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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年９月分
No.３８２

浦野匡彦伝 上毛かるた生みの親の生涯
岡野康幸/編 みやま文庫/発行
2018.9 176p 19cm 1000 円(頒価）
( みやま文庫 230 )
【購入】

平成 30(2018)年 10 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：調査相談係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196
発行日
発 行

鎌原城址Ⅱ 小規模農村整備事業（上城・下城地
区）に伴う発掘調査
技研コンサル/編集 嬬恋村教育委員会/発行
2018.3 24p 写真図版 4p 30cm
( 嬬恋村文化財調査報告書 第９集 ) 【受贈】

・本紙は新聞等及び当館で入手した群馬県関係資
料の出版情報です。

桐生史苑 第５７号
桐生文化史談会/発行
2018.3 159p 21cm

・同じ分類の中は書名の５０音順（書名等が不確
定なものは［ ］で表示）に並んでいます。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

桐生・山の地誌
増田宏/著 みやま文庫/発行
2018.9 256p 19cm 1000 円(頒価）
( みやま文庫 231 )
【購入、桐生タイムス 9/20】

・群馬県立図書館では県関係資料の収集、情報入
手に努めておりますので、情報をお持ちの方は
当館までご一報いただければ幸いです。

ぐんま探訪記
大辻徹禅/製作
[2018] 25p
大辻氏は桐生市在住

群馬の博物館・美術館ＨＡＮＤＢＯＯＫ ２０１
７－２０１８
群馬県博物館連絡協議会[/発行]
[2017] 64p 19cm
【受贈】
全国旅をしてでも行きたい街の本屋さん
G.B./発行
2018.8 191p 21cm 1600 円
F-ritz art center・ふやふや堂・REBEL BOOKS に
関する記述あり
【購入】

motto VOL.１２
トロワデザイン(高崎市)/発行
2018.5 50p 21cm

【桐生タイムス 9/27】

せかいがぎゅ～っとおおいずみ
大泉町観光協会/発行
[2018]

０ 総記

motto VOL.１１
トロワデザイン(高崎市)/発行
2018.2 50p 21cm

【受贈】

高崎藩分限帳集成（上）
高崎歴史資料研究会/編集･発行
2018.9 514p 26cm
( 高崎歴史資料集成 1 )

【受贈】

高崎藩分限帳集成（下）
高崎歴史資料研究会/編集･発行
2018.9 448p 26cm
( 高崎歴史資料集成 2 )

【受贈】

なかのじょう周遊チケット
中之条町観光協会[/発行]
[2018] 500 円

【受贈】

【上毛 10/2】

【上毛 10/2】

東平遺跡調査報告書(群馬県吾妻郡嬬恋村今井)
平成１１・１２年度第７・８次発掘調査報告
群馬県吾妻郡嬬恋村教育委員会嬬恋郷土資料館
/編集･発行
2017.3 33p 写真図版 9p 30cm
( 今井東平遺跡調査報告第 7 輯 )
【受贈】

【受贈】

1 哲学･宗教
-1-

〔 2018.10〕

ふしぎな県境 カラー版
西村まさゆき/著 中央公論新社/発行
2018.5 3,179p 18cm 1000 円
( 中公新書 2487 )
柳生の三県境(邑楽郡板倉町)に関する記述あり
【朝日 9/19、上毛 10/7】
民衆宗教遺跡研究の展開
唐澤至朗/著 高志書院/発行
2018.9 253p 22cm 6000 円
著者は群馬地域文化振興会理事

消防年報 ２０１８年（平成３０年）刊行
警防課/編集 高崎市等広域消防局/発行
2018.6 72p 30cm
【受贈】
戦争文化と愛国心 非戦を考える
海老坂武/著 みすず書房/発行
2018.3 8,341p 20cm 3800 円
内村鑑三に関する記述あり

【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2018.6 220p 30cm

平成３０年第１回
【受贈】

伊勢崎市統計書 平成２９年版
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係/編集
伊勢崎市[/発行]
2018.6 81p 30cm
【受贈】
各市町村文化協会等活動概要 平成３０年度
群馬県文化協会連合会[/発行]
2018.6 67p 30cm
【受贈】
共愛学園前橋国際大学教育研究集録
度版
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2018.3 300p 30cm

Ｇ タ ー ンガ イ ド ブ ッ ク
う！！
群馬県/発行
[2018]

２０１７年

[倉渕地域版]

高崎市ハザードマップ
高崎市/発行
[2018] A1 判

[新町・吉井地域版]

高崎市ハザードマップ
高崎市/発行
[2018] A1 判

[高崎地域版]

高崎市ハザードマップ
高崎市/発行
[2018] A1 判

[榛名地域版]

高崎市ハザードマップ
高崎市/発行
[2018] A1 判

[箕郷・群馬地域版]

【上毛 9/19、産経 10/1】

【上毛 9/19、産経 10/1】

【上毛 9/19、産経 10/1】

【上毛 9/19、産経 10/1】

【上毛 9/19、産経 10/1】

新島学園短期大学紀要 第３９号
新島学園短期大学/発行
2018.3 195p 26cm

【受贈】

【受贈】

ＦＯＬＫＴＡＬＥＳ ＯＦ ＩＴＡＫＵＲＡ
飯塚英夫/著[･発行]
2018.9 65p 30cm 1800 円(頒価)
付属資料：CD-ROM1 枚
板倉町の民話を英語に翻訳したもの 【受贈】

平成３０年度
【受贈、上毛 10/2】

名門高校１００ 時代をリードする人物はここか
ら巣立った
猪熊建夫/著 河出書房新社/発行
2018.9 447p 19cm 1800 円
前橋高校・高崎高校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2075 号】

よしっ！ぐんまで働こ
【上毛 9/21】

市町村民経済計算 平成２７年度
群馬県企画部統計課/編集
2018.6 68p 30cm
付属資料：平成 27 年度市町村民経済計算結果
の概要
【受贈】

〔 2018.10〕

高崎市ハザードマップ
高崎市/発行
[2018] A1 判

玉村町総合防災マップ～大切な命を守るために～
保存版
玉村町/発行
2018.3 21p 37cm
【受贈】

群馬県高齢者保健福祉計画 群馬県老人福祉計画
・介護保険事業支援計画 第７期
群馬県/発行
2018.3 145p 30cm
【受贈】
群馬県民の日記念事業一覧
群馬県[/発行]
2018 20p 30cm

【朝日 9/26】

老健ぐんま Vol.２１
「老健ぐんま」編集委員会/編集
群馬県老人保健施設協会/発行
2018.7 162p 26cm

-2-

【受贈】

日本陸軍名機物語 豊富なイラスト＋写真１５０
点で読み解く陸軍航空機の全貌
ダイアプレス/発行
2018.10 96p 30cm 880 円
( DIA Collection )
100 式重爆撃機「呑龍」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2076 号】

4 自然科学
衛星画像で読み解く日本の温泉８２ 北海道から
九州までの天然温泉を探る
福田重雄/著 日本評論社/発行
2018.8 182p 26cm 3400 円
日光白根山・宝川温泉・法師・猿ヶ京・四万・
新四万・湯釜・志賀高原・尻焼・高峰・池の平
・鹿沢に関する記述あり
【購入】
『記憶』と家族 若年認知症ぐんま家族会設立
１０周年記念
若年認知症ぐんま家族会[/発行]
2018.3 70p 30cm
【受贈】

6 産業
犬像をたずね歩く あんな犬、こんな犬３２話
青柳健二/著 青弓社/発行
2018.8 191p 21cm 1800 円
高崎市の古墳の犬形埴輪に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2075 号】

群馬医学 第１０５号
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2018.3 35p 26cm
【受贈】
群馬医学 第１０６号
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2017.12 143p 26cm
【受贈】

海を渡ったシルクとオールドノリタケ－対米輸出
の軌跡－ 日本絹の里世界文化遺産関連特別展
群馬県立日本絹の里/発行
2014.3 99p 30cm
【受贈】
開港と生絲貿易 中巻 新装版
藤本實也/著 名著出版/発行
2018.7 4,740p 図版 7 枚 21cm 20000 円
新装初版：昭和 62 年刊(開港と生絲貿易刊行會
昭和 14 年刊の復刻)
中居屋重兵衛に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2076 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
石垣の名城完全ガイド
千田嘉博/著･編 講談社/発行
2018.8 139p 21cm 1600 円
( The New Fifties )
金山城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2074 号】

開港と生絲貿易 下巻 新装版
藤本實也/著 名著出版/発行
2018.7 4,740p 図版 7 枚 21cm 20000 円
新装初版：昭和 62 年刊(開港と生絲貿易刊行會
昭和 14 年刊の復刻)
上州座繰絲の改良・上毛繭絲改良會社に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2076 号】

群馬県の工業 平成２９年工業統計調査結果報告
書
群馬県企画部統計課/発行
2018.6 156,35p 30cm
【受贈】

皇居のご養蚕と養蚕業の歴史・未来
第３４回企画展
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2015.10 99p 30cm

調べる！４７都道府県工業生産で見る日本
こどもくらぶ/編 同友館/発行
2018.8 135p 26cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2075 号】
ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｖｏｌ．１７
タイプＲＡ―Ｒ＆新型フォレスター×新井敏弘
交通タイムス社/発行
2018.9 143p 30cm 1204 円
( CARTOP MOOK ) 【TRC 新刊案内 2075 号】

たのしい路線図
井上マサキ・西村まさゆき/著
グラフィック社/発行
2018.8 135p 21cm 1600 円
上毛電気鉄道に関する記述あり

日本絹の里
【受贈】

【購入】

地図で楽しむ日本の鉄道
今尾恵介/著 洋泉社/発行
2018.9 175p 21cm 1500 円
上越線「湯檜曽トンネル」・東武伊香保線に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2075 号】
-3-

〔 2018.10〕

富岡製糸場総合研究センター報告書
度
富岡市/編集･発行
2018.3 96p 30cm

平成２９年

9 文学
詩のまち 前橋
久保木宗一/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.9 78p 21cm 600 円
( 前橋学ブックレット 14 )

【受贈】

日本絹の里紀要 第２０号（２０１７）
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2018.3 105p 30cm
【受贈】

鍵のかかった部屋 ５つの密室
似鳥鶏・友井羊他/著 新潮社/発行
2018.9 296p 16cm 590 円
( 新潮文庫 nex し-21-104 )
友井羊著『大叔母のこと』収録
友井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2076 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
小河原武夫写真集
小河原武夫/著
上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.3 49p 22 × 25cm
著者は安中市在住

風

【受贈】

企画展 第９６回 生誕１３０年記念展 詩人大
手拓次－孤独の箱のなかから－
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2017.4 56p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県立近代美術館年報 平成２８年度
群馬県立近代美術/編集･発行
2018.3 79p 30cm
【受贈】

企画展 第９７回 愛の手紙－文学者の様々な愛
のかたち－
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2017.7 32p 30cm
【受贈】

館林レコード案内 館林レコードの歴史
小堀直人/著･発行
2018.9 58p 26cm 500 円
【受贈】
祭りの少女 Ｍａｔｓｕｒｉ Ｇｉｒｌｓ
青山裕企/著 玄光社/発行
2018.8 1 冊 20 × 20cm 1700 円
前橋まつりに関する写真あり
【TRC 新刊案内 2076 号】

企画展 第９８回 歌人吉野秀雄没後５０年記念
ひとすじに真実を、ひとすじに命を 吉野秀雄
・中野幸一郎往復書簡
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2017.10 47p 30cm
【受贈】
企画展 第９９回 子供たちの戦争－ある少年が
愛読した新聞・雑誌
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2018.1 24p 30cm
【受贈】

ワンス・イン・ハーレム 写真集
内藤カツ/著 TBM BOOKS/発行
[2018] 5500 円
著者は 4 歳から 18 歳まで前橋市や渋川市で過
ごした
【上毛 9/12】

給食アンサンブル
如月かずさ/著 光村図書出版/発行
2018.9 188p 19cm 950 円
( 飛ぶ教室の本 )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2076 号】

8 語学
〔 2018.10〕

第２１号
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2018.3 49p 30cm
【受贈】

亀と観覧車
樋口有介/著 中央公論新社刃
2018.8 229p 16cm 680 円
( 中公文庫 ひ 21-14 )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2075 号】

思いを伝える和紙のちぎり絵春夏秋冬
森住ゆき/著 日貿出版社/発行
2018.8 95p 26cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2074 号】
群馬県立近代美術館研究紀要 第９号
群馬県立近代美術館/編集･発行
2018.3 46p 30cm

【受贈】

-4-

刺客潮まねき 長編時代小説
坂岡真/著 光文社/発行
2018.8 291p 16cm 600 円
( 光文社文庫 さ 26-32 )
「縄手高輪瞬殺剣岩斬り」(光文社文庫 2010
年刊)の改題,大幅に加筆修正
上州高崎藩に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2074 号】

季氏と孔子 逆境に天命を知る
い続ける孔子
秋本稔/著 秋本美恵子/発行
2018.8 483p 21cm
著者は甘楽町出身

専横な権力と闘

【受贈】

グローバル金融危機の衝撃と新興経済の変貌
中国、インド、ブラジル、メキシコ、東南アジア
河村哲二/編 ナカニシヤ出版/発行
2018.8 10,352p 21cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2074 号】

自由か孤独か、おひとりさまは 傘寿からのおす
そ分け
須川俊江/著 文藝春秋企画出版部/発行
[2018] 240p 1200 円
著者は前橋市在住
【上毛 10/3】

語彙・形態素習得への新展開
稲垣俊史・梅田真理/著 くろしお出版/発行
2018.8 6,201p 21cm 2800 円
( 第二言語習得研究モノグラフシリーズ 2 )
梅田氏は群馬県立女子大学准教授
【TRC 新刊案内 2076 号】

蕎麦、食べていけ！
江上剛/著 光文社/発行
2018.5 356p 19cm 1500 円
沼田市の老神温泉をモデルにした小説
【上毛 10/3、読売 10/7】

山岳霊場の考古学的研究
時枝務/著 雄山閣/発行
2018.8 277p 22cm 4600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2076 号】

鳥のあしあと 歌集
内田民之/著 行路文芸社/発行
[2018]
著者は前橋市や太田市などで短歌教室を開催
【毎日 8/13】

組織マネジメント入門 第２版
石井晴夫・樋口徹/著 中央経済社/発行
2018.9 6,5,186p 21cm 2300 円
石井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2076 号】

不連続殺人事件
坂口安吾/著 新潮社/発行
2018.9 410p 16cm 520 円
( 新潮文庫 さ-2-3 ) 【TRC 新刊案内 2076 号】

亡くなる前にやっておきたい手続きと対策 家族
が困らないために!
相続手続支援センター群馬(高崎市)[/出版]
ビジネス教育出版社/発行
[2018.7] 110p 21cm 1500 円
【桐生タイムス 9/22、TOWN わたらせ 10/6】

誘拐の免罪符 浜中刑事の奔走
小島正樹/著 南雲堂/発行
2018.8 367p 20cm 1800 円
( 本格 M.W.S. )
群馬県警の浜中刑事シリーズ第 3 作
【TRC 新刊案内 2074 号】

日本語語用論入門 コミュニケーション理論から
見た日本語 新版
山岡政紀・牧原功/著 明治書院/発行
2018.8 3,191p 21cm 1600 円
初版のタイトル：コミュニケーションと配慮表
現
牧原氏は群馬大学国際教育・研究センター准教
授
【TRC 新刊案内 2074 号】

県関係者の一般著作

ヌードがわかれば美術がわかる
布施英利/著
集英社インターナショナル/発行
2018.8 250p 18cm 760 円
( インターナショナル新書 028 )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2074 号】

お金からの解放宣言 秘刀の投資法とお金の在り
かた
秋山哲/著 かんよう出版/発行
2018.9 301p 19cm 1800 円
著者は高崎市出身
【上毛 9/26、TRC 新刊案内 2075 号】

評伝 高橋泥舟
近藤定博/著 岩下哲典/編集･解説
近藤幸子/発行
2018.7 129p 26cm
発行者は桐生市在住

落ちこぼれゼロ！勉強ぐせが身につく学習ノート
のつくり方
木村理恵/著 明日香出版社/発行
2018.8 172p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2074 号】
-5-

【受贈】

〔 2018.10〕

横田喜三郎 １８９６－１９９３
片桐庸夫/著 藤原書店/発行
2018.9 264p 20cm 3200 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2075 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #３８ 私たちは
こう考える！群馬県青少年育成大会 平成３０年
３月１７日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

ランニング登山 もうひとつの山登りの刺激的世
界
下嶋溪/著 松本大/執筆協力
ソーシャルキャピタル/発行
2018.8 142p 19cm 1800 円
( 絶版新書 )
山と溪谷社 1986 年刊の増補
松本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2074 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #３９ 駆け抜け
ろ！工業高校生の電気自動車 平成３０年３月２
４日放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４０ みんなが
主役！高校総文 平成３０年３月３１日放送
（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４２ 仕事も余
暇もいきいきと！～特別支援学校の卒業生たち～
平成３０年７月７日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

視聴覚資料
明日(あす)はきっといい日 (CD)
MIKAKO(ミカコ)/作詞･作曲･歌
被害者支援センターすてっぷぐんま(前橋市)/
発行
[2018]
【桐生タイムス 9/21】
妻へのラブソング～もう一度君に恋して～ (CD)
詩季[/制作] 澤田芳樹/作詞･作曲･歌
澤田弥寿子/ピアノ
2018.8 5 曲 1800 円(税込)
詩季(澤田芳樹氏・澤田弥寿子氏)は前橋を拠点
に音楽活動をする夫婦デュオ【朝日ぐんま 9/14】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #４４ 見て、触
れて、感動！天文台・昆虫の森 平成３０年８月
２５日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４９ 文化を学
ぶ高校生の挑戦！全国総文祭 平成３０年８月２
５日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #３４ 学びを発
展 その先に 平成３０年２月１７日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #３５ 群馬イノ
ベーションアワード…高校生の挑戦 平成３０年
２月２４日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

電子資料
追憶 JR信越本線 横川―軽井沢間(碓氷峠)廃止
２０周年記念写真集 (電子書籍)
長井利尚/著･配信
2017.7 667 円(税込)
長井氏は高崎市出身 【上毛 9/15、産経 10/10】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #３６ 自分たち
で切り拓け！キャリア教育 平成３０年３月３日
放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #３７ Let's en
joy English！ 平成３０年３月１０日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

〔 2018.10〕
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