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東日本戦国史料館&博物館ベストガイド
戦国歴史文化研究会/著 メイツ出版/発行
2010.11 128p 21cm 1600 円
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1693 号】

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年１１月分
No.２８８

本のパーキング １３号
hasyoma-do/発行
2010.10 12p 21cm 200 円
｢アーザル･ナフィーシーの秘密の花園『テヘラ
ンでロリータを読む』」アラマキマリコ(前橋
市在住)/著収録
【受贈】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 12 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
・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。

水と緑と詩のまち前橋文学館収蔵資料目録－萩原
朔太郎 遺蔵書編－
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2010.3 12p 30cm
【 受 贈】

・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。

みんなの図書館 通巻３９９号
図書館問題研究会/編集 教育史料出版会/発行
2010.6 96p 21cm 700 円
図書館問題研究会第５７回全国大会(草津温泉)
に関する記事あり
【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。

６５年の回顧
桐生タイムス社/発行
2010.11 62p 21cm 300 円(税込)
【受贈、桐生タイムス 11/2】

０ 総記
行き合いながら
ともにあゆんだ６５年－桐生タイムス展 図録
桐生タイムス社/発行
[2010.11] 85p 30cm 1000 円(税込)
【受贈、桐生タイムス 11/2】
群馬県立文書館収蔵文書目録
利根郡昭和村諸家文書
群馬県立文書館/編集･発行
2010.3 219p 30cm

1 哲学･宗教

28

真田の宝石
内山信次/著 上毛新聞社出版メディア局/制作
2008.8 171p 19cm
著者は高崎市在住
【受贈】

【受贈】

群馬のK 平成版
山中庄太郎/著 中央総合教育出版/発行
上毛新聞社事業局出版部[/発売]
2010.11 407p 21cm 1800 円
著者は学校法人有坂中央学園(前橋市)名誉理事
長【ぐんま経済 11/18、TRC 新刊案内 1693 号】
群馬美少女図鑑 2010
WINTER
トロワデザイン(高崎市)/発行
2010.11 79p 21cm

vol.８ toy
【受贈】
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〔2010.12〕

戦国武将の大誤解 武将たちの意外な素顔
丸茂潤吉/著 彩図社/発行
2010.11 207p 19cm 1200 円
真田幸村に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1691 号】

2 歴史･伝記･地理
浅間山大噴火の爪痕 天明三年浅間災害遺跡
関俊明/著 新泉社/発行
[2010.11] 1575 円(税込)
（ シリーズ「遺跡を学ぶ」 075 ）
【上毛 11/22】

前方後円墳の終焉
広瀬和雄･太田博之/編 雄山閣/発行
2010.10 5,204p 22cm 3600 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1691 号】

楽前遺跡（２）(がくまえいせきに) 北関東自動
車道(伊勢崎～県境)地域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
2010.10 626p 写真図版 177p 付図 2 枚
30cm
【受贈】
花群 群照会誌 第３６号
群照会/発行
2010.11 111p 22cm

大道西遺跡(だいどうにしいせき) 北関東自動車
道(伊勢崎～県境)地域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
2010.10 264p 写真図版 90p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

【受贈】

大道東遺跡（３）(だいどうひがしいせきさん)
－弥生時代以降編２－ 北関東自動車道(伊勢崎
～県境)地域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
2010.10 575p 写真図版 160p 付図 3 枚
30cm
【受贈】

上強戸遺跡群（２）(かみごうどいせきぐんに)
北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域の建設に伴う
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
2010.10 496p 写真図版 104p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２２回
古墳時代後期 中型円墳の埴輪群像－高崎市吉井
町中原１号墳－
高崎市観音塚考古資料館/発行
2010.10 46p 30cm
【受贈】

関東近世史研究 第６９号
関東近世史研究会常任委員会/編集
関東近世史研究会/発行
2010.10 129p 26cm
企画例会｢関東近世史研究と自治体史編纂～第
２回群馬県～｣収録
【受贈】

済州島四・三事件を生きぬいて－聞き書・金璟炯
の半生
金璟炯･横田英明/著編 リーブル/発行
2010.11 124p 21cm 1143 円
金氏は高崎市在住
横田氏は前橋市在住
【受贈、東京 11/4】

群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 事業概要
２９（２０１０）
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.9 73p 30cm
【受贈】

特別展 平成２２年
玉村町の地区の歴史Ⅲ 芝根地区編
玉村町歴史資料館/編集･発行
2010.10 [16p] 30cm

恋に効くパワースポット温泉
山崎まゆみ/著 文藝春秋/発行
2010.10 95p 21cm 1000 円
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1691 号】
上州の小字地名考 五
図面を活用して
飯塚正雄/著
2010.11 222p 26cm
飯塚氏は高崎市在住

〔2010.12〕

【受贈】

利根川を渡った暮らしと文化
千代田町ふるさと再発見実行委員会/発行
2010.10 21p 21cm 【受贈、viva!amigo11/12】

群馬県立文書館所蔵の絵

中居町一丁目遺跡３（なかいまちいっちょうめい
せきさん） (都)3．3．8高崎駅東口線地方特定
街路整備事業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
2010.10 24p 写真図版 10p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

【受贈】
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成塚遺跡群（なりづかいせきぐん） 北関東自動
車道（伊勢崎～県境）地域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
2010.9 44p 写真図版 21p 30cm
【受贈】

八ヶ入遺跡Ⅱ(はちがいりいせき）－縄文時代以
降編－ 北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域埋蔵
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
2010.10 542p 写真図版 139p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

西長岡宿遺跡（２）(にしながおかしゅくいせき
に)（縄文時代編） 北関東自動車道(伊勢崎～県
境)地域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
2010.10 224p 写真図版 84p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

横浜開港百五十周年 戦後のルンペンが語る横浜
の歴史 「昔の青年よ 今一度 あの夢有る時代
に戻りたい」老倉庫
松井貞雄/著 NPO ｢昭和の記憶｣/制作
2008.3 70p 21cm 700 円(税込)
著者は前橋市生まれ
【受贈】

萩原遺跡（はぎわらいせき） 北関東自動車道（伊
勢崎～県境）地域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
2010.9 132p 写真図版 17p 付図 9 枚 30cm
【受贈】
はるかな尾瀬 Vol.１４
尾瀬保護財団/発行
2010.10 15p 30cm

【受贈】

遙かなる峰を見据えて母は逝く
大澤俊雄/著 上毛新聞社メディア局/制作
2008.12 102p 20cm
著者の母･大澤ミツ氏(桐生市生まれ)の伝記
【受贈】
榛名町誌 資料編１ 原始古代
榛名町誌編さん委員会/編集
榛名町誌刊行委員会/発行
2010.3 [40,]1254p 付図 16 枚
榛名町誌 資料編３ 近世
榛名町誌編さん委員会/編集
榛名町誌刊行委員会/発行
2010.3 [34,]770p 付図 1 枚
榛名町誌 資料編４ 近代現代
榛名町誌編さん委員会/編集
榛名町誌刊行委員会/発行
2010.3 [35,]863p 27cm

27cm【受贈】

27cm

【受贈】

【受贈】

東原Ⅰ遺跡・東原Ⅱ遺跡・東原Ⅲ遺跡（ひがしは
らいちいせき・ひがしはらにいせき・ひがしはら
さんいせき） 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第３５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.10 99p 写真図版 28p 30cm 【受贈】
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〔2010.12〕

しぶかわ道の神さま～写真で見る双体道祖神～
渋川市歴史資料館秋季企画展
渋川市教育委員会文化財保護課/発行
2010.10 32p 26cm
【受贈】

3 社会科学
桐生市議会会議録 平成22年第3回定例会
平成22年8月31日開会 平成22年9月22日閉会
桐生市議会事務局/発行
2010 1 冊 30cm
【受贈】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
吾妻教育事務所/発行
2010.11 18p 30cm

桐商のあゆみ 創立７０周年記念誌
記念事業実行委員会/発行
[2010.11]
【桐生タイムス 11/22】

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2010.4 193p 30cm

黒保根の民話 古里に描く心の風景
川池三男/著
2010.10 316p 22cm 2000 円(税込)
著者はみどり市在住
【受贈、上毛 11/11】

職員の給与等に関する報告及び勧告
平成２２年１０月
群馬県人事委員会/発行
2010.10 68,67p 30cm

群馬県行政文書件名目録 第21集
明治期皇室・来賓・兵事・軍事編
群馬県立文書館/編集･発行
2010.3 2,93p 30cm

相談しませんか 子どもにかかわるすべてのこと
について
[児童家庭支援ホーム希望館/発行]
[2010] [4p] 30cm
【受贈】

群馬県公営企業会計決算審査意見書
群馬県監査委員/発行
2010.8
63p 30cm
群馬県公営企業決算書
企業局関係
群馬県/発行
2010 192p 30cm

【受贈】
平成21年度

【受贈】

平成２２年４月１日
【受贈】

【受贈】

地域安全マップ
桐生市第１１区(境野町)/作成
[2010.10] A2 判
マップは第１１区全体と区内の１１町会別に詳
細を示したもの計１２種類あり【上毛 11/10】

【受贈】

平成２１年度
【受贈】

群馬大学工業会報 №１４３ ２０１０．１０
特集 社会で活躍する卒業生
群馬大学工業会/発行
2010.10 65,15p 30cm
【受贈】
公有財産に関する調書
群馬県/発行
2010.3 100p 30cm

第３２回

4 自然科学
太田市医師会五十周年記念誌
太田市医師会五十周年記念誌編集委員会/編集
2010.11 [16,]301p 28cm
【受贈】

平成22年3月31日現在
【受贈】

事業概要 平成２１年度事業実績
西部県民局富岡保健福祉事務所/発行
2010.10 51p 30cm
【受贈】

群馬県立病院事業概要 第３１号
群馬県病院局総務課/発行
2010.10 71p 30cm

事業概要 平成２２年度 平成２１年度事業実績
群馬県中央児童相談所・群馬県西部児童相談所
・群馬県東部児童相談所/発行
2010.10 66p 30cm
【受贈】

治療の場所と精神医療史
橋本明/編著 日本評論社/発行
2010.9 10,251p 22cm 4700 円
群馬県に関する記述あり

獅子舞雑記ノート ３８
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2010.11 48p 21cm
安中の獅子舞に関する記述あり

ＢＩＳＨＩＮ 院外広報誌
製作委員会/発行
20p A4 判
医療法人社団美心会(高崎市)の年４回発行する
院外広報誌
【上毛 11/13】

〔2010.12〕

【受贈】

-4-

平成２１年度
【受贈】

【受贈】

上州おおたの名産
太田市物産振興協会/発行
[2010.11] 折りたたみ

5 技術･工学･家政学･生活科学
企画展 第８８回 粉もの上州風土(フード)記～
ヒルバテイから焼きまんじゅうまで
群馬県立歴史博物館/発行
2010.4 72p 30cm
【受贈】

【上毛 11/29】

民有林林道事業の概要 平成２２年度
群馬県環境森林部林政課/発行
2010 108p 30cm

【受贈】

企画展 第８９回 群馬の肖像Ⅲ－政治王国ぐん
まと上州人宰相－
群馬県立歴史博物館/発行
2010.10 107[,7p] 30cm
【受贈】
群馬県都市計画審議会議案 第１５４回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.10 10p 30cm
別添資料：添付図面 23p
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
萩原朔太郎の音楽 われより出でて徘徊し、歩道
に種を蒔きてゆく （前橋文学館特別企画展）
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2010.10 95p 26cm
【受贈】

公共事業の中止 八ツ場ダム・住民の生活再建
田辺愛壹/著 プログレス/発行
2010.11 9,186p 22cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1693 号】

発明想像画コンクール作品集 第６回
群馬大学工学部広報室/編集･発行
2010.10 36p 30cm

白鴎法学 第３５号（２０１０年６月）
白鴎大学法学部/発行
2010.6 167p 21cm
足尾鉱毒事件に関する記述あり
【受贈】

【受贈】

優しい季(とき) 梶田修司の夢写紀行
梶田修司/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.10 78p 16 × 22cm 1400 円
著者は(株)六郎(高崎市)代表取締役
【受贈、上毛 11/14、TRC 新刊案内 1693 号】

6 産業
駅舎シリーズⅠ 吾妻線（全駅舎18ヶ所）絵葉書
イワサキヒロシ/画
[2010.11] 18 枚 15cm
イワサキ氏は前橋市在住
【受贈】
業務報告 平成２１年度（２００９）
群馬県林業試験場/発行
2010.7 102p 30cm

【受贈】

研究報告 第１５号
群馬県林業試験場/編集
2010.7 62p 30cm

【受贈】

8 語学
どんな挨拶こんな挨拶 山中庄太郎が語る上州の
起業人 新版
山中庄太郎/著 中央総合教育出版/発行
上毛新聞社事業局出版部/発売
2010.11 411p 21cm 1800 円
著者は学校法人有坂中央学園(前橋市)名誉理事
長【ぐんま経済 11/18、TRC 新刊案内 1693 号】

交通年鑑 平成２１年
群馬県警察本部･(財)群馬県交通安全協会連合
会(群馬県交通安全活動推進センター)/発行
2010.8 390p 30cm
【受贈】
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〔2010.12〕

飛火 第３９号
飛火の会/編集･発行
2010.11 96p 21cm 1000 円
｢詩四篇｣中野完二(高崎高校卒業)/著収録
【受贈】

9 文学
１９９５－２０１０ １５th Anniversary
さざんかの会/発行
[2010.11] 168p 四六判
さざんかの会は第 33 回県文学賞受賞者で結成
したグループ
【上毛 11/25】
縁(えにし) 歌集
竹内いく子/著 地表短歌社/発行
2010.10 225p 22cm
（ 地表叢書 第 134 篇 ）
著者は前橋市在住
老松 歌集
多賀谷トク/著 紙鳶社/発行
2010.11 157p 20cm
（ 清流叢書 第 21 集 ）
著者は伊勢崎市在住

長屋の富
立川談四楼/著 筑摩書房/発行
2010.11 218p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1693 号】
七十五歳の想い 随想集 高崎高校入学六十周年
記念
新高会(高高５２期)/発行
2010.10 356p 22cm
【受贈、上毛 11/12】

【受贈】

ぬかるみ俳句歳時記 創刊70周年記念
ぬかるみ 通巻673巻 臨時増刊
ぬかるみ歳時記編纂委員会/編集
ぬかるみ俳句会(館林市)/発行
2010.10 328p 15 × 21cm 3500 円
【上毛 12/4、受贈】

【受贈】

企画展 第７１回 土屋文明生誕１２０年記念
文明と茂吉
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2010.10 24p 30cm
【受贈】
古稀の春 歌集
小林功/著 地表短歌社/発行
2009.11 216p 22cm
（ 地表叢書 第 116 篇 ）
著者は前橋市在住

【受贈】

午後の図書館 歌集
河上則子/著 砂子屋書房/発行
2010.10 201p 20cm 3000 円
（ まひるの叢書 第 278 篇 ）
著者は高崎市に在住

【受贈】

坂

俳句四季 11月号
[東京四季出版/発行]
[2010.10]
｢御巣鷹忌｣高橋洋一(富岡市在住)/著収録
【上毛 11/24】
表札 遺稿集 1
植村桂子･もりいずみ/著
上毛新聞社事業局出版部/発売
2010.2 272p 22cm 952 円
表題｢表札｣は第１６回上毛文学賞受賞
【TRC 新刊案内 1661 号、受贈】
ブタの横顔 詩集
竹村えいこ/著
[2010.11] 158p 四六判
著者は前橋市在住

遺稿集 ２
植村桂子･もりいずみ/著
上毛新聞社事業局出版部/発売
2010.2 251p 22cm 953 円
表題｢坂｣は第１３回上毛文芸掌編小説年間最優
秀賞受賞
【TRC 新刊案内 1661 号、受贈】

時を紡ぐ 歌集
森島ちよ/著 地表短歌社/発行
2010.11 202p 22cm
（ 地表叢書 第 137 篇 ）
著者は前橋市在住

〔2010.12〕

【受贈】
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500 円
【上毛 11/30】

数学と算数の遠近法 方眼紙を見れば線形代数が
わかる
瀬山士郎/著 早川書房/発行
2010.11 288p 16cm 840 円
（ ハヤカワ文庫 NF 372 ）
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1693 号】

県関係者の一般著作
頭がよくなる速読術
栗田昌裕/著 中経出版/発行
2010.10 238p 19cm 1300 円
著者は群馬パース大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1691 号】

戦国忍者列伝 乱世を暗躍した66人
清水昇/[著] 学研パブリッシング/発行
2010.5 287p 15cm 667 円
（ 学研 M 文庫 し-14-1 ）
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1668 号】

お江のすべて 徳川二代将軍夫人になった戦国の
姫君
清水昇/著 河出書房新社/発行
2010.11 206p 15cm 660 円
（ 河出文庫 し 18-1 ）
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1692 号】

ツーリズム・ビジネス・マネジメント サービス
・マネジメント・アプローチ
白井義男/著 同友館/発行
2010.10 8,281p 22cm 3200 円
著者は高崎経済大学地域政策学部観光政策学科
教授
【TRC 新刊案内 1691 号】

古代日本人と外国語 東アジア異文化交流の言語
世界 増補改訂
湯沢質幸/著 勉誠出版/発行
2010.11 3,281,6p 20cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1693 号】

トップ営業マンの「話がとぎれたときの質問法」
人間関係を解決する71のルール
菊原智明/著 朝日新聞出版/発行
2010.11 207p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1692 号】

真田幸村 野望!大坂の陣
新人物往来社/編集･発行
2010.4 287p 15cm 667 円
（ 新人物文庫 し-1-11 ）
「九度山閑居の日々」清水昇(藤岡市在住)/著
収録
【TRC 新刊案内 1664 号】

21世紀版日本の歴史 気象と食糧から見た
読む年表
山口慶一/著 アイシーアイ出版/発行
2010.11 215p 21cm 1200 円
著者は群馬製粉(渋川市)社長
【上毛 11/30、TRC 新刊案内 1695 号】

三歳の絆 伝えきれない「ありがとう」
近藤千賀雄/著
上毛新聞社出版メディア局/印刷
2008.10 283p 20cm
著者は高崎経済大学卒業
【受贈】
瞬発力UP集中トレーニング
五十嵐悠哉/著 ナツメ社/発行
2010.11 223p 21cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1693 号】

２００万人のキャリアデザイン講座 あなたは人
生で何を成しとげたい人ですか？
山口憲二/編著 現代図書/発行
2010.11 250p 2381 円
山口氏は新島学園短期大学キャリアデザイン学
科教授
【ぐんま経済 11/18】

書の総合事典
井垣清明･石田肇/編著 柏書房/発行
2010.11 31,679p 27cm 29000 円
石田氏は群馬大学教授【TRC 新刊案内 1692 号】

美の方程式 美=完璧×破れ
布施英利/著 講談社/発行
2010.10 124p 20cm 1429 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1691 号】

ショパン炎のバラード
ロベルト・コトロネーオ/著 河島英昭/訳
集英社/発行
2010.10 303p 20cm 2800 円
河島氏は高崎市在住【TRC 新刊案内 1691 号】

藤沢周平が愛した静謐な日本
松本健一/著 朝日新聞出版/発行
2010.11 245p 15cm 680 円
（ 朝日文庫 ま 25-3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1692 号】
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〔2010.12〕

募集株式と種類株式の実務
金子登志雄･富田太郎/著 中央経済社/発行
2010.11 2,9,240p 21cm 2800 円
金子氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1692 号】

視聴覚資料
この空の下で
MATHER'S Story（CD）
町田有規/作曲[･歌]
[2010] 2 曲
町田氏は太田市在住

三島由紀夫と司馬遼太郎 「美しい日本」をめぐ
る激突
松本健一/著 新潮社/発行
2010.10 237p 20cm 1200 円
（ 新潮選書 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1691 号】
三島由紀夫と戦後
中央公論編集部/編 中央公論新社/発行
2010.10 243p 21cm 1600 円
｢三島由紀夫と官僚システム｣松本健一(群馬県
生まれ)･ 猪瀬直樹/述収録
【TRC 新刊案内 1691 号】

電子資料
群馬県民有林治山事業の概要 平成２２年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部森林保全課/発行
[2010.11]
【受贈】

喜びいっぱい「5つの幸せ」 暮らしを彩る
｢智恵のワ｣グループ･上毛新聞社出版メディア
局/編集 ホームメイト(前橋市)/発行
2008.4 190p 21cm 1400 円(税込) 【受贈】

〔2010.12〕

【上毛 11/6･23】
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