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書 名 著・編者 出版者 巻次

1 第３次佐賀市文化振興基本計画 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会

2 第３次佐賀市文化振興基本計画（概要版） 佐賀市教育委員会／編 佐賀市教育委員会

3 伝えよう　佐賀の災害歴史遺産 佐賀県危機管理防災課／編 佐賀県危機管理防災課 2021年度改訂版

4 佐賀市統計データ 佐賀市総務部総務法制局／編 佐賀市総務部総務法制 令和2年版

5 閑谷学校研究 閑谷学校研究委員会／編 特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会 第25号

6 芦刈町戦国史 東統禅／著 デザインエッグ株式会社

7 佐賀藩褒賞録 公益財団法人 鍋島報效会／編 公益財団法人 鍋島報效会 第一集

8 鳥栖市謡曲 戦後五十年の歩み 鳥栖市文化連盟謡曲部／編 鳥栖市文化連盟謡曲部

9 佐賀の戦国史（フリーペーパー） 深川直也／著 佐賀戦国研究会 特別号

10 忘却の日本史 ドリームキングダム編集部／編 ドリームキングダム編集部 Vol.20

11 忘却の日本史 ドリームキングダム編集部／編 ドリームキングダム編集部 Vol.22

12 忘却の日本史 ドリームキングダム編集部／編 ドリームキングダム編集部 Vol.23

13 私の贈りもの 市川澄子／著 市川澄子

14 微笑する宇宙 市川澄子／著 市川澄子

15 佐賀文学 佐賀文学同人会／編 佐賀文学同人会 第37号

16 妄想の果てに 朝倉博幸／著 文芸社

17 相模文芸 相模文芸クラブ／編 相模文芸クラブ 第41号

18 低平地研究 低平地研究会／編 低平地研究会 No.30

19 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3年度版

20 観瀾 嬉野市歴史民俗資料館／編 嬉野市歴史民俗資料館 その24

21 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15号

22 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 佐賀県警察本部生活安全部 令和2年

23 ブランコ 佐賀童話の仲間の会「ブランコ」／編 佐賀童話の仲間の会「ブランコ」 15号

24 明治国制史 雨倉敏広／著 一藝社

25 佐賀県有明水産振興センター研究報告 佐賀県有明水産振興センター／編 佐賀県有明水産振興センター 第30号

26 佐賀県有明水産振興センター業務報告 佐賀県有明水産振興センター／編 佐賀県有明水産振興センター

27 中川副歴史探訪ウォーキング 中川副まちづくり協議会 江頭俊雄／著 中川副まちづくり協議会

28 宗像市史研究 新修宗像市史編集委員会／編 新修宗像市史編集委員会 第4号

29 日本歴史 日本歴史学会／編 株式会社吉川弘文館 第879号

30 九州・山口県　防災気象情報ハンドブック2021 福岡管区気象台防災調査課／編 福岡管区気象台防災調査課 2021

31 さがゴールドプラン21 佐賀県健康福祉部長寿社会課／編 佐賀県健康福祉部長寿社会課 第8期

32 がんと向きあう読本　ＳＡＧＡ　－2021年度版－ 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 第10版
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33 がんに向きあう読本　ＳＡＧＡ　－2020年度版－ 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 第9版

34 がんに向きあう読本　ＳＡＧＡ　－2019年度版－ 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 第8版

35 がんに向きあう読本　ーＳＡＧＡー　 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 第3版

36 がんに負けない読本　ーＳＡＧＡー　 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 第2版

37 がんに負けない読本　ーＳＡＧＡー　 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 初版

38 令和２年度 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2年度

39 われらの北方領土（資料編） 外務省／編 外務省 2020年版

40 佐賀の賢人　サガバイブック 佐賀市観光協会／編 佐賀市観光協会

41 佐賀県職員採用案内 佐賀県人事委員会事務局／編 佐賀県人事委員会事務局／編 2021

42 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2年度

43 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2年度

44 令和２年度 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2年度

45 令和２年度 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2年度

46 佐賀県議会時報 佐賀県議会事務局 佐賀県議会事務局 No.662

47 好生館だより　 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 Vol.51

48 広瀬淡窓・咸宜園に学ぶ 淡窓研究会／編 淡窓研究会

49 中冨記念くすり博物館 展示図録 公益財団法人中冨記念くすり博物館／編 公益財団法人 中冨記念くすり博物館

50 “宝の海”を再び！ 日本環境会議「諫早湾干拓問題検証委員会」／編 日本環境会議

51 諸富北小クラブ 創部50周年記念誌 諸富北小クラブ創部50周年記念誌編集委員会／編 諸富北小クラブ創部50周年記念誌編集委員会

52 ゾンビランドサガトラベラーズガイド 昭文社編集部／編 昭文社

53 佐賀の漁港 佐賀県県土づくり本部農山漁村課／編 佐賀県県土づくり本部農山漁村課

54 大林宣彦メモリーズ キネマ旬報編集部／編 キネマ旬報社

55
帝国大学の朝鮮人　－大韓民国エリー
トの起源－

鄭鍾賢／著、渡辺直紀／訳 慶應義塾大学出版会

56
地域別×武将 だからおもしろい戦国
史

小和田哲男／監修
かみゆ歴史編集部／編

朝日新聞出版

57 和歌史の中世から近世へ 浅田徹 他／編 花鳥社

58 日本美術の歴史（補訂版） 辻惟雄／著  東京大学出版会

59 国絵図読解事典 小野寺淳・平井松午／編 創元社

60 旅するために生きている 片渕ゆり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

61 中世禅宗の儒学学習と科学知識 川本慎自／著 思文閣出版

62 奴は… 長濱治／著 トューヴァージンズ

63
伝説の外資トップが感動した「葉隠」
の箴言

新将命／著 致知出版社

64 ＪＲ路線大全
「旅と鉄道」編集部／
編

天夢人 10

65
ハンドブック近代日本思想史　ー幕末
から昭和までー

長妻美佐雄 他／編著 ミネルヴァ書房

66 なぜ秀吉は 門井慶喜／著 毎日新聞出版

67 世界の中の近代日本と東アジア 大日方純夫／著 吉川弘文館

68 大学入試の公平性・公正性
倉元直樹／監修　西郡
大／編

金子書房
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69
海を渡った日本と皇室の文化
 　－英国王室秘蔵の名品でたどる－

レイチェル・ピート／編集 便利堂

70 鷹狩の日本史
福田千鶴、武井弘一／
編

勉誠出版

71 さくら貝とプリズム 西沢杏子／詩　東逸子／絵 銀の鈴社

72 ヒロスケながさき100のひみつ 山口広助／監修 長崎文献社

73 ゼンリン住宅地図（佐賀市１） 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

74 ゼンリン住宅地図（佐賀市２） 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

75 ゼンリン住宅地図（多久市） 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

76 ゼンリン住宅地図（唐津市１） 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン

77 ゼンリン住宅地図（嬉野市） 株式会社 ゼンリン 株式会社 ゼンリン
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