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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０２０年３月分
No.４００

岩鼻歴史マップ集 第９集 街道
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会/編集･発行
2020.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

令和 2(2020)年 4 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

オープンガーデンいせさき散策マップ ２０２０
伊勢崎市/作製
2020 折りたたみ A2 判
【上毛 4/7】

・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。

大間々まちあるきガイド
クト
たんぽぽの会/発行
2020

・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。

地元のオトナ女子セレ
【桐生タイムス 3/26】

おでかけ群馬２０２０－２１
ニューズ･ライン/発行
2020.3 176p 26cm 909 円
【受贈、朝日ぐんま 4/3】

・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。

外国人だけが知っている「観光地ニッポン」
４７都道府県満足度ランキングから読み解く訪日
客が好きな日本、感動した日本
ステファン･シャウエッカー/著
大和書房/発行
2020.2 254p 19cm 1500 円
著者は群馬県在住
【購入】
鎌倉府発給文書の研究
黒田基樹/編･著 戎光祥出版/発行
2020.2 473p 22cm 13500 円
（ 戎光祥中世織豊期論叢 1 ）
山内上杉氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2146 号】

０ 総記

群 馬デ ス ティ ネー シ ョン キャ ン ペー ン ２ ０ ２
０．４．１－６．３０
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 DC 推進局
/発行
2020 38p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
市町村合併と神社整理―伊勢崎市を事例として―
丑木幸男/著
2019.4 p37-56 21cm
『群馬文化』第 336 号より抜刷
【受贈】

後閑の歴史と史跡
みなかみ町まちづくり協議会/発行
2020.3 94p 30cm
【受贈、週間利根 3/15、上毛 3/28】

４７都道府県本当にあった怖い話
久田樹生･THAK/文 あかね書房/発行
2020.1 143p 27cm 3000 円
【TRC 新刊案内 2147 号】

こどもとおでかけ３６５日 首都圏版２０２０－
２０２１
ぴあ/発行
2020.2 186p 30cm 900 円
（ ぴあ MOOK ）
付属資料：SAPA&道の駅(6p)
【TRC 新刊案内 2147 号】
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〔2020.4〕

上州地学ハイキング
地学団体研究会前橋支部上州地学ハイキング編
集委員会/著 みやま文庫/発行
2020.3 274 ｐ 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 236 ）
【購入】

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
2020.2 164p 30cm

全国里見一族交流会会報 ２０１９年（令和元年）
１２月号
[全国里見一族交流会/発行]
2019.12 67p 30cm
【受贈】
ドライブ関東甲信越ベスト ’２１
昭文社/発行
2020.2 189p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
伊香保･榛名湖･伊香保･赤城山･草津･志賀高原
に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2146 号】
名胡桃（広域）地区の文化と歴史
みなかみ町まちづくり協議会/発行
2019.12 30p 26cm

おてんま もっと下仁田とつながる小さな本
ｖｏｌ．４
まちの人＆おてんま編集部/編集
下仁田町役場企画課地域振興係/発行
2020.2 1 冊 26cm
【受贈】
かがやき 群馬県立沼田特別支援学校創立２０周
年記念誌
[群馬県立沼田特別支援学校/発行]
2019.11 14p 30cm
【受贈】

【上毛 4/1】

まえばし２３地区別ウオーキングマップ
前橋市/作成
2020 A5 判
【上毛 4/6】
松井田城址 戦国時代の山城 真田信繁(幸村)初
陣の戦地
群馬県高崎行政県税事務所/製作
2020 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】
るるぶこどもとあそぼ！首都圏 ’２１
JTB パブリッシング/発行
2020.3 197p 26cm 950 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：得するおでかけプラン BOOK(8p)
【TRC 新刊案内 2147 号】
若者目線で見た桐生のおすすめ 学生版 きりゅ
うＧｌａｓｓｅｓ（グラッシィズ）
桐生市/作製
2020 16p A5 判 【上毛 4/7、ぐんま経済 4/9】
平成３１年度版

わたしたちの前橋 3・4下
前橋市教育委員会/発行
2019.3 121p 26cm

平成３１年度版

〔 2020.4〕

【上毛 3/9】

おてんま もっと下仁田とつながる小さな本
ｖｏｌ．３
まちの人＆おてんま編集部/編集
下仁田町役場企画課地域振興係/発行
2019.6 1 冊 26cm
【受贈】

【受贈】

わたしたちの前橋 3・4上
前橋市教育委員会/発行
2019.3 101p 26cm

【受贈】

[伊勢崎市総合防災マップ 外国語版]
伊勢崎市/作製
2020 34p B4 判
2019 年 3 月発行の日本語版を英語･ポルトガル
語･スペイン語･ベトナム語に翻訳 【上毛 4/4】
大津老人クラブ５５年の歩み
大津老人クラブ(長野原町)/発行
2020 81p A4 判

沼田真田氏の自立―遺金問題を中心に―
丑木幸男/著
2019.3 p45-66 21cm
『群馬歴史民俗』第 40 号より抜刷
【受贈】
[船尾滝ガイドマップ]
吉岡町/作製
2020

令和元年第５回

【受贈】

【受贈】
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学校案内 令和元（２０１９）年度
群馬県立富岡特別支援学校/発行
2019 二つ折り 30 × 42cm

【受贈】

学校要覧 平成３０年度
南牧村立南牧小学校/発行
[2018] 55p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成３１年度
南牧村立南牧小学校/発行
[2019] 58p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成３１年度
伊勢崎市立赤堀中学校/発行
[2019] 6p 30cm

【受贈】

学校要覧 令和元年度
群馬県立富岡特別支援学校/発行
2019 20p 30cm

【受贈】

協働して学びに向かう力を育てる中学校国語科教
育実践集
宮崎潤一/著 溪水社/発行
2018.12 5,232p 21cm 2300 円
著者は『国語科授業方法研究』(群馬県内の学
校の国語科授業に関する記述あり)主宰【受贈】
群馬県の年齢別人口 令和元年１０月１日現在
群馬県企画部統計課/編集･発行
2019.12 66p 30cm
【受贈】
ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２８回
２０１９年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2020.2 109p 21cm
【受贈】
群馬社会科教育研究 第８号
群馬社会科教育学会/編集･発行
2020.1 66p 26cm

【受贈】

【受贈】

歴史地理学の手法を活用した社会科教材の開発―
群馬県前橋市を事例として―
関戸明子･今井貴秀/著
2019.11 p1-20 26cm
『歴史地理学』第 61 巻第 4 号(通巻 294 号)よ
り抜刷
【受贈】

【受贈】

国語科授業方法研究 第２５号
国語科授業方法研究会/発行
2019.12 67p 26cm
群馬県内の学校の国語科授業に関する記述あり
【受贈】

4 自然科学
看護職＆医療職就職ガイドブック ２０２０
[上毛新聞社/発行]
2020
【上毛 4/7】

国際交流活動の歩み
豊泉清･君代/著[･発行]
2020 202p
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章他をまとめた
もの。著者は高崎市在住
【上毛 4/8】
消防白書 令和元年
桐生市消防本部/発行
2020 15p 30cm

【受贈】

はじめたら、おわりはないⅡ
青木清志/発行
2020 2000 円
ハルナグループ(ハルナビバレッジ群馬本社：
高崎市)創業 25 周年を記念した対談集
青木氏はハルナグループ名誉会長･創業者
【上毛 3/12】
前橋市統計書 令和元年度作成版
政策部情報政策課統計分析係/編集
前橋市役所/発行
2020.1 58p 29cm

群馬大学地域貢献事業報告書 平成３０年度
[群馬大学地域連携推進室/発行]
2019 24p 30cm
【受贈】
群馬パース大学紀要 第２４号
群馬パース大学/発行
2019.3 39p 30cm

テクノ菱和 ７０年のあゆみ
テクノ菱和/編纂･発行
2019.12 247p 30cm
群馬営業所に関する記述あり

脳血管研究所研究業績集 平成３０年度
研究業績編集委員会/編集
脳血管研究所(伊勢崎市)/発行
2019.12 361p 30cm
【受贈】
「よんまる」のれいわ回想記 社会医学的接近
農村医学的接近 空飛ぶ大学 海外公衆衛生視察
旅行 日中医学交流 １日尿中食塩排泄量
大月邦夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.12 261p 31cm 1000 円
著者は群馬県在住
【受贈】

【受贈】

ＳＣＨＯＯＬ ＧＵＩＤＥＢＯＯＫ ２０１９－
２０２０ 学校要覧（平成３１年度）
ぐんま国際アカデミー中等部･高等部/発行
2019 33p 30cm
【受贈】
創業家一族
有森隆/著
エムディエヌコーポレーション/発行
2020.2 556p 19cm 1800 円
ヤマダ電機に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2146 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県企業立地のご案内
[群馬県/発行]
[2020] 15p 30cm
-3-

２０２０
【受贈】

〔2020.4〕

群馬県立産業技術センター業務報告 平成２９年
度（２０１７）
群馬県立群馬産業技術センター/発行
2018.11 33p 30cm
【受贈】

治山事業及び保安林制度のあらまし 令和元年度
[群馬県森林環境部森林保全課/編集]
群馬県/発行
2019.11 87p 30cm
【受贈】

群馬県立産業技術センター研究報告 平成２９年
度
群馬県立群馬産業技術センター/発行
2018.11 62p 30cm
【受贈】

日本の農山村を識る 市川健夫と現代の地理学
犬井正/編 古今書院/発行
2020.2 8,268p 21cm 3000 円
「赤城山北西麓Ｓ農場の輸送園芸農業における
水平的分業システム」収録
【TRC 新刊案内 2147 号】

群馬県立産業技術センター研究報告 平成３０年
度
群馬県立群馬産業技術センター/発行
2020.1 49p 30cm
【受贈】
ぐんまこども環境白書
群馬県/発行
2020 32p A4 判

民有林林道事業の概要 令和元年度
群馬県森林環境部林政課/発行
2019 119p 30cm

モリノワ 森林ボランティア通信 ｖｏｌ．６
（２０２０）
[群馬県森林ボランティア支援センター/発行]
2020 14p 30cm
【受贈】

【上毛 3/30】

景観共同体としての地域 里山景観を持続させる
権利
宮守代利子/著 晃洋書房/発行
2020.1 7,176p 22cm 3000 円
「浅間山麓における風景地保全活動－ NPO を
中核とする地域の連携－」収録
【TRC 新刊案内 2146 号】

養蚕と蚕神 近代産業に息づく民俗的想像力
沢辺満智子/著 慶應義塾大学出版会/発行
2020.2 307,16p 22cm 5600 円
高山社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2147 号】

すみかくらぶ 家づくり工務店カタログ ＢＵＩ
ＬＤＥＲ ＣＡＴＡＬＯＧ ２０２０
上毛新聞社/発行
2020
【すみかくらぶ 4/2】

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】

日本の建築家解剖図鑑 名建築に込められた建築
家たちの意図を読み解く
二村悟/著 エクスナレッジ/発行
2020.1 160p 21cm 1800 円
館林市民センター(旧館林市役所)に関する記述
あり
【購入】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

よしおかのおっきりこみ
吉岡町/作製
2020
吉岡町の郷土料理「おっきりこみ」を提供する
飲食店紹介のリーフレット
【上毛 4/1】

石井壬子夫と石井克－うけつがれる画家のまなざ
し 第８回足利市立美術館友の会展
酒井重良/編集 足利市立美術館友の会/発行
2020.3 38p 30cm
酒井氏は広瀬川美術館副館長
【受贈、桐生タイムス 3/6】
石の聲を聴け ＬＩＳＴＥＮ ｔｏ ｔｈｅ ＶＯ
ＩＣＥ ｏｆ ＳＴＯＮＥ
須田郡司/著 方丈堂出版/発行
2020.2 253p 26cm 4000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2148 号】

6 産業
桐生の一押し 桐生の一押し商品パンフレット
桐生市/作製
[2020]
【上毛 3/30】

〔 2020.4〕

【受贈】

太田市美術館・図書館年報 ｖｏｌ．２（２０１
８年度）
太田市美術館・図書館/編集･発行
2020.2 47p 30cm
【受贈】
-4-

ぐんまダムかるた
群馬県/作成
2020
群馬デスティネーションキャンペーン(DC)に
合わせ作成
【ぐんま経済 4/2】

思ひ 句集
大澤信太郎/著 あさを社/発行
[2020]
著者は安中市在住

北の巨人
白石大介/作 ユユカ/絵 [白石大介/発行]
2020 16p A4 判 1500 円
白石氏は伊勢崎市在住
【上毛 3/29】

上野三碑かるた
塚越潤/絵 上野三碑普及推進会議/作成
2020.4 88 枚 880 円
塚越氏は高崎市美術館長 【上毛 4/3、読売 4/8】

魚籃のはな 歌集
金山太郎/著 にひたやま書房/発行
2020.2 109p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 4/3】

前橋の美術２０２０―トナリのビジュツ― ＴＨ
Ｅ ＡＲＴ ｏｆ ＭＡＥＢＡＳＨＩ ２０２０
前橋の美術実行委員会･アーツ前橋/製作
2020.2 79p 22 × 23cm
【受贈】

自在 句集
石沢シヅ/著
2020 206p
著者は前橋市在住

和田颯１ｓｔ写真集 ２５ Ｗａｄａ Ｈａｙａｔ
ｅ １ｓｔ Ｐｈｏｔｏｂｏｏｋ ２５
神戸健太郎/撮影 KADOKAWA/発行
2020.2 1 冊 30cm 3800 円
和田氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2146 号】

水煙 第３２集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2020.3 64p 21cm

【上毛 3/31】

【受贈】

ステキな神様 大人の貴方に贈る７編の童話
まるん/著 溪水社/発行
2019.12 133p 21cm 1500 円
【受贈】

8 語学
群馬の方言 その開く言葉
篠木れい子/著 みやま文庫/発行
2020.3 200p 19 ㎝ 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 237 ）

ゼロ・ポイント 句集
杉山加織/著[･発行]
[2020] 176p 四六判
著者は高崎市在住
【購入】
仙人先生が行く
石塚真悟/著 一莖書房/発行
2020.2 310p 19cm 2500 円
著者は藤岡市在住

小中学生ふくし作文ポスターコンクール入賞作品
集 第３０回
群馬県社会福祉協議会/発行
2004.12 35p 30cm
【受贈】

【上毛 4/4】

【上毛 3/26】

ＴＥＮＧＵ
柴田哲孝/著 双葉社/発行
2020.2 354p 15cm 680 円
（ 双葉文庫 し-33-05 ）
別タイトル：天狗
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2148 号】

中学生の税についての作文 令和元年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
2020 48p 30cm
【受贈】

唐丹の海から世界へ 子どもたちと歩んだ９年
堀泰雄/著 ホリゾント出版/発行
2020 32p A4 判 500 円
[エスペラント語併記]
著者は前橋市在住
【上毛 4/7】

9 文学
あいうえおのうた
高橋真理子/著 黒木高子/絵
上毛新聞社/発行
2020 1650 円
高橋氏は邑楽町在住

【毎日 4/5】

図書室のピーナッツ
竹内真/著 双葉社/発行
2020.2 362p 15cm 690 円
（ 双葉文庫 た-40-04 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2148 号】

【上毛 4/6】

-5-

〔2020.4〕

まるんの語る「どっひゃー！」ワールド 平成異
文化体験物語
まるん/語り 宮崎潤一/著 溪水社/発行
2019.9 7,187p 19cm 1600 円
著者は前橋市在住
【受贈】

くらす、はたらく、経済のはなし ５ 経済の主
人公はあなたです
山田博文/文 赤池佳江子/絵 大月書店/発行
2020.2 39p 23cm 2000 円
山田氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2148 号】

マンガ名詩・短歌・俳句物語 2 名詩 下
学研プラス/発行
2020.2 144p 27cm 3600 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2148 号】

日本史を変えた八人の将軍
本郷和人･門井慶喜/[著] 祥伝社/発行
2020.2 308p 18cm 960 円
（ 祥伝社新書 595 ）
門井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2147 号】

わけあり記者の両親ダブル介護 介護のヒント
三浦耕喜/著 春陽堂書店/発行
2020.1 187p 19cm 1800 円
著者は元中日新聞社前橋支局勤務
【TRC 新刊案内 2146 号】

病気の原因は栄養欠損が９割 分子栄養医学を超
えた抗老化健康術
清水英寿/著 現代書林/発行
2020.1 185,6p 19cm 1300 円
著者は清水歯科医院(高崎市)院長 【上毛 3/30】
「豆まき理論」で心を鎮める時々“オニの心”が
出る保護者との関係づくり
曽山和彦/著 明治図書出版/発行
2020.2 140p 22cm 1800 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2147 号】

県関係者の一般著作
イゴノミクスの世界
渕上勇次郎/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2019.11 296p 18cm 800 円
（ 幻冬舎ルネッサンス新書 ふ-4-1 ）
著者は高崎商科大学長
【上毛 4/10】

未婚中年ひとりぼっち社会
能勢桂介･小倉敏彦/著
イースト・プレス/発行
2020.2 231p 18cm 860 円
（ イースト新書 121 ）
小倉氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2147 号】

石井桃子論ほか 現代日本児童文学への視点
竹長吉正/著 てらいんく/発行
2020.1 423p 19cm 3200 円
（ てらいんくの評論 ）
著者は群馬県立女子大学で講義を行った
【TRC 新刊案内 2146 号】

ラブレターの書き方 家庭円満・商売繁盛のため
の自分史活用術
高井透/著 セルバ出版/発行
2018.10 191p 19cm 1600 円
著者は前橋市在住
【上毛 3/11】

１冊まるごと、松之丞改め六代目神田伯山
ペンブックス編集部/編
CCC メディアハウス/発行
2020.2 159p 21cm 1500 円
（ pen BOOKS 029 ）
「松之丞なりの神田伯山を。―神田松鯉(群馬
県生まれ)」収録
【TRC 新刊案内 2148 号】

視聴覚資料

行政評価の導入と活用 予算・決算、総合計画
第３版
稲沢克祐/著 イマジン出版/発行
2019.12 107p 21cm 1200 円
（ COPA BOOKS 自治体議会政策学会/監修 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2148 号】

〔 2020.4〕

電子資料
群馬大学教育実践研究 第３７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]
2020.3
【受贈】
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