」に生きた勇者たち〔東
洋編下〕

上田 信／編著 清水書院

4
列島の戦国史〔天下人の誕生と戦国
の終焉〕

池 享・久保 健一郎
／企画編集

吉川弘文館 9

5 海人族の古代史 前田速夫／著 河出書房新社

6
郷土史大系 地域の視点からみる
テーマ別日本史〔生産・流通 下〕

阿部 猛 他／監修 朝倉書店 4

7 戦国期北部九州の城郭構造 岡寺 良／著 吉川弘文館

8
健康福祉人材育成とアジアの地域協
力

田中 豊治 他／編著 芦書房

9 キングダム 原 泰久／著 集英社 60

10 郷土玩具ざんまい 瀬川 信太郎／著 淡交社

11 新編大蔵経 成立と変遷
京都仏教各宗学校連
合会／編

法蔵館

12 概説日本思想史 佐藤 弘夫 他／編集 ミネルヴァ書房

13 縄文文化の知恵と技 松田 真一／著 青垣出版

14 西遊詩巻 頼山陽の九州漫遊 谷口 匡／著 法蔵館

15
「三井」の基礎を築いた三野村利左
エ門の生涯 幕末から明治期

永峯 光寿／著、三野
村 暢禧／編

高文研

16 日本怪異伝説事典
えいとえふ／著、朝
里 樹／監修

笠間書院

17 地図で読む松本清張 北川 清 他／著 帝国書院

18 現代人のための仏教説話 50 窪島 一系／著 校正出版社

19 明治維新の意味 北岡 伸一／著 新潮社

20 立花宗茂 戦国「最強」の武将 加来 耕三／著 中央公論新社
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21
強い内閣と近代日本 国策決定の主
導権確保へ

関口 哲矢／著 吉川弘文館

22 びっくり‼ 縄文植物誌 鈴木 三男／著 同成社

23
言語を仕分けるのは誰か ポーラン
ドの言語政策とマイノリティ

貞包 和寛／著 明石書店

24 隠元と黄檗宗の歴史 竹貫 元勝／著 法蔵館

25
日本史「今日は何の日」事典
　367日＋360日・西暦換算併記

吉川弘文館編集部／
編

吉川弘文館

26
大航海時代の日本人奴隷
　アジア・新大陸・ヨーロッパ

ルシオ・デ・ソウザ・岡
美穂子／著

中央公論新社

27 日本人形玩具大辞典
日本人形玩具学会／
編

東京堂出版

28
全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（そば・
うどん・粉もの）

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協会 4

29
全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（汁も
の）

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協会 5

30
全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（魚の
おかず 地魚・貝・川魚など）

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協会 7

31
全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（米の
おやつともち）

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協会 12

32
全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（漬物・
佃煮・なめ味）

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協会 14

33 刀剣のすべて 佐藤 寒山／著 河出書房新社

34
渋沢栄一と鉄道　　「資本主義の父」が
鉄道に託した可能性

小川 裕夫／著
天夢人 山と渓谷社（発
売）

35 昭和遺産へ 巡礼　1703景 平山 雄／著 303 ＢＯＯＫＳ

36 九州考古学の現在 西谷 正／著 海鳥社

37 日本赤十字社と皇室 小菅 信子／著 吉川弘文館

38 中世に於ける精神生活 平泉 澄／著 錦正社

39
國學院大學貴重書影印叢書〔起請文
と那智参詣曼荼羅〕

大学院60周年記念國
學院大學影印叢書編
集委員会／編

朝倉書店 第５巻

40 現場 記者たちの九州戦後秘史
「記者たちの九州戦国
秘史」刊行委員会／編

西日本新聞社
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41 近代美術雑誌叢書５　龍池会報告 龍池会／編 ゆまに書房 第１巻

42 近代美術雑誌叢書５　龍池会報告 龍池会／編 ゆまに書房 第２巻

43 近代美術雑誌叢書５　龍池会報告 龍池会／編 ゆまに書房 第４巻

44
先人たちに学ぶマネジメント 戦国
武将から近現代の企業家まで

岩井 善弘 他／著 ミネルバ書房

45 「線」の思考 鉄道と宗教と天皇と 原 武史／著 新潮社

46
高校生のための人物に学ぶ日本の科
学史

池内 了／編著 ミネルバ書房

47
高校生のための人物に学ぶ日本の政
治経済史

猪木 武徳／編著 ミネルバ書房

48
世界遺産ガイド 日本編2020改訂版
〔世界遺産シリーズ〕

古田陽久／著
シンクタンクせとうち総
合研究機構

49 明治国家形成期の政と官 明治維新史学会／編 有志舎

50 佐賀県通常県会議案 佐賀県／編 佐賀県 昭和3年

51 佐賀県通常県会議案追加予算 佐賀県／編 佐賀県 昭和3年

52 佐賀県統計書
佐賀県総務部統計課
／編

佐賀県総務部統計課 昭和27年版

53 太良(TARA)町のあゆみの記録
太良町郷土史調査会
／編

太良町

54 西海捕鯨業史の研究 鳥巣京一／著 九州大学出版会

55 知事物語
読売新聞佐賀支局／
編

金華堂

56 肥前石炭砿業史料集 秀村選三 他／校注 文献出版

57 肥前古窯址めぐり 水町和三郎 他／編 田中平安堂

58 肥前現代陶芸作家精鋭展
佐賀県陶芸協会／監
修

大丸神戸店・博多大丸

59 佐賀の民話（日本の民話60） 宮地武彦／編 未来社

60 佐賀県の原子力発電
佐賀県県民環境部原
子力安全対策課／編

佐賀県県民環境部原子
力安全対策課
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61 金木犀 金木犀の会／編 金木犀の会 第22号

62 少弐氏の興亡と一族 市丸昭太郎／著 佐賀新聞社

63 白鷺 白水敦子／編 白鷺短歌会 No.17

64 ふたり 白石すみほ／編 白石元秀 第25号

65 佐賀県の学校
佐賀県教育庁教育総
務課／編

佐賀県教育庁教育総務
課

令和2年度

66 家づくりの本
株式会社シティ情報ふ
くおか／編

株式会社シティ情報ふ
くおか

№49

67 SとN
佐賀・長崎観光振興推
進協議会／編

佐賀・長崎観光振興推
進協議会

第5号

68 韮山反射炉関係資料集
伊豆の国市教育委員
会文化財課／編

伊豆の国市教育委員会
文化財課

第3巻

69
慶應義塾所在近世文人書簡筆跡類総
覧（三）三田メディアセンター貴重書室
（その二）

堀川貴司／著
慶應義塾大学 斯道文
庫

70
慶應義塾所在近世文人書簡筆跡類総
覧（四）三田メディアセンター貴重書室
（その三）

堀川貴司／著
慶應義塾大学 斯道文
庫

71 文人の書
慶應義塾大学アートセ
ンター／編

慶應義塾大学 斯道文
庫
慶應義塾大学アートセ

72 国華 国華社／編 国華社 第776号

73 不動の魂 五郎丸 歩／著 実業之日本社

74 佐賀酒ものがたり 平尾 茂／著 西日本新聞社

75
吉野ケ里遺跡にメガソーラーはいらな
い

「吉野ケ里遺跡にメガ
ソーラーはいらない」
ブックレット編集委員会
／編

花伝社

76 読書感想文集（令和２年度）
佐賀県学校図書館教
育研究会／編

佐賀県学校図書館教育
研究会

第56回

77 学びの脱中心化 田本正一／編 大学図書出版

78
千歳川工事説明（明治20年度通常県
会日誌附録）

本間雄治（みなくる
SAGA 理事）／編

特定非営利活動法人
みなくるSAGA

79 木村情報技術15周年記念社史マンガ
株式会社ゴトウグラフィ
クス／編

木村情報技術株式会社

80 九州龍谷短期大学紀要
九州龍谷学会 会長 後
藤明信／編

九州龍谷短期大学 第67号
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81 佐賀じゃらん　さがじまん 佐賀県観光連盟／編 佐賀県観光連盟

82
三日月町文化財調査報告書 織島西
分遺跡群

三日月町教育委員会
／編

三日月町教育委員会 第3集

83 島義勇入北記
島義勇／著、藤井祐
介／編

佐賀県立佐賀城本丸歴
史館

84 丹坂峠の戦い 東 東禅／著
デザインエッグ株式会
社

85 業務年報
佐賀県茶業試験場／
編

佐賀県茶業試験場 令和元年度

86 北日本汽船航海記 山口 精・山口 進／著 株式会社コアテック

87 佐賀育英会１００年史
公益財団法人 佐賀育
英会／編

公益財団法人 佐賀育
英会
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