群

馬

の

宝積寺曹洞宗開創五七〇年大遠忌平成の本堂大改
修記念誌
宝積寺曹洞宗開創五七〇年大遠忌平成の本堂大
改修記念誌編集委員会/編集･発行
2022.4 180p 30cm
【受贈、上毛 7/15】

本

−群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報−
２０２２年７月分
No.４２８

星宮神社
関口功一/著
2021.3 9p 21cm
『桐生史苑』第 60 号より抜刷
著者は群馬県生まれ

発行日
発 行

令和 4(2022)年 8 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

【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。

2 歴史･伝記･地理

・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。

伊香保史年表
関靖/著･発行
[2022] 32p B5 判
伊香保地区の歴史を収録
著者は元渋川市職員

・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。

【上毛 7/31】

磐座への旅 日本人の心の故郷を訪ねて
池田清隆/著 出窓社/発行
2022.6 230p 25cm 3000 円
岩神の飛石(前橋市)に関する記述あり

【TRC 新刊案内 2262 号】
Ｗｏｍａｎ'ｓ Ｓｔｙｌｅ １００ 日本の女性
偉人たち
ヤマザキマリ/監修 昭文社/発行
2022.6 159p 23cm 1800 円
向井千秋氏･新島八重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2262 号】

０ 総記
企画展 令和４年度 第１回 絵葉書になった高
崎の明治大正昭和
高崎市歴史民俗資料館/発行
2022 折りたたみ 1 枚 30×63cm
【受贈】

ウォークマップホントに歩く中山道 第１２集
八幡〜軽井沢・碓氷峠
風人社編集部/編集 風人社/発行
2022.2 1180 円
【上毛 7/9】
ウォークマップホントに歩く中山道 第１３集
碓氷峠〜安中＜中宿＞
風人社編集部/編集 風人社/発行
2022.6 1180 円
【上毛 7/9】

1 哲学･宗教
心いやされる旅坂東三十三か所めぐり秩父三十四
か所めぐり 観音さまとともに歩く関東の霊場ガ
イド ２版
昭文社/発行
2022.7 119p 21cm 1400 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2264 号】

大己貴命と豊城入彦命
関口功一/著
2022.3 6p 21cm
『桐生史苑』第 61 号より抜刷
著者は群馬県生まれ

【受贈】

桐生史苑 第６ １ 号
桐生文化史談会/発行
2022.3 213p 21cm

【受贈】

-1〔2022.8〕

渋川史年表
関靖/著･発行
[2022] 32p B5 判
渋川地区･金島地区･豊秋地区･古巻地区の歴史
を収録
著者は元渋川市職員
【上毛 7/31】

早わかり都道府県Ｄａｔａ Ｂｏｏｋ
話のネタ帳 ２０２２
日本食糧新聞社/発行
2022.4 319p 20cm 1350 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2262 号】

出土文字資料と宗教文化
門田誠一/著 佛教大学/発行
2022.2 3, 350, 6p 22cm
（ 佛教大学研究叢書 43 ）
「福道志万家都无」前田遺跡(前橋市･九世紀後
半)･「真仏」吉井町神保採集(九世紀)に関する記
述あり
【購入】

前橋空襲・終戦・戦後―幼少年期の記憶―
清光寺(前橋市)･前橋空襲犠牲者追悼法要実行
委員会/発行
[2022] 131p A5 判
【上毛 8/5】
前橋市の１３０年 写真が語る
しなのき書房/編集 いき出版/企画･制作･発行
2022.7 279ｐ 31ｃｍ 9082 円
【購入、朝日 8/14】

人生、晩節に輝く 長寿逆転突破力
前坂俊之/著 日経 BP 日本経済新聞出版/発行
2022.6 278p 19cm 1700 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2264 号】

前橋城考
野本文幸/著
上毛新聞社営業局出版編集部/発行
2022.7 243p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ

全国キャンプ場ガイド Ｃ Ａ Ｍ Ｐ Ｆ Ｉ Ｅ Ｌ Ｄ
Ｇ Ｕ Ｉ Ｄ Ｅ １ ０ ０ ０ ［２ ０ ２ ２ ］東日本編
北海道・東北・関東・甲信越・静岡
昭文社/発行
2022.7 255p 30cm 1500 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2261 号】

るるぶ群馬 草津 伊香保 みなかみ '２３
JTB パブリッシング/発行
2022.7 172p 26cm 980 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2262 号】

ソロキャンプ場ガイド オートバイ・自転車・徒
歩にも適したキャンプ場が見つかる！
実業之日本社/発行
2022.6 129p 26cm 1500 円
（ ブルーガイド情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2261 号】
第９回高崎学検定解説ＢＯＯＫ
[高崎市/発行]
[2022] 78p A5 判
館林歴史クイズ
館林市/作成
[2022] 18p A5 判

3 社会科学
教育事務所要覧 令和４年度
吾妻教育事務所/発行
2022 5p 30 cm

【受贈】

煌めくオンリーワン・ナンバーワン企業 ２１世
紀を拓くエクセレントカンパニー ２０２２年版
ぎょうけい新聞社/編著･発行
2022.6 237p 21cm 1500 円
Aizawa Corporation(伊勢崎市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2262 号】

【東京 7/21】

【上毛 8/1】

ぐんまの児童館マップ わたしのまわりのじどう
かん
群馬県児童健全育成事業団/作成
2020 折りたたみ 1 枚 42×60cm
【受贈】

中央分水嶺を旅する 日本列島の背骨
栗田貞多男/著 世界文化ブックス/発行
2022.6 255p 15cm 1600 円
（ モン・ブックス ）
谷川岳･浅間山(旧碓氷峠)などに関する記述
あり
【購入、TRC 新刊案内 2261 号】

事業概要 令和２年度
群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所
/発行
2021.10 60p 30 cm
【受贈】

土偶を読む図鑑
竹倉史人/著 小学館/発行
2022.4 109p 18×19cm 1800 円
ハート型土偶(重要文化財 群馬県東吾妻町郷原
遺跡)に関する記述あり
【購入】
-2〔2022.8〕

【受贈】

生涯学習要覧 令和４年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯学
習係/発行
2022 26p 30cm
【受贈】

学術調査研究報告書 温泉科学 令和３年度
群馬県明和町の新規掘削温泉の温泉地質
中島啓治･中村庄八･吉川和男/著
群馬県温泉協会/発行
2022.3 25p 30cm
【受贈】

地域・社会貢献活動報告書 群馬県立女子大学
２０２１
群馬県立女子大学/発行
2022.3 二つ折り 1 枚 30×43cm
【受贈】

第１３次鳥獣保護管理事業計画書 令和４（２０
２２）年４月１日から令和９（２０２７）年３月
３１日まで５年間
群馬県/発行
2022 50p 30cm
【受贈】

利根沼田生涯学習・社会教育要覧 令和４年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2022 22p 30cm
【受贈】

沼田の湧き水（名水・湧水・歴史や信仰の水）
令和３年度沼田市市民協働によるまちづくり事業
沼田の水を考える会/発行
2022.3 45p 26cm
【受贈】

日影のこえ メディアが伝えない重大事件のもう
一つの真実
高木瑞穂･YouTube「日影のこえ」取材班/著
鉄人社/発行
2022.6 269p 19cm 1500 円
前橋高齢者強盗殺人事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2263 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

明寿 第５１号
[明寿大学学友会/発行]
2022
前橋市中央公民館の高齢者教室明寿大学の会誌
【上毛 7/27】
臨時市議会議案書 令和４年５月
前橋市/発行
2022 28p 30cm
臨時市議会議案説明資料
（条例関係）
前橋市/発行
2022 12p 30cm

太田市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 概要版
産業環境部清掃事業課/発行
2022.3 21p 30cm
【自館製本】
活動報告書 令和２（２０２０）年度 第２０号
令和２年４月１日〜令和３年３月３１日
南橘の自然観察と環境を守る会/発行
2021 39p 30cm
【受贈】

【受贈】

令和４年５月

活動報告書 令和３（２０２１）年度 第２１号
令和３年４月１日〜令和４年３月３１日
南橘の自然観察と環境を守る会/発行
2022 37p 30cm
【受贈】

【受贈】

私だったかもしれない ある赤軍派女性兵士の
２５年
江刺昭子/著 インパクト出版会/発行
2022.6 313p 19cm 2000 円
山岳ベースに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2261 号】

群馬のうまい蕎麦 ｖｏｌ．２
NLG/発行
2022.6 96p 26cm 1000 円

【受贈】

傑 作 戦 闘 機 と レ シ プ ロ エ ン ジ ン Masterpiece
Fighters & Reciprocating Engines of the World
動画と写真で観る大戦機アーカイブ
佐藤雄一･藤森篤/著･撮影 EDITORS/発行
2022.7 191p 26cm 2800 円
「世界の傑作戦闘機とレシプロエンジン」(枻出
版社 2014 年刊)の改題,加筆修正
零戦に関する記述あり
佐藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2264 号】

4 自然科学
学術調査研究報告書 温泉科学 令和３年度
群馬県東吾妻町にある温泉の化学成分
酒井幸子/著 群馬県温泉協会/発行
2022.3 30p 30cm
【受贈】

志民協働による景観と観光をつくる戦略と手法
志民がつむぐ地域の姿と物語
今野久子･大下茂/著 共同文化社/発行
2022.4 244p 21cm 2000 円
伊香保･甘楽町･わたらせ渓谷鐵道に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2264 号】
-3〔2022.8〕

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ
ｖｏｌ．４０
ＳＵＢＡＲＵスポーツＢＩＧ３ ＷＲＸ Ｓ４／レ
ヴォーグ／ＢＲＺ
交通タイムス社/発行
2022.7 146p 30cm 1273 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2263 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
そばとふらいふぃっしんぐ 山釣りの旅案内
東北、北関東、信越編
大野敏男[ほか]/著 ふらい人書房/発行
2022.5 399p 21cm 3200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2261 号】

天然砥石と硯石と 東日本で拾えそうな産地とそ
の地質
茂木睦/著 ブイツーソリューション/発行
2022.4 89p 21cm 636 円
「群馬県で砥石と硯石を拾う」収録
著者は群馬県生まれ
【受贈】

凡事徹底 前橋育英高校野球部で教え続けている
こと
[荒井直樹/著] 田中夕子/構成 カンゼン/発行
2022.6 222p 19cm 1700 円
【購入、TRC 新刊案内 2264 号】

平田晃久建築展 Ａｋｉｈｉｓａ Ｈｉｒａｔａ
Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏ
ｎ 太田市美術展・図書館の建築プロセスを中心
に
[太田市美術展･図書館/発行]
[2017] 1 冊 30 cm
【受贈】

山・すばらしい自然 日本山岳写真協会両毛支部
結成４０周年記念出版
日本山岳写真協会両毛支部 40 周年記念事業実
行委員会/発行
2022.6 95p 23×25cm
【受贈】

6 産業

8 語学

居酒屋と県民性 ４７都道府県ごとの風土・歴史
・文化
太田和彦/著 朝日新聞出版/発行
2022.6 249p 15cm 800 円
（ 朝日文庫 お 87-1 ）
「日本の居酒屋」(2016 年刊)の改題,加筆修正
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2262 号】

9 文学
あきらめない、大空へ
野口千壽/作･絵
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2022.5 31p 19×26cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2261 号】

想い出の国鉄・ＪＲアルバム
第５巻 東京近郊区間(北関東・千葉編)
１９７０年代〜８０年代の記録
長渡朗/写真 フォト･パブリッシング/発行
2022.7 127p 26cm 2000 円
高崎線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2264 号】
業務年報 令和２年度
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
2021 56p 30cm
群馬県水産試験場研究報告
年度業務報告）
群馬県水産試験場/発行
2021.9 16, 22p 30cm

悪魔 乙女の本棚作品集
しきみ/著 立東舎/発行
2022.6 125p 27cm 2200 円
（ 乙女の本棚 ）
萩原朔太郎「猫町」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2263 号】

【自館製本】

遺跡発掘師は笑わない [１５] 榛名山の荒ぶ
る神
桑原水菜[/著] KADOKAWA/発行
2022.6 266p 15cm 640 円
（ 角川文庫 く 35-15 ）
【TRC 新刊案内 2262 号】

第２７号（附 令和２
【自館製本】

創立百周年記念誌
群馬県立農林大学校創立 100 周年記念事業実行
委員会/編集
群馬県立農林大学校/発行
2022.2 166p 31cm
【受贈】
-4〔2022.8〕

逆転の切り札 法廷ミステリーアンソロジー
阿津川辰海･伊兼源太郎／著
朝日新聞出版/発行
2022.6 326p 15cm 870 円
（ 朝日文庫 に 19-1 ）
「口癖」横山秀夫著(元上毛新聞記者)収録
【TRC 新刊案内 2262 号】
航夜 １号
航夜の会(伊勢崎市)/発行
2022.6 98p 21cm 500 円(頒価)

木犀 遺歌集
井田金次郎/著 地表短歌社/発行
2022.7 211p 22cm
（ 地表叢書 第 171 篇 ）
著者は群馬県生まれ

【受贈】

レベル５９６の鍛冶見習い ３
寺尾友希[/著] アルファポリス/発行
2022.6 299p 19cm 1200 円
寺尾氏は群馬県の酪農家
【TRC 新刊案内 2264 号】

【受贈】

この道は果てしなく老老介護十余年
酒井正保/著
上毛新聞社営業局出版編集部/発行
2022.5 16, 102p 21cm 1500 円
著者は群馬県ボランティア活動推進委員
【TRC 新刊案内 2262 号】

恋愛名歌集
萩原朔太郎/著 岩波書店/発行
2022.6 269p 15cm 640 円
（ 岩波文庫 31-062-4 ）
【TRC 新刊案内 2264 号】

さざえ尻まで
新井啓子/著 思潮社/発行
2022.4 85p 20cm 2200 円
著者は群馬県在住
【受贈、上毛 8/9】

県関係者の一般著作
あした出会えるきのこ１００
新井文彦/著 保坂健太郎/監修
山と溪谷社/発行
2022.7 191p 18cm 1600 円
（ 散歩道の図鑑 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 8/1、TRC 新刊案内 2263 号】

秋海棠 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 詩人会議出版/発行
2022.5 97p 22cm 1500 円(頒価)
著者は群馬県生まれ

【受贈】

刀匠展にて 詩集
篠木登志枝/著 明文書房/発行
2022.4 80p 16cm 1000 円
（ えぽ叢書 20 ）
著者は群馬県在住

【受贈】

童話研究 第３９号
群馬童話研究会/編集･発行
2022.6 102p 26cm 1700 円

【受贈】

家で死のう！ 緩和ケア医による「死に方」の教
科書
萬田緑平/著 三五館シンシャ/発行
2022.7 236p 19cm 1400 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2264 号】

なぜなくの？
杜今日子/さく 福音館書店/発行
2022.7 1 冊(ページ付なし) 20cm 400 円
（ こどものとも 0.1.2. 328 号 ）
杜氏はみどり市出身
【上毛 7/31】

インド宗教興亡史
保坂俊司/著 筑摩書房/発行
2022.6 266p 18cm 880 円
（ ちくま新書 1662 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2262 号】

日本近代文学の潜流
大和田茂/著 論創社/発行
2022.6 5, 518p 20cm 5000 円
「近代温泉医療の夢と挫折−ベルツ・田山花袋の
伊香保体験をめぐって」収録
【TRC 新刊案内 2264 号】

穏やかな死に医療はいらない
萬田緑平/著 河出書房新社/発行
2022.6 213p 19cm 1300 円
朝日新聞出版 2013 年刊の加筆修正
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2263 号】

水辺の記憶
小見さゆり/著 書肆山田/発行
2022.7 111p 22cm 2600 円
著者は群馬県生まれ

学佛 ―仏の大悲心を学ぶ―
直林不退/著 永田文昌堂/発行
2022 155p 四六判 1500 円
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 8/3】

【受贈】
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草森紳一の問い その「散歩」と、意志的な「雑
文」というスタイル
愛敬浩一/著 洪水企画/発行
2022.5 221p 19cm 1800 円
（ 詩人の遠征 13 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2261 号】

文化財が語る日本の歴史
會田康範･下山忍/編 雄山閣/発行
2022.5 241p 21cm 3000 円
下山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2261 号】
変形菌 Ａ Ｆｉｅｌｄ Ｇｕｉｄｅ ｔｏ
Ｍｙｘｏｍｙｃｅｔｅｓ 発見と観察を楽しむ自
然図鑑
川上新一/解説 新井文彦/写真
山と溪谷社/発行
2022.7 271p 19cm 2000 円
新井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2263 号】

実践身体活動学
木村朗/著 三共出版/発行
2022.6 8, 153p 26cm 2500 円
著者は群馬パース大学教授
【TRC 新刊案内 2261 号】
社内起業家 「サラリーマン」でも「起業家」で
もない生き方
岩田徹/著 生産性出版/発行
2022.6 276p 19cm 1800 円
著者は高崎商科大学短期大学部非常勤講師
【TRC 新刊案内 2262 号】

視聴覚資料
女のひとり唄 伊香保旅情 （CD）
聖龍生/作詞(伊香保旅情)
聖龍生/作曲 やなせまゆみ/歌･製作
2022.7 2 曲
聖氏･やなせ氏は安中市在住
【上毛 7/22】

小学生のための「家庭学習」の教科書 学力が劇
的にアップ！
坂本七郎/著 大和出版/発行
2022.6 229p 19cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2263 号】
生命の大進化４０億年史 生命はいかに誕生し、
多様化したのか 古生代編
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修
講談社/発行
2022.6 334p 18cm 1600 円
（ ブルーバックス B-2203 ）
【TRC 新刊案内 2263 号】

電子資料

ゼロからわかる量子コンピュータ
小林雅一/著 講談社/発行
2022.6 206p 18cm 840 円
（ 講談社現代新書 2663 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2263 号】

ある日、自分の脳から声が聞こえてきたら―非定型
精神病を患ったマンガ家の２７年― （１）
（電子書籍）
松原千波/著 小学館/発行
2022 286 円(税込)
著者は玉村町在住
【上毛 8/1】

誰でもカンタン！図解で分かる囲碁実戦手筋
木部夏生/著 マイナビ出版/発行
2022.6 223p 19cm 1590 円
（ 囲碁人ブックス ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2264 号】

白き嶺に挑む 宮崎勉の登山人生 （電子書籍）
上毛新聞社/発行
2022 440 円
上毛新聞の連載記事を電子書籍化したもの
宮崎勉氏は片品村の山岳ガイド
【上毛 8/7】

日本でしか観られない世界の名画
岡部昌幸/著 青春出版社/発行
2022.6 183p 18cm 1400 円
（ 青春新書 PLAY BOOKS P-1193 ）
著者は群馬県立近代美術館特別館長
【TRC 新刊案内 2263 号】

マイロックタウン〜天狗と私の千年の恋（天恋）
（ウェブ小説）
加部鈴子/文 祐/絵
[MY ROCK TOWN(マイ･ロック･タウン)東吾妻
/制作]
2022.6〜連載中 毎週 2 回更新
東吾妻町を舞台にしたオリジナル小説
加部氏･祐氏は東吾妻町在住
【上毛 7/7、朝日ぐんま 8/12】

夫婦って･･･。
小畑作治/著 上毛新聞社/発行
[2022] 170p A5 判
著者は前橋市在住

【上毛 8/2】
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