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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年５月分
No.３１８

氣雲山 元景寺誌
氣雲山春光院元景寺(前橋市)/発行
2013.4 46,361p 22cm
【受贈、上毛 5/14】

発行日
発 行

平成 25( 2013)年 6 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027( 231) 3008 , FAX 027( 235) 4196

京目不動尊のあゆみ
中沢和志夫 /[著･]発行
[2013.5] 86p A5 判
中沢氏は高崎市在住

・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。

【上毛 5/21】

新パワースポット巡り 和歌と天神さんと歌謡曲
田中忠徳 /著 東洋出版 /発行
2013.4 230p 19cm 1500 円
桐生天満宮に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

・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。
・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
悪途東Ⅱ遺跡（あくつひがしにいせき） 分譲住
宅造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
2012.12 26p 写真図版[ 8p] 30cm 【受贈】

０ 総記
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」常設展示
解説図録（追録付）
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」 /編集･
発行
2013.3 97p 30cm
【 受贈 】

新屋敷遺跡･上西根遺跡･関遺跡(１)（あらやしき
いせき･かみにしねいせき･せきいせきかっこい
ち） 社会資本整備総合交付金事業(活力創出基
盤整備)国道４６２号(本関拡幅)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 382p 写真図版 138p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

紙ぐんラボ！ 創刊号
朝日印刷工業(前橋市)/発行
[2013.5] 折りたたみ B4 判
生活情報や流行を紙媒体で紹介するフリーペー
パー
【上毛 5/14】

飯島家文書から視た日光例幣使道境町飯島本陣
山中誠 /著 上毛新聞社事業局出版部 /製作発行
2013.3 [31,] 681p 22cm
著者は元境高教諭
【受贈、上毛 5/11】

図書館が街を創る。 「武雄市図書館」という挑
戦
楽園計画 /編 ネコ･パブリッシング /発行
2013.4 127p 26cm 1429 円
「図書館という装置で 、“田舎･再発見”を促
す。－群馬県甘楽郡南牧村」収録
【購入、 TRC 新刊案内 1810 号】

伊勢崎市境歴史資料 ２３９号
境史談会 /発行
2013.3 42p 26cm

【受贈】

維新革命社会と徳富蘇峰
伊藤彌彦 /著 萌書房 /発行
2013.4 7,171,3p 22cm 2600 円
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】
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〔 2013.6 〕

いちばんをさがせ！日本一 えさがしあそび
にしもとおさむ ほか /作･絵 高橋書店 /発行
2013.4 95p 21cm 850 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1814 号】

ぐんま三大梅林スタンプラリーガイドマップ
群馬県西部行政事務所･ぐんま三大梅林振興会
議 /作成
[2013.2] [4p] 30cm
【受贈、上毛 3/13】
激動と波乱の一代記 自伝
笠原誠司 /[著･]発行
[2013.5] 238p 四六判
著者は館林市在住

王久保遺跡（おうくぼいせき） 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 140p 写真図版 35p 30cm 【受贈】

声を届ける １０人の表現者
梯久美子 /著 求龍堂 /発行
2013.5 223p 20cm 1600 円
石内都(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

尾瀬の自然 保護群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第３５号
群馬県尾瀬保護専門委員会 /編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室 /発行
2013.2 108p 30cm
【受贈】

古墳から寺院へ 関東の７世紀を考える
小林三郎･佐々木憲一 /編 六一書房 /発行
2013.4 6,206p 21cm 3000 円
（ 考古学リーダー 22 ）
上野国に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

上町･時沢西紺屋谷戸遺跡（かみちょう･ときざわ
にしこんやがいといせき） 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 364p 写真図版 124p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

真田三代戦国歴史検定公式問題集
橋場日月 /著 学研パブリッシング /発行
2013.5 206p 21cm 1400 円
「 川中島合戦と西上野経略 」･「 昌幸と沼田城 」
収録
【 TRC 新刊案内 1814 号】

上細井蝉山遺跡（かみほそいせみやまいせき）
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 214p 写真図版 60p 30cm 【受贈】

渋川市誌研究４ 一倉又兵衛漫遊記 下巻
渋川市教育委員会生涯学習部文化財保護課 /編
集 渋川市教育委員会 /発行
2013.3 66p 30cm
【受贈】

カメラが撮らえた新島八重･山本覚馬･新島襄の幕
末･明治
吉海直人 /編著 中経出版 /発行
2013.4 143p 21cm 1600 円
（ ビジュアル選書 ）
【 TRC 新刊案内 1814 号】

渋川市市内遺跡６（ しぶかわししないいせきろく ）
平成２３年度市内遺跡試掘確認調査報告
渋川市教育委員会 /編集･発行
2013.3 25p 写真図版 7p 30cm
【受贈】
渋川市文化財年報 平成２３年度
渋川市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.3 28p 30cm
【受贈】

軽井沢 ‘１４
昭文社 /発行
2013.5 111p 26cm 800 円
（ マップルマガジン ）
草津温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

昭和の三傑 憲法九条は「救国のトリック」だっ
た
堤堯 /著 集英社 /発行
2013.4 378p 16cm 880 円
（ 集英社文庫 つ 19-1 ）
鈴木貫太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

関東子連れにぴったり！コテージ＆貸別荘とって
おきガイド
手塚一弘 /著 メイツ出版 /発行
2013.5 144p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

白井二位屋遺跡４（しろいにいやいせきよん）
創価学会渋川文化会館新築に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
毛野考古学研究所 /編集･発行
2012.10 110p 写真図版 20p 30cm 【受贈】

北浦遺跡･上ノ平遺跡（きたうらいせき･うえのた
いらいせき） 携帯電話基地局建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
2013.3 18p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

〔 2013.6 〕

【上毛 5/9】
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城山町３０年のあゆみ
城山町 30 周年記念誌製作委員会 /編集
群馬県高崎市城山町一丁目、二丁目町内会 /発
行
2013.3 84p 30cm
【受贈、上毛 5/8】

日本男子なら知っておきたい悪妻の日本史 偉人
を育てた幕末･明治･大正･昭和の「悪い」女房た
ち
清水昇 /著 実業之日本社 /発行
2013.5 223p 18cm 762 円
（ じっぴコンパクト新書 153 ）
新島襄の妻･八重に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

世界で活躍するコリアンの真実 多文化共存･共
生を求めて
李成七 /著 文芸社 /発行
[2013.5] 121p B6 判 1155 円
半生を振り返るとともに、在日コリアンの表社
会、裏社会の実態を説明した
著者は群馬大学社会情報学部大学院修了、伊勢
崎市在住
【上毛 5/10･ 19】

入門山トレッキングサポートＢＯＯＫ 登り高低
差で選べる、とことん『いい山だけ』３８選
ネコ･パブリッシング /発行
2013.4 106p 30cm 933 円
（ NEKO MOOK 1911 ）
玉原高原、尾瀬ヶ原、妙義山石門コース、黒斑
山、至仏山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1814 号】

高崎・前橋本 特別な高崎･前橋を探検したい。
枻出版社 /発行
2013.5 125p 29cm 800 円
（ エイムック 2617 ）
【 TRC 新刊案内 1815 号】

幕末志士の履歴書 時代劇ではわからない意外な
プロフィール
クリエイティブ･スイート /著 宝島社 /発行
2013.5 349p 19cm 952 円
山本八重(後の新島襄の妻)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

たじひのだより 松原市文化財情報誌
Ｎｏ.１２
松原市教育委員会事務局地域教育振興課市史文
化財係 /編集･発行
2013.3 4p 30cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】

日々をつづる 続
小見幸子 /著 あさを社 /発行
2013.4 190p 20cm
著者は前橋市在住

東国文化副読本～古代ぐんまを探検しよう～
松島榮治 /監修 群馬県文化振興課 /企画･編集
群馬県・群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
委員会 /発行
2013.3 60p 30cm
【受贈、上毛 5/9･ 27、朝日 5/16、産経 5/25】

【受贈】

みずばポタリングまっぷ
板倉町教育委員会･水場の風景を守る会 /発行
2012
【 viva!amigo 5/10】
むかし街さんぽ 首都圏版
交通新聞社 /発行
2013.5 127p 29cm 838 円
（ 散歩の達人 MOOK A17 ）
桐生、富岡、甘楽町小幡に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1814 号】

毒婦伝説 高橋お伝とエリート軍医たち
大橋義輝 /著 共栄書房 /発行
2013.4 169p 19cm 1500 円
高橋お伝は現みなかみ町下牧生まれ
【上毛 5/5、 TRC 新刊案内 1813 号】

八重と会津の女たち
山村竜也 /著 洋泉社 /発行
2013.5 190p 18cm 840 円
（ 歴史新書 ）
山本八重(後の新島襄の妻)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

西横野中部地区遺跡群発掘調査概報４ 二軒在家
原田Ⅱ遺跡（にしよこのちゅうぶちくいせきぐん
はっくつちょうさがいほうよん にけんざいけは
らだにいせき） 県営農地整備事業松義中部地区
(第２工区Ｂ－１)に伴う埋蔵文化財発掘調査概要
報告書
安中市教育委員会 /編集･発行
2013.3 18p 口絵 2p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

るるぶ北関東ベスト 群馬 栃木 茨城
JTB パブリッシング /発行
2013.5 111p 26cm 857 円
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1815 号】

西横野東部地区遺跡群発掘調査概報６ 人見西向
原遺跡･上人見遺跡（にしよこのとうぶちくいせ
きぐんはっくつちょうさがいほうろく ひとみに
しむかいはらいせき･うわひとみいせき） 県営農
地整備事業松義東部地区(第６工区)に伴う埋蔵文
化財発掘調査概要報告書
安中市教育委員会 /編集･発行
2013.3 16p 口絵 2p 写真図版 2p 30cm
【受贈】
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〔 2013.6 〕

3 社会科学
お互いさまプロジェクト
富岡商工会議所 /作成
[2013.5] 65p A5 判
会員事業者のセールスポイントなどを紹介した
PR 冊子
【上毛 5/16】

研修講座案内 平成２５年度
群馬県総合教育センター /発行
2013.3 104p 30cm

【受贈】

高体連 第６３号（平成２４年度）
群馬県高等学校体育連盟 /編集･発行
2013.5 [9,]217p 30cm

【受贈】

子どもと一緒におでかけ しぶかわ遊マップ
赤城･北橘方面編
しぶかわ広域子育てネットあしたば /発行
[ 2013.5]
【上毛 5/18】

課題解決支援事業普及資料 Ｎｏ.２
平成２３年度
群馬県生涯学習センター /編集･発行
2012.3 [ 4p] 30cm

【受贈】

課題解決支援事業普及資料 Ｎｏ.３
平成２４年度
群馬県生涯学習センター /編集･発行
2013.3 [ 4p] 30cm

子どもと一緒におでかけ しぶかわ遊マップ
伊香保方面編
しぶかわ広域子育てネットあしたば /発行
[2012.10]
【 上毛 5/18】

【受贈】

子どもの心を育てる学童保育と児童館 日本で唯
一の実践書！
渡部平吾 /著 ごま書房新社 /発行
2013.4 191p 19cm 1300 円
わかばふれあい児童館(渋川市)の実践に関する
記述あり
著者はパンジー保育園(渋川市)園長
【上毛 5/29、 TRC 新刊案内 1814 号】

[学校と社会をつなぐ～より良いキャリア教育の
実現へ向けて シンポジウム報告書]
[群馬経済同友会 /発行]
[2013.5]
付属資料： DVD1 枚
【上毛 5/14】
群馬県公立高等学校入学者選抜結果
平成２５年度
群馬県教育委員会事務局高校教育課 /発行
2013 [ 3p] 30cm
【受贈】

施策の概要 平成２５年度
群馬県教育委員会生涯学習課 /発行
2013 58p 30cm

群馬県立県民健康科学大学紀要 第７巻
群馬県立県民健康科学大学 /発行
2012.3 106p 30cm
【 受贈 】

獅子舞雑記ノート ７１
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2013.4 48p 21cm
多比良･谷組獅子舞(高崎市)に関する記述あり
【受贈】

群馬県立県民健康科学大学紀要 第８巻
群馬県立県民健康科学大学 /発行
2013.3 124p 30cm
【 受贈 】

市町村民経済計算 平成２２年度
群馬県企画部統計課 /編集
2013.3 69p 30cm

群馬県労働委員会年報 平成２４年版
群馬県労働委員会事務局 /発行
2013.3 125p 30cm
【 受贈 】
ぐんまの健康福祉 ２０１３
群馬県健康福祉部健康福祉課 /発行
2013.3 18p 30cm

【受贈】

群馬保健学紀要 第３３巻
群馬大学大学院保健学研究科 /発行
2013.3 67p 30cm

【受贈】

研究紀要 第３３号 平成２４年度
前橋市小中学校校長会研究部 /発行
2013.3 76p 26cm

〔 2013.6 〕

【受贈】

【受贈】

渋川市総合計画 後期基本計画 概要版
企画部企画課 /編集 渋川市 /発行
2013.3 [ 8p] 30cm
【受贈】
渋川市総合計画 後期基本計画 やすらぎとふれ
あいに満ちた“ほっと”なまち
企画部企画課 /編集 渋川市 /発行
2013.3 154p 30cm
【受贈】
社会生活基本調査 群馬県結果の概要－生活行動
に関する結果－ 平成２３年
[群馬県企画部]統計課人口社会係 /発行
2013.3 8[ ,17] p 30cm
【受贈】

【受贈】
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松韻 第３５号 平成２４年度
長協会会誌
群馬県高等学校長協会 /発行
2013.3 142p 26cm

群馬県高等学校

生涯学習要覧 平成２５年度
中部教育事務所生涯学習係 /発行
2013 35p 30cm
上毛民俗 第５６号
上毛民俗学会(吉岡町)/編集･発行
2013.4 33p 21cm

日本地域政策研究 第１１号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2013.3 274p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

日本の地方自治･今日的課題
小山宏[/著･発行]
2013.4 55p 31cm
渋川市に関する記述あり
小山氏は北群馬渋川郷土館館長

【受贈】

はばたけ群馬･県土整備プラン
群馬県 /編集･発行
2013.4 91p 30cm

【受贈】

2013-2022

選挙に行こう！ 中学生用選挙啓発教材
（平成２５年版）
群馬県教育委員会 /監修
群馬県選挙管理委員会 /発行
2013.3 6p 30cm
【受贈】

「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト第14次
群馬県総合計画（平成25年4月1日改定版）
群馬県 /発行
2013.4 53p 30cm
【受贈】

創立五十周年記念誌 中之条町老人クラブ連合会
中之条町老人クラブ連合会編集委員会 /編集･発
行
2013.2 292p 26cm
【受贈】

「はばたけ群馬プラン」分野別･地域別施策展開
第14次群馬県総合計画（平成25年4月1日改定）
群馬県 /発行
2013.4 62p 30cm
【受贈】

館林市統計書 平成２４年版
総務部行政課 /編集 館林市役所 /発行
2013.3 [ 13,] 229p 30cm
【受贈】

包括外部監査の結果報告書 平成２４年度
平田稔 /著
[2013.4] 1 30cm
著者は群馬県包括外部監査人
【受贈】

地域貢献活動報告書 平成２３年度
群馬県立県民健康科学大学 /発行
[2012] 181p 30cm

まえばし認知症あんしんマップ
前橋市･前橋市医師会 /発行
[2013.5] A4 判
【上毛 5/3、読売 5/21】

【受贈】

『地域力』の研究Ⅳ
高崎商科大学ネットビジネス研究所 /編集･発行
2013.3 122p 26cm
（ 高崎商科大学叢書 第 8 号 ）
【受贈】
地価公示 平成２５年
国土交通省土地鑑定委員会 /発行
[2013.3] [19,]774p 30cm
群馬県に関する記述あり

要覧 平成２５年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所 /発行
2013 7p 30cm
【受贈】
要覧 平成２５年度
群馬県立北毛青少年自然の家 /発行
2013 14p 30cm

【受贈】

【受贈】
臨江 第３２号 明寿大学同窓会誌
度
明寿大学同窓会(前橋市)/発行
2013.3 131p 26cm

地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査 平成２３会計
年度
群馬県教育委員会事務局総務課 /編集･発行
2013.3 50p 30cm
【受贈】
統計おおた 平成２４年版
企画部企画政策課統計係 /編集
太田市役所 /発行
2013.3 [5,]101p 30cm

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３３号
新島学園短期大学 /発行
2012.3 162p 26cm

【受贈】

老健ぐんま １５巻
「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
2013.3 182p 30cm
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平成２４年
【受贈】

【受贈】

〔 2013.6 〕

年報 平成２０年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
2010.1 92p 30cm
【受贈】

4 自然科学
翁藤の謎－前橋の名花を求めて－(１)
野本文幸 /著 2013.3 [3p] 26cm
『群馬県医師会報 第７７６号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

年報 平成２１年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
2011.2 85p 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
2012.2 89p 30cm
【受贈】

翁藤の謎－前橋の名花を求めて－(２)
野本文幸 /著 2013.4 [3p] 26cm
『群馬県医師会報 第７７７号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】
外来動物の脅威 群馬県における生息･生態･諸影
響と防除方法
石川真一･西村尚之 /編
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.3 84p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 11 ）
【 TRC 新刊案内 1814 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

学術調査研究調査報告 温泉科学（ 平成２４年度 ）
群馬県前橋市域にある温泉の科学成分について
群馬県温泉協会 /発行
2013.3 28p 30cm
【受贈】
学術調査研究調査報告 温泉科学（ 平成２４年度 ）
利根･沼田地域の温泉と地質
群馬県温泉協会 /発行
2013.3 20p 30cm
【受贈】

環境で赤城力を高める９人の提言 講演録
NPO 法人赤城自然塾(前橋市)/発行
2013.3 77p 30cm
付属資料： CD-ROM1 枚
【受贈】
群馬県都市計画審議会議案 第１６５回
群馬県県土整備部都市計画課 /発行
2013.3 4p 30cm
別添資料：添付図面 11p 参考資料 2p【受贈】
群馬県の廃棄物（ 廃棄物･リサイクル課業務概要 ）
平成２３年度版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課 /編集･
発行
2013.3 78p 30cm
【受贈】

ぐんまの食品安全データブック 平成２３年度版
群馬県健康福祉部食品安全局 /発行
2013.3 26p 30cm
【受贈】
健康福祉統計年報 平成２５年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係 /編集･
発行
2013.3 [14,] 361p 30cm 1530 円(税込)
【受贈】

群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第６期
（変更）
群馬県環境森林部 /発行
2013.3 [ 20p] 30cm
【受贈】

県立ぐんま天文台 年次報告
県立ぐんま天文台 /発行
[2012] 67p 30cm

事業年報 平成２３年度
群馬県下水道総合事務所 /発行
2013.3 190p 30cm

２０１１
【受贈】

スバル･レガシィ ＬＥＧＡＣＹ Ｎｏ.１０
三栄書房 /発行
2013.6 191p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）【 TRC 新刊案内 1815 号 】

こころのマップ メンタルヘルス医療機関ガイド
マップ 平成２３年度版
メンタルヘルス･ネットワーク(高崎市) /編集･
発行
2012.3 45p 21cm
【 受贈 】

ハワイ王国公使別邸移築修理工事報告書 渋川市
指定史跡
宮澤智士 /監修 渋川市教育委員会 /編集･発行
2013.3 [ 24,] 131p 30cm
【受贈】

上州中山道の地形散歩
熊原康博 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.3 93p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 10 ）
【 TRC 新刊案内 1813 号】

〔 2013.6 〕

【 受 贈】
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ＦＲＡＭＥＳ ＧＬＡＳＳＥＳ ＳＴＹＬＥ ＢＯ
ＯＫ ｂｙ ＪＩＮＳ ０１ ＳＰＲＩＮＧ 特集ク
ラシックフレームに夢中です。
小山薫堂 /監修
幻冬舎メディアコンサルティング /発行
2013.4 83p 26cm 1000 円
ＪＩＮＳは(株)ジェイアイエヌ[代表取締役社
長：田中仁(群馬県生まれ)]が開始したアイウ
エア事業
【 TRC 新刊案内 1813 号】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成２４年度
群馬県農政部技術支援課 /発行
[ 2013.4] 72p 30cm
【受贈】
上信電鉄「銀河鉄道９９９号」運行記念誌
銀河鉄道９９９号を走らせよう！実行委員会 /
編集･発行
2013.5 91p 30cm
【 受贈 、上毛 5/30】
次世代に伝えるぐんまの農産加工
群馬県農政部技術支援課 /発行
2013.3 [13,] 225p 26cm [1000 円]
【受贈、上毛 5/23】
職漁師伝 渓流に生きた最後の名人たち
戸門秀雄 /著 農山漁村文化協会 /発行
2013.3 326p 19cm 2800 円
群馬県の職漁師に関する記述あり
【上毛 5/12、 TRC 新刊案内 1809 号】

6 産業
赤城地域２００年の森づくりデザイン 松枯れ林
地再生プロジェクト 平成２４年度日本財団助成
事業
[NPO 法人赤城自然塾(前橋市)/発行]
2013.3 38p 30cm
付属資料：「 赤城山周辺の地質図」 1 枚
「現存植生図」 1 枚 CD-ROM1 枚
【受贈】
開港とシルク貿易 蚕糸･絹業の近現代
小泉勝夫 /著 世織書房 /発行
2013.5 6,210p 21cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

群馬農林水産統計年報 （平成２３～２４年）
関東農政局統計部 /編集･発行
2013.3 [8,]224p 30cm
【受贈】

群馬用水土地改良区設立５０年誌
群馬用水土地改良区 /編集･発行
2013.3 73p 30cm

【 受贈 】

【受贈】

平成２４年版
【受贈】

緑埜精糸社の歴史 高山長五郎とともに
関口覚 /編集
緑埜精糸社記念碑建立委員会 /発行
2013.3 138p 31cm
関口氏は藤岡市在住 【受贈、上毛 5/21･ 28】

【受贈】

【受贈】

畜産施策の概要 平成２５年度
群馬県農政部畜産課 /発行
2013 56p 30cm

ポケット関東農林水産統計
関東農政局統計部 /発行
2013.3 [ 25,] 175p 19cm

第１０号

ぐんま野菜づくりハンドブック
群馬県農政部技術支援課 /編集･発行
2013.3 155p 30cm

【受贈】

富岡製糸場総合研究センター報告書 平成２４年
度
[富岡製糸場総合研究センター /発行]
[2013.5] 151p A4 判
【上毛 5/15】

群馬 絹産業近代化遺産の旅 富岡製糸場･田島弥
平旧宅･高山社･荒船風穴
高橋慎一 /写真と文 繊研新聞社 /発行
2013.4 153p 26cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1813 号】
群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター /発行
2013.3 70p 30cm

地価公示標準地価格 平成２５年
（付準地案内図）
群馬県 /発行
2013 112p 30cm

緑化だより 平成２５年度号
群馬県緑化センター /編集･発行
2013.3 [ 4p] 30cm
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【受贈】

〔 2013.6 〕

群馬県立近代美術館研究紀要 第７号
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2012.3 30p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

【受贈】

惡の華 [(1)-(7)]
押見修造 /漫画 [講談社 /発行]
[2010.3- 2012.12]
別冊ヤングマガジン(講談社)で連載中
作中にモデルとなった桐生市の街並みが数多く
登場する
押見氏は桐生市生まれ
【上毛 5/18･ 28】

群馬県立近代美術館年報 平成２３年度
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2013.3 78p 30cm
【受贈】

今、蘇る桐生の歌（演奏会資料総集編）
桐生の歌普及推進委員会 /発行
[2013.5] 48p A4 判
付属資料：『「 民謡桐生音頭」歌詞･楽譜付桐生
織物同業組合パンフレット【 復刻版 】』
【産経 5/16】

紫紺 前商柔道部小史
前橋商業高柔道部 OB 会 /発行
[ 2013.5]

群馬青年ビエンナーレ ２０１２
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2012.7 31p 28cm

遠い記憶より 写真集
志村勉 /[写真･]発行
[2013.5] 72p A4 変型判
旧群馬町近郊の風景をまとめた写真集
志村氏は玉村町在住
【上毛 5/9】

かぶらの里童謡歌集 橋本暮村作詞「土筆を摘ん
で」＆かぶらの里童謡祭で誕生した大賞曲
[富岡市･富岡市教育委員会･富岡市文化協会 /発
行]
[2013.5] 40p A4 判 1000 円
付属資料： CD1 枚( 11 曲入り) 【毎日 5/25】

長野原町の文化財調査報告書Ⅰ ５地区の石造物
及び神社･社宇･堂宇の移設等保存移設について
八ッ場ダム地域文化財調査会 /編集
長野原町 /発行
2013.3 183p 30 × 42cm
【受贈】

甘楽町の文化財
甘楽町教育委員会教育課文化財保護係 /企画･編
集
2013.3 128p 21cm [500 円]
付属資料：「 甘楽町の文化財マップ」 1 枚
【受贈】

鄙に生きる 中国少数民族 井田裕二郎写真集
井田裕二郎 /写真
[2013.5] 104p B5 判 2500 円
井田氏は高崎市在住
【上毛 5/16】

群馬県書道展覧会作家名鑑 第６3回 第３６回
県民芸術祭参加 群馬県文化基本条例制定記念
[群馬県書道協会 /発行]
[2012] 62p 30cm
【受贈】

平川典俊 木漏れ日の向こうに Ｗｏｒｋｓ １９
８８－２０１２ Ｂｏｏｋ Ａ＋Ｂ
平川典俊 /著 谷内克聡 /監修 美術出版社 /発行
2012.5 2 分冊
Ａ： 119p 付属資料 12p 26cm 1250 円
Ｂ： 87p 24cm 1250 円
2012 年 4 ～ 6 月に群馬県立近代美術館で開催
された展覧会の公式カタログ
【受贈、 TRC 新刊案内 1779 号】

群馬県美術展 第６３回 第３６回県民芸術祭参
加 群馬県文化基本条例制定記念
群馬県美術会事務局 /編集 群馬県美術会 /発行
2012.11 54p 26cm
【受贈】

【 受贈】

群馬県立近代美術館研究紀要 第６号
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2011.3 20p 30cm

【受贈】

〔 2013.6 〕

【上毛 5/26】

館林の野鳥 生命(いのち)の輝き 写真集
高橋辰重 /[写真･]発行
[2013.5] 64p A4 判 1000 円
高橋氏は館林市在住
【群馬よみうり 5/17】

江戸の風雅 旧きを知り新しきを創った絵師たち
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2012.9 197p 26cm
【 受贈 】

群馬県ふるさと伝統工芸品 [改訂]
群馬県産業経済部工業振興課 /発行
[ 2013.4] 36p 21cm

【受贈】

レッツ！トレイルラン ＶＯＬ.３ トレイルラ
ンをもっと楽しもう鏑木毅が伝授する坂道攻略法
ベースボール･マガジン社 /発行
2013.5 97p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 914 ）
鏑木毅は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1815 号】
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山茶花 山茶花短歌会年刊作品
山茶花短歌会(前橋市)/発行
2013.3 47p 21cm

8 語学

第八集
【受贈】

天下人の血 桃山乱戦奇譚
智本光隆 /著 学研パブリッシング /発行
2013.5 239p 18cm 943 円
（ 歴史群像新書 376 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1815 号】

9 文学

でんしゃ
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.5 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 4 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1814 号】

江原久敏全集 第１０巻 地の罠･冬木冬草
江原久敏 /著 江原久敏全集刊行会 /発行
[2013.5] 2000 円
著者は高崎市在住
【上毛 5/26】

俳人合点帖 ２５の肖像
中村裕 /著 春陽堂書店 /発行
2013.4 229p 19cm 1500 円
村上鬼城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1813 号】

大塚史朗詩選集一八五篇
大塚史朗 /著 コールサック社 /発行
2013.5 253p 20cm 1500 円
（ コールサック詩文庫 vol.11 ）
著者は吉岡町在住
【受贈、上毛 5/26、 TRC 新刊案内 1818 号】
海程樹道場 １２
群馬･樹の会(前橋市)/発行
2013.3 78p 21cm
籠枕 自選句集
村越化石 /著 文學の森 /発行
2013.4 291p 23cm 4500 円
著者は草津町在住

火山峠(ひやまとうげ)
阿部玲子 /著 あさを社(高崎市)/発行
[2013.5] 200p 四六判 1680 円(税込)
【上毛 5/23】

【受贈】

文豪の家
高橋敏夫･田村景子 /監修
エクスナレッジ /発行
2013.4 168p 24cm 1600 円
田山花袋･徳冨蘆花･萩原朔太郎の家に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1815 号】

【受贈】

かさねちゃんにきいてみな
有沢佳映 /著 講談社 /発行
2013.5 294p 20cm 1400 円
著者は群馬県在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1817 号】
風のひろば 第五集
田島儀一 /著･発行
2013.2 78p 22cm
著者は伊勢崎市在住

鳳岡存稿訓訳
荒木寅三郎 /著 須賀昌五 /編集･発行
2013.5 180p 22cm
須賀氏は草津町在住

【受贈】

前橋市民合同歌集 第三集 前橋市制施行１２０
周年記念
前橋歌人クラブ /発行
2013.3 344p 22cm 1905 円
【受贈】

【受贈】

群馬県高校生文学賞作品集 第七集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部 /編集･発行
2013.3 1 冊 21cm
【受贈】

前橋文学館研究紀要 第６号
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2013.3 22p 26cm
【受贈】

源氏物語姫君の世界
太田敦子 /著 新典社 /発行
2013.4 317p 22cm 9200 円
（ 新典社研究叢書 238 ）
著者は共愛学園前橋国際大学非常勤講師
【 TRC 新刊案内 1814 号】

水と緑と詩のまち前橋文学館収蔵資料目録－萩原
朔太郎･萩原家関係遺贈資料編－
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館 /
発行
2013.3 14p 30cm
【受贈】
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山峡(やまかい)の歌 歌集
須田利一郎 /著 行路文芸社 /発行
2013.4 168p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 48 篇 ）
著者は桐生市在住
【受贈、上毛 5/24】

県関係者の一般著作
アメリカ･ロースクールの凋落
ブライアン･タマナハ /著
樋口和彦･大河原真美 /共訳 花伝社 /発行
2013.4 268p 21cm 2200 円
樋口氏は前橋市在住
大河原氏は高崎経済大学教授
【上毛 5/29、 TRC 新刊案内 1814 号】

雪郷(ゆきぐに)の四季 設立５０周年記念誌
藤原俳壇とちのみの会(みなかみ町)/発行
[2013.5] 2 分冊 B4 判
上巻： 388p
下巻： 384p
【上毛 5/11】

あらゆる病気を防ぐ「一日8000歩・速歩き20分」
健康法 身体活動計が証明した新健康常識
青柳幸利 /著 草思社 /発行
2013.4 143p 19cm 1000 円
65 歳以上のの中之条町民の協力を得て 2000 年
から取り組んでいる疫学調査(中之条研究)から
導き出した健康法についての本
著者は群馬県生まれ
【上毛 5/14、 TRC 新刊案内 1814 号】

良寛の風 原田要三句集
原田要三 /発行 喜怒哀楽書房 /制作
2013.4 110p 19cm 1200 円
原田氏は前橋市在住で、群馬県俳句作家協会常
任理事
【受贈、上毛 5/3】
忘れられたワルツ
絲山秋子 /著 新潮社 /発行
2013.4 179p 20cm 1300 円
著者は高崎市在住 【 TRC 新刊案内 1815 号】

ありがたい神社の歩き方、神様の見つけ方 なん
でもベスト１０
戸部民夫 /著 芸術新聞社 /発行
2013.4 182p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1813 号】

私の手のひらに 童謡詩集
吉江和晃 /[著･]発行
[2013.5] 74p A4 判 1000 円
高崎市新町や藤岡市を詠んだ詞も収録
吉江氏は元県童謡作詞作曲家協会員で、藤岡市
在住
【上毛 5/21】

意外と知らない入社５年目までの営業マンが学ん
でおくべき８７のこと
菊原智明 /著 明日香出版社 /発行
2013.5 212p 19cm 1400 円
著者は関東学園大学経済学部講師
【 TRC 新刊案内 1815 号】
５つの時間に分けてサクサク仕事を片づける
菊原智明 /著 フォレスト出版 /発行
2013.5 254p 19cm 1300 円
著者は関東学園大学経済学部講師
【 TRC 新刊案内 1813 号】
江戸の魚食文化 川柳を通して
蟻川トモ子 /著 雄山閣 /発行
2013.4 247p 21cm 2800 円
（ 生活文化史選書 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1814 号】
「園づくりプロジェクト」によるカリキュラム開
発の研究
佐藤喜代 /著 風間書房 /発行
2013.4 8,164p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1814 号】
老いの不安がなくなる４５のヒント 右のポケッ
トにアイデア、左のポケットにユーモアを
羽成幸子 /著 清流出版 /発行
2013.4 183p 19cm 1400 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1813 号】

〔 2013.6 〕
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お米は生きている
富山和子 /作 大庭賢哉 /絵 講談社 /発行
2013.4 188p 18cm 640 円
（ 講談社青い鳥文庫 76-7 ）
富山氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1813 号】

鉢花ハンディ事典 栽培カレンダーですぐわかる
春～夏編
長岡求 /著 NHK 出版 /発行
2013.4 255p 19cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1814 号】
ランニングの世界 １５ 特集走る道を拓く
山西哲郎 /責任編集 創文企画 /発行
2013.4 172p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1813 号】

ケースに学ぶ日本の企業 ビジネス･ヒストリー
への招待
加藤健太･大石直樹 /著 有斐閣 /発行
2013.4 21,398p 22cm 2900 円
（ 有斐閣ブックス 465 ）
加藤氏は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1814 号】
新人看護師、助産師学生、看護師学生のためのマ
タニティサイクルの実践保健指導 産褥期
鈴木由美 /著 丸善プラネット /発行
2013.4 5,110p 26cm 2800 円
著者は桐生大学別科助産専攻准教授
【 TRC 新刊案内 1814 号】

視聴覚資料
惡の華（CD）
宇宙人 /演奏
[2013.5]
アニメ「惡の華」(桐生市内の風景が数多く登
場する)のオープニング曲
桐生の町の雰囲気を盛り込んだ曲【上毛 5/28】

新人看護師、助産師学生、看護師学生のためのマ
タニティサイクルの実践保健指導 妊娠期
鈴木由美 /著 丸善プラネット /発行
2013.4 5,124p 26cm 2800 円
著者は桐生大学別科助産専攻准教授
【 TRC 新刊案内 1814 号】

変わらぬ心の支えとして 栄町祭礼囃子の記録
地域の文化遺産記録作成事業（DVD）
栄町屋台と祭囃子保存会 /企画
伊勢崎市文化遺産活性化委員会 /制作
[2013.3] 43 分
【受贈】

神秘の道具 日本編
戸部民夫 /著 新紀元社 /発行
2013.5 506p 15cm 800 円
（ 新紀元文庫 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1814 号】

栗生の園に生きた証～みんなのために（DVD）
群馬県社会福祉士会ハンセン病福祉研究委員会
(前橋市)/制作
[2013.5] 30 分
【東京 5/2、朝日 5/13】

体制転換とガバナンス
市川顕･稲垣文昭 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
2013.5 12,223p 22cm 3500 円
稲垣氏は高崎商科大学商学部兼任講師
【 TRC 新刊案内 1815 号】

ぐんま絹遺産 第２回登録：平成２４年２月 地
域の文化遺産を活かした観光振興･地域活性化事
業（DVD）
[群馬県･シルクカントリーぐんま連絡協議会 /
発行]
[2013.5] 19 分
【受贈】

超かんたん！開運リセット風水
宮咲ひろ美 /著 Mr.リュウ /監修
イースト･プレス /発行
2013.4 150p 21cm 933 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1813 号】

詐欺被害にあわないために～家族の絆で大切なお
金を守りましょう！ 広報用アニメ（DVD）
群馬県警 /作製 高橋理穂 /制作
[2013.5]
高橋氏は群馬芸術学園総合研究科の学生
【産経 5/13】

日本の地下水が危ない
橋本淳司 /著 幻冬舎 /発行
2013.1 209p 18cm 780 円
（ 幻冬舎新書 は -8-1 ）
著者は館林市在住
【上毛 5/3、 TRC 新刊案内 1802 号】
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つたえたい、あなたに（CD）
うたりべ /制作
2013.5 11 曲 2100 円
メンバーの江原隆昭氏(前橋市在住）が作曲と
メインボーカルを、牛房敏秋氏(桐生市在住)が
作詞を、小林みゆき氏(桐生市在住)がピアノと
シンセサイザー、編曲を担当した【上毛 5/11】
溝祭小唄（CD)
目崎信吾[/作詞] 中村悦子[/作曲･歌]
吉岡町溝祭自治会 /制作
[2013.5] 1000 円
目崎氏は前溝祭自治会長
中村氏は高崎市在住
【上毛 5/23】
ラブ･イン･高崎（CD）
小川幸治 /作詞･作曲 TOMO･小川幸治 /歌
コージー＆プラス X/演奏
[2013.5] 1200 円
小川氏は高崎市在住
【上毛 5/22】

電子資料
健康福祉統計年報 平成２５年刊 CD-ROM版
（CD-ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課 /発行
2013 1 枚 990 円(税込)
【受贈】
水質測定結果/大気環境調査結果 平成２３年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部環境保全課 /発行
[ 2012] 1 枚
【受贈】

〔 2013.6 〕
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