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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０２１年１０月分
No.４１９

いで湯とロマンの郷Ⅱ 渋川の歴史と渋川空襲・
戦争体験
生方敏博/著･発行
2021.8 217p 19cm 1000 円
著者は渋川市在住
【受贈、上毛 11/9】

令和 3(2021)年 11 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

宇田中寺田遺跡 宇田恵下原遺跡Ⅱ 宇田・一ノ
宮地区遺跡群Ⅰ 宇田・一ノ宮地区土地改良事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2020.3 44p 写真図版 15p 30cm 付図 3 枚
（ 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 50 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。
・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。

えりあぐんま 第２７号 ２０２１
群馬地理学会/編集･発行
2021.7 82p 26cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
大間々銀行と小林力雄―知られざる名建築家の業
績―
みどり市大間々博物館/編集･発行
2021.2 17p 30cm
（ 大間々銀行竣工 100 年記念 Vol.96 ）
【受贈】

・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。

オールカラー楽しく覚える！都道府県 行ってみ
たい！見てみたい！ 新版
長谷川康男/監修 ナツメ社/発行
2021.10 255p 21cm 1300 円
（ ナツメ社やる気ぐんぐんシリーズ ）
【TRC 新刊案内 2225 号】

０ 総記
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．２４ ２０２１
ＡＵＴＵＭＮ
トロワデザイン(motto 編集部)(高崎市)/発行
2021.8 49p 21cm
【受贈】

金子尚雄 親無き子等の父として其の生涯を献げ
尽くした
細谷啓介[/著] 上毛愛隣社/発行
2021.8 112p 26cm
金子尚雄氏は上毛孤児院(上毛愛隣社)を開設、
初代院長
【受贈】
菊池邦作評論選（一）～治安維持法との闘争
長谷田直之/編集
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟群馬県本部
/発行
2021.8 44,41p 30cm
「伊勢崎占領事件～小林多喜二の想い出」ほか
収録
【受贈】

1 哲学･宗教
首都圏発日帰り大人の小さな旅 社寺めぐり
思い立ったらすぐ行ける心落ち着く空間を愉しむ
少し贅沢な旅 [２０２１]
昭文社/発行
2021.10 95p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
赤城神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2227 号】

史跡中高瀬観音山遺跡保存活用計画
富岡市教育委員会/発行
2020.3 1 冊 30cm

【受贈】

下高田押出遺跡 市道１１０８６号線外１線道路
整備事業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
富岡市教育委員会/発行
2018.3 4,102p
写真図版 34p 30cm 【受贈】

白岩白山神社物語
とろ美/絵･文 白山神社(高崎市)/製作
2021 18p 1500 円
【上毛 10/27】
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〔 2021.11〕

戦国期武田氏領研究の再検討
柴辻俊六/著 岩田書院/発行
2021.9 391p 22cm 8400 円
（ 中世史研究叢書 34 ）
「戦国期武田氏の西上野領支配と北関東外交戦
略」収録
【TRC 新刊案内 2225 号】

3 社会科学

富岡坪之内遺跡Ⅲ 市道６０１２号線拡幅工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
シン技術コンサル/編集
富岡市･シン技術コンサル･富岡市教育委員会
/発行
2020.3 29p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
共に歩んで五十年
清水孝雄･清水真智子/著[･発行]
2021.10 340p 30cm
著者は群馬県在住

令和３年第２回

伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2021.9 146p 30cm

令和３年第３回

【受贈】

板倉町防災マップ
板倉町/編集･発行
2020.6 30p 30cm

【受贈】

【受贈】

学校要覧 令和３年度
群馬大学共同教育学部附属小学校/発行
2021 44p 30cm
【受贈】

【受贈】

中牧崇の地理学・地理教育研究 主要研究と思
い出
中牧崇先生を追悼する会/編集･発行
2021.10 241p 30cm
中牧崇氏は元共愛学園前橋国際大学社会学部･
高崎経済大学経済学部非常勤講師
【受贈】
ばあちゃん、ありがとう
海藤よし子/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2021.5 44p 21cm
【受贈】

教育行政要覧 令和３年度
みなかみ町教育委員会/発行
2021 74p 30cm

【受贈】

業務概要 令和２年度
群馬県立点字図書館/発行
2021.7 24p 30cm

【受贈】

桐生市暮らしの便利ガイド ２０２１保存版
桐生市役所･サイネックス/発行
2021.2 135p 30cm
【受贈】

原澤一族 新田義貞の末裔伝承を探る
原澤三智夫/[著]･発行 東洋プロセス/発行
2020.11 163p 30cm
【受贈】
ブルーノ・タウトの日本
松岡秀隆/著･発行
2021.10 286p 18cm
「高崎時代～洗心亭」収録

伊勢崎市議会定例会会議録
臨時会
伊勢崎市議会議長/発行
2021.9 30p 30cm

群馬県の人口と世帯 令和２年国勢調査
人口速報集計結果
群馬県総務部統計課/発行
2021.6 8p 30cm
【受贈】

【受贈】

見て、学んで、力がつく!こども日本地図 写真
とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道
府県を学ぼう！ ２０２２年版
永岡書店/発行
2021.9 135p 26cm 1300 円
【TRC 新刊案内 2226 号】
るるぶ日帰り温泉関東周辺 [２０２１－２]
JTB パブリッシング/発行
2021.10 171p 26cm 980 円
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2226 号】

群馬大学工業会報 Ｎｏ．１６５
群馬大学工業会/発行
2021.9 49,8p 30cm

【受贈】

群馬パース大学紀要 第２６号
群馬パース大学紀要編集委員会/編集
群馬パース大学/発行
2021.3 63p 30cm

【受贈】

下仁田町防災マップ 保存版
下仁田町/発行
2021.6 34p 37cm

【受贈】

消防概要 令和３年版
富岡甘楽広域消防本部/編集･発行
2021.7 77p 30cm

【受贈】

将来住みたい街桐生作品集
北関東産官学研究会(桐生市)/発行
2021
桐生市内の児童や園児が想像し描いた桐生の街
並みの作品集
【上毛 10/23】
〔 2021.11〕
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Ｓｍｉｌｅ
前橋市/作成
2021 12p A5 判
中高生らに介護職の仕事内容や魅力を伝える
冊子
【上毛 11/11】
高山村地域防災計画
高山村防災会議/発行
2015.6 292p 31cm

臨江 第四十号（令和２年度）
明寿大学同窓会事務局/発行
2021.8 86p 26cm

【受贈】

老健ぐんま Ｖｏｌ．２４
「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
2021.8 118p 30cm

【受贈】

【受贈】

高山村防災ハザードマップ（洪水・土砂災害）
群馬県高山村/発行
2019.6 折りたたみ 1 枚 60 × 84cm 【受贈】

4 自然科学

たった２時間の「小学校プログラミング教育」
ロボット教材を使ったＡ分類のプログラミング
授業
小熊良一/著 井上出版企画(みなかみ町)/発行
2021.7 41p 19 × 26cm 891 円
著者は群馬大学共同教育学部講師
【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 ２５号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2021.3 166p 30cm
【受贈】

館林市統計書 令和２年版
館林市総務部行政課/編集
2021.4 165p 30cm

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１２次鳥獣
保護管理事業計画（平成２９年度～令和３年度(平
成３３年度））第四次報告
群馬県/発行
2021.9 130p 30cm
【受贈】

館林市役所/発行
【受贈】

日本地域政策研究 第２７号
日本地域政策学会/編集･発行
2021.9 138p 30cm
沼女百年史
沼田女子高等学校/発行
2021 216p A4 判

みなかみ町の植物
阿部利夫/著[･発行]
2021.11 142p 26cm
著者は群馬県生まれ

【受贈】

上毛新聞社/制作
【上毛 10/25】

やんば天明泥流ミュージアム常設展示図録
[やんば天明泥流ミュージアム/発行]
2021 80p B5 判 700 円
【上毛 11/6】

防災ガイドブック 高山村地域防災計画 概要版
群馬県高山村/発行
2016.3 10p 30cm
【受贈】
ホントはこうだった 足で稼いだ調査と訴え
まちかど文化みてある記 図書館に通ってわかっ
た真実 増補第２版
寺口まさのぶ/発行
2021.9 1 冊 30cm
寺口氏は群馬県在住
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
環境白書 令和３年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2021.9 238p 30cm 1755 円
【受贈】

前橋市の教育 令和３年度
前橋市教育委員会事務局総務課/編集･発行
2021.7 131p 30cm
【受贈】

群馬県立産業技術センター業務報告
（２０２０）
群馬県立産業技術センター/発行
2021.6 25p 30cm

明治期の小機動演習について―明治二十四年第一
師団小機動演習実施報告から―
伊藤修/著･発行
2021.10 28p 26cm
歩兵第十五連隊に関する記述あり
【受贈】
臨江 第三十九号（令和元年度）
明寿大学同窓会事務局/発行
2020.3 141p 26cm

【受贈】

工業統計調査結果速報 ２０２０年
群馬県総務部統計課/発行
2021 41p 30cm

令和２年度
【受贈】

【受贈】

まえばしのかんきょう 令和３年度版
前橋市環境部環境森林課/編集 前橋市/発行
2021.10 133p 29cm
【受贈】

【受贈】
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〔 2021.11〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県農業技術センター業務年報
群馬県農業技術センター/発行
2021.7 64p 30cm

令和２年度

石に命を―彫刻写真とエッセイ―
解と普及のために
吉田光正/著･編[･発行]
2021.4 259p 30cm 4000 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

群馬県北毛地域における絹遺産の探究と教育・観
光の活性化
群馬蚕糸絹遺産研究会/編集･発行
2021.1 21p 30cm
【受贈】

川端龍子ｖｓ．高橋龍太郎コレクション 会田誠
・鴻池朋子・天明屋尚・山口晃
木村拓也/企画･編集 求龍堂/発行
2021.9 85p 26cm 1500 円
山口晃氏は桐生市藝術大使
【TRC 新刊案内 2225 号】

史跡旧富岡製糸場 建造物等保存整備関係調査報
告書２ 社宅８５内部
富岡市教育委員会/編集･発行
2021.3 64p 30cm
（ 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 52 集 ）
【受贈】

コロナと漫画 ７人の漫画家が語るパンデミック
と創作
ちばてつやほか[/著] 島田一志/編
小学館クリエイティブ/発行
2021.10 189p 19cm 1400 円
あだち充のインタビュー記事収録
【TRC 新刊案内 2227 号】

令和３年

畜産施策の実績 令和２年度
群馬県農政部畜産課/発行
2021 33p 30cm

【受贈】

葉っぱ描命 Ｏｆ Ｌｅａｖｅｓ ａｎｄ Ｄｒａ
ｗｉｎｇ ｏｎ Ｌｉｆｅ
群馬直美/絵と文 燦葉出版社/発行
2021.9 95p 30cm 2500 円
英文併記
群馬氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2226 号】

【受贈】

肉用牛飼養の産地形成
高橋栄一/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2021.5 98p 21cm
榛東村･吉岡町ほかの事例あり
【受贈】
農林業経営体調査結果の概要（確定値・群馬県分）
２０２０年農林業センサス
群馬県総務部統計課/発行
2021.6 149p 30cm
【受贈】
ＭａａＳが地方を変える 地域交通を持続可能に
する方法
森口将之/著 学芸出版社/発行
2021.9 198p 21cm 2300 円
「マイカー王国からの脱却目指す-前橋」収録
【TRC 新刊案内 2226 号】

森竹巳―造形実験の軌跡―
太田の美術 ｖｏｌ．４
太田市美術館･図書館/編集･発行
2021.8 85p 30cm
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【受贈】

私の想い出百選 写真集
得田勇/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2021.8 67p 23 × 25cm
著者は群馬県在住
【受贈】

8 語学

〔 2021.11〕

【受贈】

祈りのかたち
三輪途道/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2021.9 135, 91p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

史跡旧富岡製糸場 建造物等保存整備関係調査報
告書１ 社宅７６内部
富岡市教育委員会/編集･発行
2021.1 127p 30cm
（ 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 51 集 ）
【受贈】

地価調査基準地価格
群馬県/発行
2021 52p 31cm

彫刻文化の理

9 文学
一句一会 パートⅡ
小川さらさら[/著]
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/制作
2021.5 263p 20cm
小川氏は群馬県在住
【受贈】

樹木について 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 詩人会議出版/発行
2021.10 81p 22cm 1500 円(頒価)
著者は群馬県生まれ

【受贈】

ＳＨＩＲＡＮＡＭＩ ｖｏｌ．３７
群馬英米文学談話会/発行
2021.9 190p 21cm

【受贈】

おふたりさま夫婦、老活はじめました。
どうなる！？私たちの老後
堀田あきお･堀田かよ/著 ぶんか社/発行
2021.9 162p 21cm 1000 円
堀田かよ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2226 号】

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん
ェスと決意のグヤーシュ
友井羊/著 宝島社/発行
2021.11 272p 16cm 664 円
（ 宝島社文庫 C と-2-9 ）
著者は群馬県生まれ

こころの灯(ひ) 第３巻 「いじめ」解決めざし
て～人の尊厳を傷付けない～
星野清一/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/制作
2021 85p A5 判
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章をまとめた
もの。著者は太田市在住
【上毛 10/17･11/5】

田山花袋記念文学館研究紀要
（２０２０）
田山花袋記念文学館/発行
2021.3 34p 26cm

[７]

朝食フ

【上毛 11/7】

第３３号
【受贈】

閉ざされた庭
萩原葉子/著 小学館/発行
2021.9 187p 19cm 600 円
（ P+D BOOKS ）
新潮社 1984 年刊の再刊
【TRC 新刊案内 2225 号】

心のままに 私の心は、私しだいです
飯塚千代子/著[･発行]
2021 126p A5 判 1500 円
著者は渋川市在住
【上毛 10/25】

日本の地名詩集 地名に織り込まれた風土・文化
・歴史
金田久璋･鈴木比佐雄/編
コールサック社/発行
2021.9 215p 21cm 1800 円
谷川連峰に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2225 号】

菜園生活 自選集Ⅰ
佐伯圭/著 明文書房/著
2021.9 82p 16cm 1000 円
（ えぽ叢書 18 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 11/3】
菜食帝国 自選集Ⅱ
佐伯圭/著 明文書房/著
2021.9 67p 16cm 1000 円
（ えぽ叢書 19 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 11/3】

弥勒野
田舎教師研究会/発行
2021 500 円
川端康成･横光利一･片岡鉄兵が田山花袋の「田
舎教師」の舞台をたどった「田舎教師遺跡巡礼
の旅」に関する記述あり
【朝日 11/9】

作家と酒
平凡社編集部/編 平凡社/発行
2021.9 292p 18cm 1900 円
金井美恵子(高崎市生まれ)著「酒の楽しみ」
収録
【TRC 新刊案内 2227 号】
さんまいのおふだ 第３版
木暮正夫/文 箕田源二郎/絵
チャイルド本社/発行
2021.10 32p 23cm 455 円
（ みんなでよもう!日本の昔話 7 ）
木暮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2226 号】
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茂木二三句集 Ⅰ
茂木二三/著 中島昇/発行
2021.4 167p 19cm
著者は群馬県生まれ

【受贈】

茂木二三句集 Ⅱ
茂木二三/著 中島昇/発行
2021.4 126p 19cm
著者は群馬県生まれ

【受贈】

〔 2021.11〕

誰も教えてくれなかったお葬式の極意
木部克彦/著 言視舎/発行
2021.9 205p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2226 号】

県関係者の一般著作
伊勢物語その遊戯性 増訂版
荻原晃之/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2021.9 239p 19cm 1800 円
著者は群馬県在住
【受贈】

中国を感じる
斎藤憲二/著 柏艪舎/発行
2021.9 222p 19cm 1300 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2226 号】

子どもの心が見えてくる エリクソンに学ぶ
佐々木正美/著 ゆいぽおと/発行
2021.9 183p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2225 号】

ドイツ見習え論が日本を滅ぼす メルケル後の迷
走でＥＵ大波乱！？
豊田有恒･川口マーン惠美/著
ビジネス社/発行
2021.10 204p 19cm 1400 円
豊田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2226 号】

コロナの世界を照らす５０のやさしい物語
片野優･須貝典子/著 宝島社/発行
2021.9 207p 19cm 1200 円
片野氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2225 号】

東京の謎(ミステリー) この街をつくった先駆者
たち
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2021.9 254p 18cm 850 円
（ 文春新書 1328 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2226 号】

自然治癒力を高めるマクロビオティック
実践編 運命を開く断食
磯貝昌寛/著 ミネルヴァ書房/発行
2021.9 8,230p 19cm 2500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2226 号】

日本と韓国の地域ファミリー企業のマネジメント
比較 創業から成長、第二の創業まで 上
金泰旭/著 博英社(高崎市)
2021.9 193p 24cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2227 号】

社員を幸せにしながら×社長の資産を増やす方法
効果的な年金制度の使い方を伝授
細川知宏/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2021.8 187p 18cm 900 円
著者は「さんびゃくしゃ」(前橋市)を設立
【上毛 10/17】
車掌出てこい！英語車掌が打ち明ける本当にあっ
た鉄道クレーム
関大地/著 マキノ出版/発行
2021.10 175p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2227 号】

視聴覚資料

初心者からちゃんとしたプロになるＡｄｏｂｅ
ＸＤ基礎入門 フェーズ別に解説！
相原典佳･沖良矢/共著
エムディエヌコーポレーション/発行
2021.10 287p 25cm 2700 円
相原氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2226 号】

電子資料

すべてが用意されているゼロポイントフィールド
につながる生き方 お金、成功、ご縁！
村松大輔/著 徳間書店/発行
2021.9 308p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2226 号】
全国から患者が集まる泌尿器科医の頻尿・尿もれ
・夜間頻尿の治し方
高橋悟/著 毎日が発見/発行
2021.9 128p 21cm 1380 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2225 号】

〔 2021.11〕
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