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・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。

図書館要覧 平成２４年度
邑楽町立図書館 /編集･発行
2012.12 36p 30cm

【 受 贈】

要覧 平成２４年度
群馬県立図書館 /編集･発行
2012.7 32p 30cm

【自館作成】

1 哲学･宗教

・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。

岩鼻歴史マップ集 第１編 寺院
岩鼻歴史マップづくり部会(高崎市)/編集
[2011]
【上毛 4/18】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
岩鼻歴史マップ集 第２編 神社
岩鼻歴史マップづくり部会(高崎市)/編集
[ 2013.4] 八つ折り
【上毛 4/18】

・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。

2 歴史･伝記･地理

０ 総記
いづみ読書会文集 あしあと
平成２３年度
いづみ読書会 /発行
2012.12 27p 26cm

阿弥大寺本郷遺跡（あみだいじほんごういせき）
主要地方道高崎伊勢崎線(韮塚工区)社会資本総合
整備事業(地域住宅支援)に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 446p 写真図版 112p 30cm 【受贈】

第２５号
【 受贈 】

学生に読ませたい本
群馬県立女子大学附属図書館 /編集･発行
2007.3 47p 19cm
【 受贈 】

伊勢崎市八寸地区の歴史
八寸地区地域誌編纂実行委員会 /発行
[2013.4] 167p A4 判 1200 円 【上毛 4/8】

学生に読ませたい本
群馬県立女子大学附属図書館 /編集･発行
2009.3 32p 19cm
【 受贈 】

岩押Ⅲ遺跡（いわおしさんいせき） 第４次調査
(都)3.3.8高崎駅東口線社会資本整備総合交付金
(活力基盤)事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県教育委員会 /編集･発行
2013.3 2,10p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

学生に読ませたい本
群馬県立女子大学附属図書館 /編集･発行
2010.3 36p 19cm
【 受贈 】

丑子遺跡･上細井五十嵐遺跡（うしごいせき･かみ
ほそいいがらしいせき） 一般国道１７号(上武
道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その
３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.2 217p 写真図版 68p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

群馬県図書館大会報告書 第１０回 開かれた図
書館～図書館の魅力を伝えるために～
群馬県図書館協会 /編集･発行
2013.2 34p 30cm
【自館作成】
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〔 2013.5 〕

碓氷路開削の挑戦と碓氷馬車鉄道物語
うすいの歴史を残す会(安中市)/発行
[ 2013.4] 47p B5 判
【上毛 4/18】

群馬県内公共開発に伴う平成２３年度県内遺跡発
掘調査報告書
群馬県教育委員会事務局文化財保護課 /編集･発
行
2013.3 50p 30cm
【受贈】

小栗上野介忠順と幕末維新 『小栗日記』を読む
高橋敏 /著 岩波書店 /発行
2013.3 11,268,9p 20cm 2900 円
【 TRC 新刊案内 1811 号】

研究紀要 ３１
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 110p 30cm
【 受 贈】

桂萱の地名 小字地名の由来
桂萱歴史友の会(前橋市)[/発行]
[ 2013.4] 68p B5 判
【上毛 4/19】

子どもとおでかけタダで楽しむ茨･栃木･群馬パー
フェクトガイド
空っ風キッズ /著 メイツ出版 /発行
2013.4 144p 21cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1809 号】

笠松遺跡･堀廻遺跡･天良七堂遺跡（かさまついせ
き･ほりまわりいせき･てんらしちどういせき）
(主)太田大間々線バイパス地方特定道路整備事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 116p 写真図版 34p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

桜･紅葉見所マップ [改訂]
かぶら･ぶらぶら街道推進協議会 /作製
[ 2013.4]
【上毛 4/5】
真田三代 １５１３－１６５８
学研パブリッシング /発行
2013.4 96p 29cm 838 円
（ 歴史群像シリーズ ）
【 TRC 新刊案内 1811 号】

上武士･堀北遺跡（かみたけしほりきたいせき）
主要地方道伊勢崎深谷線(東毛広幹道【境工区】)
社会資本総合整備(地域住宅支援)事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 83p 写真図版 44p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

三平Ⅰ遺跡（さんだいらいちいせき） 個人専用
住宅建設に伴う発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2013.3 98p 写真図版 30p 30cm
【受贈】

関東足利氏の歴史 第１巻 足利基氏とその時代
黒田基樹 /編 戎光祥出版 /発行
2013.4 185p 21cm 3200 円
【 TRC 新刊案内 1811 号】

私考 利根川西巡そして広瀬川誕生（要約版）
岡本克則 /著
2012.12 47p 22cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

北関東の戦国時代
江田郁夫･簗瀬大輔 /編 高志書院 /発行
2013.3 5,269p 22cm 6000 円
群馬県立歴史博物館を含む北関東３館連続シン
ポジウムの成果報告
簗瀬氏は群馬県立歴史博物館学芸員
【 TRC 新刊案内 1809 号】

史跡北谷遺跡保存管理計画書
高崎市教育委員会 /発行
2012.3 [9,] 95p 30cm
ジャパングラフ 第４号 群馬
森善之 /編集責任 七雲 /発行
2013.4 112p B5 判 1050 円

キラッとかんら 甘楽町観光ガイドブック
群馬県甘楽町キラッとかんら観光キャンペーン
係 /発行
[ 2013.3] [ 8p] 30cm
【受贈】

〔 2013.5 〕

【上毛 4/12】

首都圏から行くオートキャンプ場ガイド 2013
実業之日本社 /発行
2013.5 235p 26cm 933 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1811 号】

久住昌之のこんどは山かい！？ 関東編
久住昌之 /文 和泉晴紀 /画 山と溪谷社 /発行
2013.4 191p 19cm 1200 円
榛名山と伊香保温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1811 号】
群馬県利根沼田県民局管内図
群馬県利根沼田県民局[/発行]
内外地図 /調製･印刷
2013.2 折りたたみ 80 × 106cm

【受贈】

上信電鉄沿線みどころマップ [改訂]
かぶら･ぶらぶら街道推進協議会 /作製
[ 2013.4]
【上毛 4/5】
昭和のはじめタイムトリップ地図帖
井口悦男･浜田研吾 /著 講談社 /発行
2013.3 111p 26cm 2200 円
伊香保温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1811 号】

【受贈】
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信州観光パノラマ絵図 鳥瞰図でたどる大正～昭
和初期の鉄道･山岳･温泉
信濃毎日新聞社出版部 /編 今尾恵介 /監修
信濃毎日新聞社 /発行
2013.3 239p 21cm 1700 円
「軽井沢草津遊覧案内」収録
【 TRC 新刊案内 1810 号】

利根川文化研究 ３６
利根川文化研究会 /編集･発行
2013.1 76p 26cm

富岡製糸場と絹産業遺産群 アクセスマップ
群馬県西部県民局西部行政事務所 /発行
2013.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、読売 4/10、ぐんま経済 4/18】

太平記の里 おおた歴史めぐり 徳川発祥の地
群馬県東部県民局東部行政事務所 /編集･発行
2013.3 [15,] 137p 21cm
【受贈、毎日 4/4、上毛 4/10】

内閣総理大臣ファイル歴代６２人の評価と功績
増補改訂
G.B./発行
2013.1 247p 19cm 552 円
福田赳夫氏、中曽根康弘氏、小渕恵三氏、福田
康夫氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1811 号】

高橋瑞の個人史からみた助産師の自律性に関連す
る要因 修士論文
大竹沙織(札幌医科大学大学院保健医療学研究
科博士課程前期看護学専攻)/著
[2013] 75p 30cm
津久井磯に関する記述あり
【受贈】

中嶋常幸の真剣ゴルフ塾 コンペ必勝編
中嶋常幸 /著 いけうち誠一 /作画
パーゴルフ /発行
2013.3 194p 29cm 500 円
（ GAKKEN SPORTS MOOK ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】

地名は警告する 日本の災害と地名
谷川健一 /編 冨山房インターナショナル /発行
2013.3 4,281p 20cm 2400 円
浅間焼け他、群馬の災害地名に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1810 号】

長野原一本松遺跡(６)（ながのはらいっぽんまつ
いせきかっころく） 八ッ場ダム建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書第４０集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 2 分冊 付図 2 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 756p
第 2 分冊：写真図版編 写真図版 268p
【受贈】

町内遺跡ⅩⅡ（ちょうないいせきじゅうに）
平成２３年度埋蔵文化財緊急発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2013.2 55p 写真図版 22p 30cm
【受贈】
堤遺跡（つつみいせき） 一般国道１７号(上武
道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その
３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 208p 写真図版 64p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

新島研究 第１０４号
同志社社史資料センター第一部門研究 /編集
同志社大学同志社社史資料センター /発行
2013.2 237p 21cm
【 受 贈】
新島襄自伝 手記･紀行文･日記
新島襄 /著 同志社 /編 岩波書店 /発行
2013.3 417,11p 15cm 1020 円
（ 岩波文庫 33-106-3 ）
【上毛 4/1、 TRC 新刊案内 1810 号】

十日市遺跡･住遺跡･千代開南遺跡･千代開北遺跡･
舞台遺跡（とうかいちいせき･すみいせき･ちょっ
かいみなみいせき･ちょっかいきたいせき･ぶたい
いせき） (主)高崎渋川線バイパス(２期工区)社
会資本総合整備(活力創出基盤整備)事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 578p 写真図版 199p 付図 2 枚 30cm
【受贈】
同志社談叢 第３３号
同志社社史資料センター /編集･発行
2013.3 199,76p 21cm 1000 円
新出･新島襄書簡収録

【受贈】

新島八重と維新 会津に咲いた八重の桜
由良弥生 /著 文芸社 /発行
2013.4 256p 15cm 640 円
（ 文芸社文庫 ゆ 1-2 ）
新島八重は新島襄の妻
【上毛 4/5、 TRC 新刊案内 1811 号】

【受贈】

楡木Ⅰ遺跡･植原Ⅳ遺跡(２)･西久保Ⅳ遺跡（にれ
ぎいちいせき･うえはらよんいせきかっこに･にし
くぼよんいせき） 八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書第３９集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2012.12 128p 写真図版 30p 30cm 【受贈】

徳富蘇峰の師友たち 「神戸バンド」と「熊本バ
ンド」
本井康博 /著 教文館 /発行
2013.3 7,362,11p 22cm 3800 円
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1810 号】
-3-

〔 2013.5 〕

芳賀東部団地遺跡-縄文時代以降編-（はがとうぶ
だんちいせき-じょうもんじだいいこうへん-）
一般国道１７号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.1 386p 写真図版 170p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

山岸Ⅱ遺跡（やまぎしにいせき） 熊川第一発電
所引込変更工事に伴う発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2013.2 28p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
横壁中村遺跡(１３)－縄文時代の集落－（よこか
べなかむらいせきかっこじゅうさん じょうもん
じだいのしゅうらく） 八ッ場ダム建設工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書第４１集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 466p 写真図版 92p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

日帰りハイク関東 心やすらぐ山歩き、森歩き
２０１３
JTB パブリッシング /発行
2013.4 95p 26cm 933 円
（ JTB の MOOK ）
赤城山、荒船山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1810 号】

吉井川下宿遺跡（よしいがわしもじゅくいせき）
社会資本総合整備(地域自主戦略(公安))事業一般
国道254号川内工区に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 62p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

１００分でわかる!ホントはこうだった日本現代
史 ３ 中曽根政権から豊かな時代の崩壊 図書
館版
田原総一朗 /著 ポプラ社 /発行
2013.4 195p 20cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1811 号】

甲を着た古墳人だより 第１号
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /発行
[ 2013.3] [ 2p] A4 判
【上毛 4/14】

ベストドライブ関東‘１４
昭文社 /発行
2013.5 183p 26cm 905 円
（ マップルマガジン ）
草津、赤城、榛名に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1810 号】

るるぶ軽井沢 ‘１４
JTB パブリッシング /発行
2013.5 111,32p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1812 号】
歴史の小径を歩く
館林観光ボランティアガイドの会 /作製
[2013.4] 28p A5 判
【上毛 4/24】

誇りについて 上野村長黒澤丈夫の遺訓
藤井浩 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.3 202p 21cm 1200 円
上野村に半定住する内山節氏へのインタビュー
も収録
著者は上毛新聞社論説委員長
【上毛 4/14、 TRC 新刊案内 1808 号】

ＷＯＷ！ＴＡＫＡＳＡＫＩ！（ワオ！高崎） 英
語版
高崎市 /作製
[2013.4] 16p A4 判 【産経 4/8、上毛 4/9】

みなかみ１８湯 下 谷川温泉 うのせ温泉 湯檜
曽温泉 向山温泉 宝川温泉 湯ノ小屋温泉 上の原
温泉 上牧温泉 奈女沢温泉 月夜野温泉 真沢温泉
法師温泉 川古温泉 高原千葉村温泉 湯宿温泉 赤
岩温泉
小暮淳 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.4 107p 21cm 953 円
【上毛 4/26、 TRC 新刊案内 1814 号】

綿貫伊勢遺跡（わたぬきいせいせき） 国道354
号高崎玉村バイパス地域活力基盤創造事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.3 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 839p
第 2 分冊：写真図版編 写真図版 328p
【受贈】

魅力高崎 中国語版
高崎市 /作製
[2013.4] 16p A4 判

綿貫牛道遺跡（わたぬきうしみちいせき） 国道
354号高崎玉村バイパス地域活力基盤創造事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2012.12 220p 写真図版 63p 30cm 【受贈】

【産経 4/8、上毛 4/9】

無教会としての教会 内村鑑三における「個人･
信仰共同体･社会」
岩野祐介 /著 教文館 /発行
2013.3 313,4p 22cm 4500 円
（ 関西学院大学研究叢書 第 155 編 ）
【 TRC 新刊案内 1811 号】

〔 2013.5 〕

綿貫原北遺跡（わたぬきはらきたいせき） 国道
354号高崎玉村バイパス地域活力基盤創造事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2013.2 480p 写真図版 162p 30cm 【受贈】
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群馬県移動人口調査結果（年報）
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2013.2 62p 30cm

3 社会科学

平成２４年
【受贈】

あゆみ ６６号
吾妻郡連合婦人会 /発行
2013.2 [8,]191p 21cm

【受贈】

安中教育 第７号
安中市教育委員会 /発行
2013.3 [ 4,] 68p 30cm

群馬県企業ガイドブック 中国語版
群馬県 /作成
[2013.4] 60p A4 判
【上毛 4/17、産経 4/18、ぐんま経済 4/25】

【受贈】

群馬県企業局管理総合事務所 [パンフレット]
群馬県企業局管理総合事務所 /作成
[ 2013.4]
【群馬建設 4/27】

育英短期大学研究紀要 第３０号
図書･紀要委員会 /編集 育英短期大学 /発行
2013.3 123p 26cm
【 受贈 】
移住推進リーフレット 改訂版
桐生市観光交流課 /作成
[ 2013.4]
A4 判

群馬県建設事業計画書 ２０１３年度
日本工業経済新聞社前橋支局 /発行
[ 2013.4]
【群馬建設 1/29】
群馬県の賃金･労働時間及び雇用の動き 平成２３
年における
群馬県企画部統計課経済産業係 /発行
2013.3 12p 30cm
【受贈】

【上毛 4/10】

いずみ 第６４号
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2013.3 200p 21cm

【 受贈 】

群馬県立女子大学紀要 第３３号
群馬県立女子大学紀要委員会 /編集
群馬県立女子大学 /発行
2013.2 10,160p 26cm

板木 群馬県へき地教育研究資料 第６１集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会 /発行
2013.3 [ 8,] 48p 30cm
【受贈】

群馬高専レビュー 第３１号(２０１２)
群馬県工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬県工業高等専門学校 /発行
2013.3 108,10p 30cm
【受贈】

イノベーションによる地域活性化
高崎経済大学地域政策研究センター /編
日本経済評論社 /発行
2013.3 4,220p 22cm 2800 円
高崎食品リサイクルループ事業やたかさき昼市
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 1809 号】
エコ通学のススメ
群馬県交通政策課 /作製
[ 2013.4]

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２１回
平成２４年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団 /編集･発行
2013.3 110p 21cm
【 受 贈】
群馬社会科教育研究 第１号
群馬社会科教育学会 /編集･発行
2013.3 57p 26cm

【上毛 4/17】

外国人生活ガイドブック 改訂
伊勢崎市 /発行
[2013.4] A6 判 17p
英語･ポルトガル語･スペイン語･ベトナム語版
あり
【東京 4/3、上毛 4/7】
学校における人権教育 第１６集
安中市教育委員会 /発行
2013.3 38p 30cm

【受贈】

【受贈】

群馬大学教育学部紀要 芸術･技術･体育･生活科
学編 第４８巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2013.2 268p 26cm
【 受 贈】
群馬大学教育学部紀要 自然科学編
群馬大学教育学部 /編集･発行
2013.2 107p 26cm

【受贈】

第６１巻
【 受 贈】

[桐生市]まちいなか暮らしのススメ マップ 改
訂版
桐生市観光交流課 /作成
[ 2013.4] 四つ折り A2 判
【上毛 4/10】

群馬大学教育学部紀要 人文･社会科学編
第６２巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2013.2 194p 26cm
【 受 贈】

桐生大学紀要 第２３号（２０１２）
桐生大学紀要編集委員会 /編集 桐生大学 /発行
2012.12 93p 30cm
【 受贈 】

群馬の県民経済計算 平成２２年度
群馬県企画部統計課 /編集
2013.3 [ 9,] 91p 30cm
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【受贈】

〔 2013.5 〕

研究の記録 平成２４年度
伊勢崎市教育研究所 /発行
2013.3 1 冊 30cm

「じんけんの花」写真集 平成２４年度
前橋地方法務局人権擁護課 /発行
2013.2 16p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

工事に係る行政監査結果報告書 第７回
(平成２３～２４年度)(社会基盤施設に係る施設
台帳等の整備･管理状況について）
群馬県監査委員 /発行
2013.3 17p 30cm
【受贈】

榛嶺 ＶＯＬ４８ ２０１２
群馬県立渋川高等学校 /編集･発行
2013.3 64p 21cm

館林市暮らしのガイド市民便利帳２０１３
館林市 /作製
[2013.4] 80p A4 判 【上毛 4/5、毎日 4/6】

高大連携と能力形成
高崎経済大学産業研究所 /編
日本経済評論社 /発行
2013.3 12,311p 22cm 3500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1811 号】

墜落捜査秘境捜索 警察官とその妻たちの事件史
飯塚訓 /著 さくら舎 /発行
2013.4 216p 19cm 1500 円
連合赤軍事件、大久保清事件、日航機墜落事故
に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1812 号】

子どもは社会の鏡 ラジオ＆トーク教育相談Ｑ＆
Ａ ２
柴崎龍吾 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.3 274p 19cm 953 円
著者はうすい学園(高崎市)学園長
FM ぐんまの教育トーク番組で放送したものを
本にまとめている
【ぐんま経済 4/25、 TRC 新刊案内 1811 号】

定例県議会議案 平成２５年２月（ 附予算説明書 ）
企業局関係
群馬県 /発行
2013.2 109p 30cm
【 受 贈】
定例県議会議案平成２５年２月（附予算説明書）
病院局関係
群馬県 /発行
2013.2 41p 30cm
【受贈】

こまちウェディング [２０１３]夏号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[ 2013.4] 300 円
【ぐんま経済 4/27】
渋川市統計書 平成２４年版
渋川市企画部広報情報課 /編集
2013.2 [ 12,] 139p 30cm

渋川市 /発行
【受贈】

首都圏高校受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１４年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
2013.4 1643p 21cm 2200 円
【 TRC 新刊案内 1811 号】

巡検学習･フィールドワーク学習の理論と実践
地理教育におけるワンポイント巡検のすすめ
松岡路秀･今井英文 /編 古今書院 /発行
2012.12 8,279p 21cm 4200 円
群馬県立高崎高等学校における実践例収録
【受贈、 TRC 新刊案内 1795 号】

〔 2013.5 〕

伝統文化継承事業 調査報告書(概要)
年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2013.3 37p 30cm

平成２４
【受贈】

坂東太郎 第１４８号
群馬県立前橋高等学校 /発行
2013.3 225p 21cm

【 受 贈】

東日本大震災による群馬県内避難者に関する調査
報告書
群馬大学社会情報学部 /発行
[ 2013.4]
【ぐんま経済 4/18】

首都圏中学受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１４年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
2013.4 923p 21cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1811 号】

消防白書 平成２４年
桐生市消防本部 /発行
[ 2013.3] 15p 30cm

【 受 贈】

【受贈】
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前橋市小中学校校長会会誌 第６７号
前橋市小中学校校長会 /発行
2013.3 46p 21cm

【受贈】

四十周年記念誌
吾妻郡退職校長会 /編集･発行
2012.11 88p 30cm

【受贈】

こころの健康センター所報 第２２号
２０１０年度（平成２２年度）
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2011.11 49p 30cm
【 受 贈】

4 自然科学
赤城姫 第２５号
赤城姫を愛する集まり /発行
2013.3 2,109p 26cm

事業概要 平成２４年度作成
前橋市保健所 /発行
[2013] 75p 30cm

【受贈】

医療安全対策総合ハンドブック わかば病院版
相生会わかば病院医療安全総合対策委員会 /編
産労総合研究所出版部経営書院 /発行
2013.4 396p 26cm 6800 円
医療法人相生会わかば病院(前橋市)における医
療安全の指針･事故防止対策マニュアル
【 TRC 新刊案内 1810 号】

【受贈】

桃の木川自然観察ガイド
[南橘の自然観察と環境を守る会 /発行]
2013.2 折りたたみ 42 × 30cm
【受贈】
渡良瀬遊水地植物ガイドブック
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 /作製
[ 2013.4] 96p A5 判 100 円 【上毛 4/11】

看護職就職＆医療職ガイドブック 看護師･准看
護師･保健師･助産師
[上毛新聞社 /発行]
[ 2013.4]
【上毛 4/2】
感染症発生動向調査報告書 平成２４年
群馬県感染制御センター /編集･発行
2013.3 56p 30cm
【 受贈 】

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 第５号
（平成２４年５月診療分）
群馬県後期高齢者医療広域連合･群馬県国民健
康保険団体連合会 /発行
2013.2 52p 30cm
【受贈】

活動報告書 第１２号 平成２４年度
南橘の自然観察と環境を守る会 /発行
[ 2013.3] 30p 30cm
【受贈】
ぐんまのごみの減らしかた
群馬県 /作成
[2013.4] 21p A5 判

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 第４３号
（平成２４年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
2013.2 64p 30cm
付属資料： CD-ROM 1 枚
【受贈】

[事業所向け]
【読売 4/10】

都市計画法に基づく開発許可制度の手引
平成２５年４月１日
群馬県県土整備部建築住宅課 /発行
[2013.4] 294p 30cm
【 受贈 】

群馬県食品安全検査センター業務報告 ＮＯ.４
２０１２
群馬県食品安全検査センター /編集･発行
2013.1 51p 30cm
【受贈】
群馬県立がんセンター年報 第４０号
（平成２３年度） 創立４０周年記念誌
群馬県立がんセンター /編集･発行
2012.12 268p 30cm
【受贈】
年報 平成２３年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
2013.2 75p 30cm
【受贈】
こころの健康センター所報 第２１号
２００９年度（平成２１年度）
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2010 62p 30cm
【受贈】
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〔 2013.5 〕

廃線跡ウォーキング東日本
JTB パブリッシング /発行
2013.4 159p 21cm 1500 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
信越本線旧線(横川～軽井沢)、足尾線旧線(神
土～沢入、間藤～足尾本山)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1809 号】

6 産業
織郷(おりさと)ぐんま
上毛新聞社 /発行
2013.3 210p 19cm 1500 円
（ シルクカントリー双書 10 ）
【 TRC 新刊案内 1810 号】

よみがえる国土 写真で見る治山事業１００年の
歩み
『治山事業百年写真集』編集委員会 /編
日本治山治水協会 /発行
2012.8 213p 30cm 8000 円
群馬県に関する記述あり
【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成２４年版
群馬県環境森林部林政課 /発行
2013.1 116p 30cm
【 受贈 】
群馬県民有林治山事業の概要 平成２０年度
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2008.9 80p 30cm
【受贈】
群馬県民有林治山事業の概要 平成２２年度
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2010.10 81p 30cm
【 受贈 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県民有林治山事業の概要 平成２３年度
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2011.12 79p 30cm
【 受贈 】
ぐんま地場産品カタログ 中国語版
群馬県 /作成
[2013.4] 36p A4 判
【上毛 4/17、産経 4/18、ぐんま経済 4/25】
計量モニター報告書 平成２４年度
群馬県計量検定所 /発行
2013.3 26p 30cm

【受贈】

色めく彫刻－よみがえる美意識－
神尾玲子 /編集 印象社 /制作
群馬県立館林美術館 /発行
2012 111p 26cm

【 受贈 】

【受贈】
群馬県ふるさと伝統工芸品
群馬県 /作製
[2013.4] 36p A5 判

島村ここに在り その３ 境島村及びぐんま島村
蚕種の会に関する新聞報道等《平成２１年４月
１日～平成２４年３月３１日 》
ぐんま島村蚕種の会 /発行
[2013] 138p 30cm
【受贈】

改訂
【上毛 4/24】

三陸の花 [写真集]
安原修次 /撮影･著 ほおずき書籍 /発行
2013.3 154p 21cm 1800 円
安原氏は中之条町生まれ
【 TRC 新刊案内 1806 号】

世界農林業センサス ２０１０年第１巻１０ 群
馬県統計書
農林水産省大臣官房統計部 /編集
農林統計協会 /発行
2013.2 27,317,12p 31cm 13600 円
【 TRC 新刊案内 1810 号】

館林ジャンクション－中央関東の現代美術－
田中龍也 /編集 原人社 /制作
群馬県立館林美術館 /発行
2012.6 125p 26cm
【受贈】

中山道上州七宿めぐり散策図
群馬県西部県民局西部行政事務所 /発行
2013.3 [16p] 15 × 21cm【受贈、毎日 4/23】

なかよしかるた
細井玲子 /絵
千代田町 2 丁目自治会(前橋市)/制作
[ 2013.4]
【朝日 4/24】

農業農村整備事業のあゆみ 平成２４年度
群馬県農政部農村整備課 /編集･発行
2013.3 141p 30cm
【受贈】

〔 2013.5 〕

石の鼓動 森亮太
森亮太 /著 美術出版社 /制作
群馬県立館林美術館 /発行
2012.12 15p 42cm
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花の画集
中島裕明 /[画･]発行
[2013.4] 64p A4 変形判
中島氏は太田美術協会長

活人剣聖上泉信綱
中条槇也 /著 叢文社 /発行
2013.3 319p 19cm 1800 円
【上毛 4/21、 TRC 新刊案内 1809 号】

1000 円
【上毛 4/27】

文化的景観研究集会報告書 第４回 文化的景観
の現在 保護行政･学術研究の中間総括
国立文化財機構奈良文化財研究所 /編集･発行
2012.12 148p 30cm
（ 奈良文化財研究所研究報告 第 10 冊 ）
『「 水郷」景観から「水場」景観まで－利根川
･渡良瀬川合流域の水場景観(群馬県板倉町)－ 』
宮田裕紀枝(板倉町教育委員会)/著収録
【受贈】
雪と氷 『雪華図説』から近現代の美術まで
美術出版社 /制作
群馬県立館林美術館 /発行
2012 63p 22cm
【受贈】

群馬県文学賞作品集 第５０回 平成２４年度
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2013.3 284p 19cm 1000 円
【受贈、上毛 4/20】
群馬県文学賞の五十年
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2013.3 259p 19cm 1800 円
【受贈、上毛 4/20】
シュンスケ！
門井慶喜 /著 角川書店 /発行
2013.3 349p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1810 号】
水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2013.3 56p 21cm
澄む空に 句集
石田三省 /[著･]発行
[2013.4] 114p B6 判
石田氏は前橋市在住

8 語学
おもいやり 全国中学生人権作文コンテスト群馬
県大会入賞作文集 第３２回
前橋地方法務局人権擁護課･群馬県人権擁護委
員連合会 /発行
2013.2 40p 21cm
【受贈】

遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌
高崎市文化協会群馬支部 /発行
2013.2 224p 21cm

【受贈】

【上毛 4/25】

全国文学館ガイド 増補改訂版
全国文学館協議会 /編 小学館 /発行
2013.1 255p 21cm 1714 円
前橋文学館、田山花袋記念文学館、土屋文明記
念文学館、徳富蘆花記念文学館に関する記述あ
り
【朝日 4/23TRC 新刊案内 1802 号】
戦都の陰陽師 迷宮城編
武内涼 /著 角川書店 /発行
2013.2 452p 15cm 743 円
（ 角川ホラー文庫 H た 4-4 ）
著者は群馬県出身
【受贈、 TRC 新刊案内 1805 号】

9 文学
遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌
高崎市文化協会群馬支部 /発行
2012.2 194p 21cm

第２５集

第４４号

タマネギのひみつ。 黒柳さんに聞いた徹子さん
のこと
黒柳徹子 /著 糸井重里 /聞き手 祥伝社 /発行
2013.4 223p 19cm 1300 円
黒柳徹子と糸井重里(群馬県生まれ)の対談集
【 TRC 新刊案内 1810 号】

【受贈】
第４５号
【受贈】

おまじないは魔法の香水
あんびるやすこ /作･絵 ポプラ社 /発行
2013.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 47 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1812 号】

ＤＵ ＲＥＭＥＭＯＲＯＪ Ａ Ŭ ＴＯＢＩＯＧＲ
ＡＦＩＡ ＲＯＭＡＮＯ（思い出二つ エスペラ
ント語原作小説）
Gosoku Kiĵi(斎藤仁一)/著
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2013.3 156p 21cm
著者は前橋市在住
【受贈】
-9-

〔 2013.5 〕

野鯉 小山宏第一句集
小山宏[/著･発行]
2013.3 54p 14 × 19cm
小山氏は北群馬渋川郷土館館長

【受贈】

餘光 [歌集]
大槻正好 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2012.12 218p 22cm
著者は太田市在住
【受贈】

白秋と大手拓次 共鳴する魂
北原東代 /著 春秋社 /発行
2013.3 4,265p 20cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1809 号】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第４回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2005.11 37p 26cm
【 受 贈】

ひこうき
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.4 14p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1811 号】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第６回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2007.12 44p 26cm
【 受 贈】
吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第７回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2008.12 39p 26cm
【 受 贈】

｢雲雀の会｣詩集 第６号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣ /発行
2013.3 28p 26cm
【受贈】
漂泊と自由 エッセー集
近藤蔵人 /著
[2013.4] 243p A5 判
著者は伊勢崎市在住

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第８回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2009.12 36p 26cm
【 受 贈】

1500 円
【上毛 4/10】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第９回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2010.12 36p 26cm
【 受 贈】

北緯１４度 セネガルでの２カ月
絲山秋子 /著 講談社 /発行
2013.4 301p 15cm 695 円
（ 講談社文庫 い 113-7 ）
著者は高崎市在住 【 TRC 新刊案内 1812 号】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１０回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2011.12 36p 26cm
【 受 贈】

ボランティアバスで行こう！
友井羊 /著 宝島社 /発行
2013.4 292p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1812 号】
息子へ お待たせしましたマンモスのステーキで
す
向田一平 /著 総和社 /発行
2013.1 391p 22cm 1500 円
著者は桐生市在住
【受贈】

県関係者の一般著作
秋月悌次郎 老日本の面影 決定版
松本健一 /著 中央公論新社 /発行
2013.3 317p 16cm 743 円
（ 中公文庫 ま 44-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】

八重の桜 ２
山本むつみ /作 五十嵐佳子 /ノベライズ
NHK 出版 /発行
2013.3 266p 19cm 1400 円
[新島]八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1810 号】

あなたはこの人生で「お金」を選びますか、それ
とも「生きがい」を求めますか？ １万人の生き
様から考える自分にとっての「気持ちいい」生き
方
大塚寿 /著 ぱる出版 /発行
2013.3 207p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】

幸村去影
津本陽 /著 徳間書店 /発行
2013.4 301p 20cm 1700 円
【 TRC 新刊案内 1812 号】

〔 2013.5 〕
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海女のいる風景 昭和の美しい海の女たち
大崎映晋 /著 自由国民社 /発行
2013.4 126p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1810 号】

離れて暮らす親に元気でいてもらう本 うちの親
は大丈夫かな、と思ったら
田中元 /著 自由国民社 /発行
2013.4 191p 21cm 1524 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1810 号】

伊勢神宮と天皇の謎
武澤秀一 /著 文藝春秋 /発行
2013.3 269p 18cm 830 円
（ 文春新書 908 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】

１００のスキルよりたった１つの考え方で仕事が
変わる 早くて質の高い仕事をする方法
高橋政史 /著
クロスメディア･パブリッシング /発行
2013.4 191p 19cm 1380 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1812 号】

恐竜の飼い方 「もしも?」の図鑑
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
実業之日本社 /発行
2013.3 127p 21cm 900 円
【 TRC 新刊案内 1809 号】
グローバル化の中のポストコロニアリズム 環太
平洋諸国の英語文学と日本語文学の可能性
大熊昭信･庄司宏子 /編著 風間書房 /発行
2013.3 7,350p 21cm 3800 円
（ 成蹊大学アジア太平洋研究センター叢書 ）
大熊氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1811 号】
コミュニティ･エネルギー 小水力発電、森林バ
イオマスを中心に
室田武･倉阪秀史 /著 農山漁村文化協会 /発行
2013.3 286p 20cm 2600 円
（ シリーズ地域の再生 13 ）
室田氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1809 号】

ファンダメンタル法学･憲法
新田浩司･金光寛之 /編著 税務経理協会 /発行
2013.4 2,9,193p 21cm 2500 円
新田氏は高崎経済大学地域政策学部教授
金光氏は高崎経済大学地域政策学部准教授
【 TRC 新刊案内 1810 号】
「 武器 」としての労働基準法 自分の時間 、お金 、
権利を守る！
布施直春 /著 PHP 研究所 /発行
2013.4 253p 18cm 860 円
（ PHP ビジネス新書 272 ）
著者は関東学園大学法学部経済学部講師
【 TRC 新刊案内 1809 号】
メッシはマラドーナを超えられるか
亘崇詞･土屋雅史 /著 中央公論新社 /発行
2013.4 203p 18cm 780 円
（ 中公新書ラクレ 450 ）
土屋氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1812 号】

財務会計理論 ８訂版
橋本尚 /著 同文舘出版 /発行
2013.3 6,257p 21cm 2500 円
（ 基本テキスト･シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】

歴史からみる中国
吉澤誠一郎 /編著 放送大学教育振興会 /発行
2013.3 252p 21cm 3100 円
（ 放送大学教材 ）
吉澤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1809 号】

知っていますか？シックスクール 化学物質の不
安のない学校をつくる
近藤博一 /著 農山漁村文化協会 /発行
2013.3 201p 21cm 1600 円
（ 健康双書 ）
著者は群馬県学校事務職員
【 TRC 新刊案内 1810 号】
事例で学ぶ家族法
田山輝明 /著 法学書院 /発行
2013.4 12,216p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1809 号】
心理面接の方法 見立てと心理支援のすすめ方
永井撤 /著 新曜社 /発行
2013.4 206p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1811 号】
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みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
中郷小学校 平成２５年３月２６日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

視聴覚資料
尾瀬に魅せられて（DVD）
新井幸人[/出演]
群馬テレビエンタープライズ /制作
[2013.4] 3 枚組 3000 円
新井氏は尾瀬の郷親善大使
ブルーレイ版(1 枚 4000 円)あり【上毛 4/28】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
箕輪小学校 平成２５年２月１９日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 藤岡市立
美久里東小学校 平成２５年３月１２日放映
（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

からっぽ（DVD）
草野翔吾 /監督 ガフ /製作
2013.4 2 枚組 3990 円
桐生市の市民や企業の協力を得て撮り上げた映
画
草野氏は桐生市出身
【桐生タイムス 3/29】

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
春日中学校 平成２５年２月１２日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

ぐんま一番 ＃３２ １２人目のフィールドプレ
ーヤー～ザスパクサツ群馬～ 平成２５年３月８
日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
【受贈】
ぐんまの歴史 群馬銀行創立８０周年記念特別番
組 ２０１３年１月１日放映（DVD）
群馬銀行 /企画
群馬テレビ /制作
2013.1 58 分
【受贈、上毛 4/1】

電子資料
業務年報 平成２３年度（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場 /発行
[2012]

中之条町立伊参小学校閉校記念ＣＤ（CD）
平成２４年度伊参小学校全校児童 /歌
関口一郎 /録音･編集協力
[ 2013] 6 曲
【受贈】

群馬大学教育実践研究 第３０号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー /発行
2013.3
【受贈】

ＢＯ Ø ＷＹ ＴＨＥ ＢＥＳＴ“ＳＴＯＲＹ”
（CD）
BOØWY
2013.3 32 曲
BOØWY の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松は高
崎市生まれ
【上毛 4/1】
みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立茂呂小学校 平成２５年３月５日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
城西中学校 平成２５年２月２６日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
昭和小学校 平成２５年３月１９日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

〔 2013.5 〕

【受贈】
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