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No.３９９

岩宿遺跡と日本の近代考古学
岩宿博物館･相沢忠洋記念館/編集
岩宿博物館/発行
2019.10 43p 30cm
（ 岩宿遺跡発掘 70 周年記念特別展

令和 2(2020)年 3 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

2）
【受贈】

岩宿遺跡と日本列島の旧石器時代研究 岩宿遺跡
発掘７０周年記念 講演集
岩宿博物館･明治大学博物館･岩宿フォーラム実
行委員会/編集･発行
2019.11 99p 30cm
【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。
・分類は「群馬県郷土資料分類法」に基づいてい
ます。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。

太田道灌と長尾景春 暗殺・叛逆の戦国史
黒田基樹/著 戎光祥出版/発行
2020.1 279p 19cm 2600 円
（ 中世武士選書 43 ）
【TRC 新刊案内 2142 号】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
関東のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ [２０２０]
JTB パブリッシング/発行
2020.2 111p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ） 【TRC 新刊案内 2145 号】

・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。

消えた「風圧」 絶滅危惧政治家図鑑
伊藤惇夫/著 光文社/発行
2020.1 247p 19cm 1600 円
福田赳夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2145 号】

０ 総記

群馬 草津 伊香保・みなかみ ’２１
昭文社/発行
2020.2 167p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：草津伊香保食べ歩き&おみやげグル
メ BOOK(16p 21cm) 【TRC 新刊案内 2145 号】

行きたい！企業ミュージアム 一味違う“博物館
めぐり”に出かけよう！
イカロス出版/発行
2020.1 161p 21cm 1700 円
（ イカロス MOOK ）
アサヒ飲料・カルピス・未来のミュージアム
(館林市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2142 号】

上州丸山宿Ⅱ 丸山宿の遺産 青木家文書
青木益夫/著 青陶社/発行
2020.1 135p 26cm 1300 円(税込)
著者は群馬県生まれ
【受贈】
小藩大名の家臣団と陣屋町 ４ 東北・北関東
米田藤博/著 クレス出版/発行
2019.12 4,395p 21cm 6000 円
【TRC 新刊案内 2143 号】

1 哲学･宗教

戦国時代の軍師たち
樋口隆晴･河合秀郎/著 辰巳出版/発行
2020.1 199p 19cm 1000 円
（ もっと知りたい日本史(のこと) ）
真田昌幸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2144 号】
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〔2020.3〕

中国語でガイドする関東の観光名所１０選
植田一三/編･著 高田直志/著 語研/発行
2020.1 13,249p 21cm 2200 円
音声ダウンロード付き
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2145 号】

3 社会科学
学校保健統計速報 群馬県の概要
群馬県企画部統計課/発行
2019 12p 30cm

令和元年度
【受贈】

議会だよりかたしな 縮刷版 片品村議会だより
創刊号（昭和５４年１１月３０日）～議会だより
かたしな第１６０号（平成３１年４月２２日）
議会広報編集特別委員会/編集
片品村議会/発行
2019.11 733p 31cm
【受贈】

日本遺産 ＪＡＰＡＮ ＨＥＲＩＴＡＧＥ 地域
の歴史と伝統文化を学ぶ ２
文化庁･日本遺産連盟/協力 ポプラ社/発行
2019.11 255p 29cm 8000 円
「里沼(SATO-NUMA)－「祈り」
「実り」
「守り」
の沼が磨き上げた館林の沼辺文化－」収録
【購入】

群馬県会社要覧 ２０２０年版
群馬経済研究所/発行
2020.2 350p 21cm 4000 円

日本の城のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる
本
城郭歴史研究会/著
メイツユニバーサルコンテンツ/発行
2020.1 160p 21cm 1680 円
「日本の城」(2011 年刊)の改題,加筆修正
真田昌幸に関する記述あり
【購入】

群馬県公営企業決算書（企業局関係）
年度
群馬県/発行
2019 228p 30cm

【受贈】
平成３０
【受贈】

日本百名山山あるきガイド [２０２０]上
JTB パブリッシング/発行
2020.2 223p 21cm 1600 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
【TRC 新刊案内 2145 号】

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項 令和２
年度
[群馬県教育委員会/発行]
2019 107p 30cm
【受贈】

誇れる郷土データ・ブック ２０２０年版 世界
遺産と令和新時代の観光振興
古 田 陽久 /著 世 界 遺 産総 合 研 究 所/企画 ･編集
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2019.12 126p 21cm 2500 円
（ ふるさとシリーズ ）
【TRC 新刊案内 2143 号】

群馬県男女共同参画年次報告書 （平成３０年度
実績報告）
[群馬県生活文化スポーツ部県民生活課/発行]
2019.12 55p 30cm
【受贈】
群馬県立中央中等教育学校入学者選抜実施要項
令和２年度
[群馬県教育委員会/発行]
2019 20p 30cm
【受贈】

るるぶ草津伊香保水上四万 ’２１
JTB パブリッシング/発行
2020.2 107p 26cm 980 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2143 号】

少年の主張中部地区大会 第４１回
[中部教育事務所/発行]
2019 46p 30cm

るるぶドライブ関東ベストコース ’２１
JTB パブリッシング/発行
2020.2 167p 26cm 950 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2143 号】

【受贈】

正々堂々と 前橋高校長三年間の軌跡
小笠原祐治/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2020.1 319p 21cm 1500 円
著者は元県立前橋高校校長 【受贈、上毛 2/15】

わが百年の旅路
山川武正/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2020.2 115p 22cm
著者は元群馬県教育長
【受贈、上毛 2/17】

出会い、ふれあい、心の輪 ２０１９年度
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付障害者
施策担当/編集 内閣府/発行
2020.1 168p 31cm
障害者週間のポスター中学生区分佳作「ともに
生きる社会」高橋ゆら/著(群馬県)収録【受贈】
利根実業高校百年史
創立 100 周年記念誌編集委員会/編集
群馬県立利根実業高等学校/発行
2019.12 114p 26cm
【受贈】

〔 2020.3〕
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ハタチからの参考書
ハグハピ/編集 沼田市/発行
[2019] 32p A5 判

【読売 2/18】

窓口で使える日常手話会話
[渋川市/発行]
[2020]

【毎日 2/29】

にっぽん全国１００駅弁 鹿児島中央駅から稚内
駅までＥＫＢ１００！
櫻井寛/著 双葉社/発行
2020.1 237p 19cm 1500 円
鶏めし弁当･峠の釜めし･やまと豚弁当に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2144 号】

手話冊子

藤森照信現代住宅探訪記
藤森照信/著 秋山亮二/写真 世界文化社/発行
2019.12 223p 21cm 2200 円
群馬県の住宅についての紹介あり
【購入】

4 自然科学
6 産業
群馬県蚕糸技術センター年報 平成３０年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2019.12 44p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
看板建築図鑑 Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｉｇｎｂｏ
ａｒｄ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ Ｉｌｌｕｓｔ
ｒａｔｅｄ
宮下潤也/著 大福書林/発行
2019.12 159p 27cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2142 号】

渋川市路線バスマップ
渋川市[/制作]
[2020] A2 判
渋川市内全域の路線を網羅した

清水越の歴史 平成２３年度特別企画展
阿部利夫/編集
みなかみ町谷川岳山岳資料館/発行
2020.2 24p 図版[29p] 30cm
2012 年初版の第 2 回目の改訂版
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１９１回
[群馬県県土整備部都市計画課/発行]
2019.12 3p 30cm
【受贈】
群馬のおいしいパン屋さん ｖｏｌ．３
ニューズ・ライン/発行
2020.1 87p 26cm 900 円
【受贈】

世界遺産マップス 地図で見るユネスコの世界遺
産 ２０２０改訂版
古 田 陽久 /著 世界 遺 産総 合 研 究 所/企画 ･編集
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2019.12 172p 21cm 2600 円
最新のユネスコ世界遺産 1121 物件をリストア
ップ
（ 世界遺産シリーズ ）
【TRC 新刊案内 2143 号】

スバル・スタイル ＳＵＢＡＲＵ ＳＴＹＬＥ
ＶＯＬ．５ ２０２０年もスバル車のカスタムか
ら目が離せない！
三栄/発行
2020.2 153p 30cm 1500 円
（ SAN-EI MOOK ） 【TRC 新刊案内 2143 号】

絶景！さくら鉄道
レイルウエイズグラフィック/著
グラフィック社編集部/編
グラフィック社/発行
2020.1 143p 26cm 2200 円
各都道府県の「さくら×鉄道スポット」写真を
紹介
【TRC 新刊案内 2142 号】

絶やすな！高崎市絶品町グルメ絶メシリスト特盛
版 高崎
高崎観光協会/発行
2020.1 303p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2144 号】
土木の風景＠伊勢崎（橋梁編）
笠原実/作成
2019.10 32p A5 判
伊勢崎市内の橋を紹介する冊子
笠原氏は元伊勢崎市職員

【上毛 2/19】

旅する親子鉄 一緒に乗りたい人気列車たち
堀内重人/著 交通新聞社/発行
2019.12 111p 21cm 1800 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 029 ）
わたらせ渓谷鉄道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2142 号】

【上毛 3/3】
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〔2020.3〕

バスと歩んだ昭和～平成の駅前風景 乗り物写真
家・戸塚和夫コレクション
戸塚和夫/[撮影] 日本バス友の会/監修
グラフィス(発売)/発行
2019.12 114p 30cm 1800 円
（ Grafis Mook ）
一都六県の鉄道の駅前に止まるバスやバスター
ミナルに出入りするバスの写真を収録
【TRC 新刊案内 2142 号】

8 語学
「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポス
ター」作品集 令和元年度
群馬県健康福祉部障害政策課･群馬県肢体不自
由児協会/発行
2019.12 48p 30cm
【受贈】

４７都道府県かんたん英語でふるさと紹介 ２
観光・名所
石川めぐみ/監修 汐文社/発行
2019.12 31p 27cm 2500 円
富岡製糸場と絹産業遺産群･草津温泉に関する
記述あり
【購入】

9 文学
雨の部屋 水にまつわる幾つかのｎｏｃｔｕｒｎ
ｅ
樋口武二/著 詩的現代出版部/編集･制作
書肆山住/発行
2019.12 101p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 40 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
群馬のサッカー２０１９総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング/発行
2019.2 82p 30cm 926 円
（ 群馬の総集編シリーズ 2019

遠望 第５２号 令和元年度
高崎市文化協会群馬支部/編集･発行
2020.2 180p 21cm

御社のチャラ男
絲山秋子/著 講談社/発行
2020.1 317p 20cm 1800 円
著者は群馬県在住
【TRC 新刊案内 2145 号】

Vol.4 ）【受贈】

群馬のソフトテニス２０１９総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング/発行
2019.3 74p 30cm 926 円
（ 群馬の総集編シリーズ 2019 Vol.5 ）【受贈】

価値生理学序論 坂口安吾、太宰治、亀井勝一郎
を読み解くことから
田中健滋/著 青弓社/発行
2019.12 718p 22cm 6000 円
【TRC 新刊案内 2142 号】

群馬のバレーボール２０２０総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング/発行
2020.1 106p 30cm 909 円
（ 群馬の総集編シリーズ 2020 Vol.3 ）【受贈】

群馬県文学賞作品集 第５７回（令和元年度）
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2020.2 138p 19cm 1000 円
【受贈】

十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕
羽根田治/著 山と溪谷社/発行
2020.2 397p 19cm 1700 円
谷川岳一ノ倉沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2145 号】

社内保育士はじめました ４ 君がいれば
貴水玲/著 光文社/発行
2020.1 289p 16cm 660 円
（ 光文社文庫 C た 49-4 ）
著者は太田市在住
【TRC 新刊案内 2143 号】

伝統工芸のよさを伝えよう 教科書から広げる学
習 １ よそおい 織物・染色ほか
青山由紀/監修 オフィス 303/編 汐文社/発行
2020.1 43p 27cm 2800 円
47 都道府県の伝統工芸を紹介
【TRC 新刊案内 2145 号】

〔 2020.3〕

【受贈】

詩をつくろう １ 見たこと、感じたことを詩に
しよう
和合亮一/監修 汐文社/発行
2020.1 39p 22cm 2200 円
「竹」(萩原朔太郎)収録
【TRC 新刊案内 2145 号】
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断片 Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ １９２６－１９３２
萩原恭次郎/著 共和国/発行
2020.1 255p 20cm 2700 円
【TRC 新刊案内 2144 号】

くらす、はたらく、経済のはなし ４ 経済のし
くみと政府の財政
山田博文/文 赤池佳江子/絵 大月書店/発行
2020.1 39p 23cm 2000 円
山田氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2144 号】

超重爆撃「富嶽」大編隊 長編戦記シミュレーシ
ョン・ノベル 上
和泉祐司/著 コスミック出版/発行
2020.1 459p 15cm 840 円
（ コスミック文庫 い 10-1 ）
「興国の鉄槌」(電波社 2016 年刊)の改題,再編
集
【TRC 新刊案内 2144 号】

黒古一夫近現代作家論集 第６巻 三浦綾子論
灰谷健次郎論 井伏鱒二論
黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ/発行
2019.12 443p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2142 号】

超重爆撃「富嶽」大編隊 長編戦記シミュレーシ
ョン・ノベル 下
和泉祐司/著 コスミック出版/発行
2020.1 484p 15cm 870 円
（ コスミック文庫 い 10-2 ）
「興国の鉄槌」(電波社 2016 年刊)の改題,再編
集
【TRC 新刊案内 2144 号】

コンピュータ時代の実用制御工学
片柳亮二/著 技報堂出版/発行
2020.1 8,199p 21cm 3000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2144 号】
サブ２．５医師が教えるマラソン自己ベスト最速
達成メソッド Marathon:The Fastest Way to Br
eak Your Personal Record
諏訪通久/著 大和書房/発行
2019.12 239p 19cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2142 号】

妻の詩 詩集
小板橋清/著 上毛新聞社事業局出版部/製作
2020.1 135p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 2/19】
陶冶 句集
木暮陶句郎/著 朔出版/発行
2020.2 189p 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 3/3】

ジャズの秘境 今まで誰も言わなかったジャズＣ
Ｄの聴き方がわかる本
嶋護/著 DU BOOKS/発行
2020.1 419p 19cm 2200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2145 号】

ぼくのきょうりゅうかんさつ日記
長崎真悟/作･絵 真鍋真/監修
中信出版日本/発行
2020.1 32p 24 × 29cm 1500 円
長崎氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2144 号】

神話から生命、宇宙の起源を探る－奇跡の惑星地
球と生命－ 平成３０年度卒業研究
髙寺史佳/著[･発行]
[2019] 1 冊 31cm
著者は群馬県在住
【受贈】
セルフ・コンパッション ＳＥＬＦ－ＣＯＭＰＡ
ＳＳＩＯＮ ストレスに動じない“最強の心”が
手に入る
石村郁夫/著 大和出版/発行
2019.10 188p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

県関係者の一般著作
ウソつきないきもの図鑑
来栖美憂/著 實吉達郎/監修 青春出版社/発行
2020.2 124p 19cm 1020 円
来栖氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2145 号】

長生きしたければのどを鍛えなさい 大活字版
大谷義夫/著 SB クリエイティブ/発行
2020.1 190p 26cm 1500 円
著者は群馬大学医学部卒
【TRC 新刊案内 2144 号】

関東大震災と中国人虐殺事件
今井清一/著 朔北社/発行
2020.1 216p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2145 号】

日本の水生昆虫
中島淳･林成多/著 文一総合出版/発行
2020.2 351p 21cm 5000 円
（ ネイチャーガイド ）
林氏は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2145 号】

近代日本国体論の研究 会沢正志斎と考証学
関口直佑/著 国書刊行会/発行
2019.12 388,13p 22cm 7800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2142 号】
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ねんどのカフェ マカロン、パンケーキほか
岡田ひとみ/作 汐文社/発行
2019.12 31p 27cm 2500 円
（ ねんどでつくる!小さなたべもの屋さん ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2142 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯９１ リンク
へＧＯ！スケートの楽しさ再発見 令和元年１２
月１９日放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】

ねんどのケーキ屋さん ショートケーキ、モンブ
ランほか
岡田ひとみ/作 汐文社/発行
2019.12 31p 27cm 2500 円
（ ねんどでつくる!小さなたべもの屋さん ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2142 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯９２ 令和元
年１０～１２月 総集編 令和元年１２月２６日
放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】
は ばた け ！ぐ んま の 子ど もた ち ♯ ９ ３ 目 指
せ！未来のアスリート わくわく運動プロジェク
ト 令和２年１月９日放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2020］ ［30 分］
【受贈】

ビックリ！深海 深海１００００メートルまでの
生きものたち
し お うら し んた ろ う /作 ･絵 ポ トス 出版 /発行
2020.1 31p 27cm 1500 円
しおうら氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2144 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯９４ 学びが
変わる！新学習指導要領 令和２年１月１６日放
送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2020］ ［30 分］
【受贈】

５Ｇの衝撃
小林雅一/著 宝島社/発行
2020.2 223p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2145 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯９６ 「命」
を考える 令和２年１月３０日放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2020］ ［30 分］
【受贈】
桃の里 ファーストアルバム （CD）
中村悦子/歌
徳間ジャパンコミュニケーションズ/発行
2019.5 16 曲 2315 円
「上州路」「風が歌う街高崎」など群馬に関す
る曲を収録した CD
【受贈】

視聴覚資料
コウとチョウゴロウの夏 （DVD）
[藤岡まち映画製作委員会/製作]
2019
藤岡市を舞台としたまち映画
【上毛 2/28】
知られてはならない秘密～患者の子と呼ばれて～
／仙太郎おじさん！貴方は確かにそこにいた～展
示資料に親族をみつけて～ （DVD）
重監房資料館(草津町)/企画 岩波映像/制作
2019.9 1 枚 37,43 分
【受贈】

電子資料

つつじケ丘はふるさとよ／つつじケ丘学園歌
（CD）
鈴木広比呂志/作詞(つつじケ丘はふるさとよ)
松嶋麻未/歌 広済会(桐生市)[/制作]
[2020] 2 曲
松嶋氏は伊勢崎市在住
【上毛 2/7】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯９０ しなや
かに、イキイキと！定時制高校の学び 令和元年
１２月１２日放送 （DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】
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