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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年 ９月分
No.２８６

キリシタン迫害と殉教の記録 復刻 下
飯塚伝太郎･斉藤 秀夫/共著
フリープレス/発行 星雲社/発売
2010.8 310p 20cm 2000 円
北関東のキリシタンに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1684 号】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 10 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

積善桐生のお寺 桐生仏教会１００周年記念
桐生仏教会/編集･発行
2010.4 88p 21cm 【受贈、桐生タイムス 9/27】

・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。
・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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ '10～'11
成美堂出版/発行
2010.10 143p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1683 号】

０ 総記
いづみ読書会文集 あしあと
平成２１年度 第２３号
いづみ読書会/発行
2010.9 45p 26cm

恵美子の生きてきた日々
和田正浩/著 あさを社/発行
2010.9 111p 21cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

[大胡地区ウォーキングマップ]
大胡地区地域づくり推進委員会健康運動部会/
発行
[2010.9] 折りたたみ 1 枚
【上毛 9/2】

桐生市子ども読書活動推進計画
平成２２年度～２６年度
桐生市子ども読書活動情報交換会他/編集
桐生市教育委員会図書館/発行
2010.6 [21p] 30cm
【受贈】
高崎市の図書館 平成２２年度要覧
高崎市立図書館/発行
2010.8 49p 30cm
まえばしの図書館 平成２２年度
前橋市立図書館/編集・発行
2010.8 44p 30cm
駿河台大学資格課程年報 第１０号
駿河台大学資格課程/発行
2010.7 45p 26cm
群馬県立図書館に関する記述あり

【受贈】

温泉&やど関東周辺 信州・新潟 '11
昭文社/発行
2010.10 237p 26cm 952 円
（ マップルマガジン ）
草津、四万、伊香保に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1685 号】

【受贈】

関東周辺秋の紅葉さんぽ '10～'11
成美堂出版/発行
2010.10 127p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1685 号】

【受贈】

【受贈】
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〔2010.10〕

関東周辺日帰り歩いて食べる温泉たび 湯を楽し
む、温泉街で遊ぶ。 2011年版
成美堂出版/発行
2010.10 127p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）
伊香保、四万に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1686 号】

首都圏トレイルランニングコースガイド
東京地図出版/発行
2010.8 127p 21cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1682 号】
上電沿線ガイド 心のふるさと再発見！～ゆるり
めぐる赤城探訪～
上電沿線市連絡協議会/発行
[2009.10] 四つ折り 30 × 42cm
【受贈】

ググっとぐんまっぷ Ｐａｒｔ２
エフエム群馬/発行
[2010.9] 48p 25 × 11cm
【上毛 9/17、日経 9/28】

秩父事件研究顕彰協議会会報「秩父」合本Ⅰ
－1986年第1号～1998年第67号－
秩父事件研究顕彰協議会/発行
2010.4 526p 27cm
【受贈】

群馬県の山 改訂版
太田ハイキングクラブ/著 山と溪谷社/発行
2010.9 143p 21cm 1900 円
（ 新・分県登山ガイド 9 ）
【TRC 新刊案内 1682 号】

秩父事件研究顕彰協議会会報「秩父」合本Ⅱ
－1999年第68号～2009年第133号－
秩父事件研究顕彰協議会/発行
2010.4 [538,]32p 27cm
【受贈】

群馬の小さな温泉
小暮淳/[著] 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.9 123p 21cm 953 円
【TRC 新刊案内 1686 号】

のんびりほこほこ温泉へ行こう あったかい宿
へ、ようこそ。
マガジントップ/発行
2010.9 144p 29cm 600 円
（ メディアパルムック ）
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1683 号】

真田戦記 グラフィック図解
学研パブリッシング/発行
2010.9 88p 30cm 1300 円
（ 歴史群像シリーズ ）
【TRC 新刊案内 1683 号】

まちなか散策案内図
桐生市教育委員会/発行
[2010.9]

真田幸村をめぐる旅 戦国乱世を駆け抜けた名将
真田六文銭巡礼の会/著 メイツ出版/発行
2010.9 128p 21cm 1600 円
上州に関する記述あり【TRC 新刊案内 1683 号】

民間伝承落ち穂拾い「片品の民俗」 全１２巻
井田安雄/著
[2007 ～ 2010] B5 判 各巻 120p 前後
【上毛 9/2】

ＪＲ東日本小さな旅 駅からさんぽ両毛線＋高崎
歴史の街は、祭りの季節
ジェイアール東日本企画高崎支社/企画･編集
ＪＲ東日本高崎支社/発行
2010.9 14p 30 × 11cm
【受贈】

名創業者に学ぶ人間学 十大財閥篇
加来耕三/著 ポプラ社/発行
2010.9 315p 19cm 1100 円
中島知久平氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1684 号】

ＪＲ東日本小さな旅 ぐんま奥利根 夏の旅
ワタシに会いに、奥利根に行く。
ジェイアール東日本企画高崎支社/企画･編集
ＪＲ東日本高崎支社/発行
2010.7 19p 30 × 11cm
【受贈】

桃の木川 自叙伝
今西文夫/著･発行
[2010.9]
著者は桐生市在住

自転車でどこまでも走る 千葉から直江津へ、自
分の限界に挑む400kmロングライド
のぐちやすお/著 ラピュータ/発行
2010.9 230p 19cm 1500 円
（ ラピュータブックス ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1684 号】

〔2010.10〕

【産経 9/15】
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【桐生タイムス 9/29】

3 社会科学

4 自然科学

明日をつくる。 ２０１０
中部県民局の社会資本整備
群馬県中部県民局中部行政事務所/発行
[2010.9] 11p 30cm 【受贈、群馬建設 9/14】
いなば 夏祭り特集号 第１４２号
前橋市元総社町七十八自治会/発行
2010.9 8p 30cm

【受贈】

学校法人昌賢学園論集 第８号 ２００９年
群馬社会福祉大学･群馬社会福祉大学短期大学
部/発行
2010.3 198p 26cm
【受贈】
教育行政要覧 平成２２年度
みなかみ町教育委員会/発行
2010 84p 30cm

【受贈】

群馬社会福祉論叢 第２集
群馬社会福祉大学大学院/発行
2010.3 137p 26cm

【受贈】

群馬県保健医療計画 平成２２年４月
リーフレット版
群馬県/発行
[2010.7] 7p 30cm

【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
環境白書 ２０１０
群馬県/発行
2010 171p A4 判

高崎健康福祉大学紀要 第９号（２０１０）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2010.3 154p 26cm
【受贈】

【ぐんま経済 9/30】

休日の蕎麦と温泉めぐり 埼玉・茨城・栃木・群
馬・福島
そば遊楽隊/編 幹書房/発行
2010.9 159p 21cm 1429 円
（ 蕎麦と温泉シリーズ 4 ）
【上毛 9/28、TRC 新刊案内 1684 号】

【受贈】
公共する人間 4 田中正造
生涯を公共に献げた行動する思想人
東京大学出版会/発行
2010.9 15,294p 22cm 4700 円
【TRC 新刊案内 1685 号】

夏休み高校生ボランティア活動体験記集２０１０
群馬県立図書館総務企画係/編集
群馬県立図書館/発行
2010.9 52p 30cm
【受贈】
波宜亭倶楽部の文化的活動
野本文幸/著 2010.7 [10p] 21cm
『群馬文化第３０３号』抜刷

【受贈】

算額に学ぶ
大原茂/著 さきたま出版会/製作
2010.8 249p 22cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1682 号】

群馬大学アドバンスト・テクノロジー高度研究セ
ンター年報 第１４号（平成２１年度）
群馬大学ＡＴＥＣ/発行
2010.9 178p 30cm
【受贈】

地域政策研究 第１３巻第１号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2010.7 85p 26cm

群馬県保健医療計画 平成２２年４月
群馬県保健福祉部医務課/編集･発行
2010.7 433p 30cm

【受贈】

歴史を紡ぐ ２５年のあゆみ
富岡女性懇談会創立２５周年記念誌
富岡女性懇談会創立２５周年記念事業実行委員
会記念誌部会/編集 富岡女性懇談会/発行
2010.8 [9,]111p 30cm
【受贈、上毛 9/8】
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〔2010.10〕

6 産業

8 語学

群馬のいい味この味
群馬県ぐんまブランド推進室/発行
2010.9 97p
【上毛 9/8、日経 9/15】
新廃線紀行
嵐山光三郎/著 光文社/発行
2009.12 309p 19cm 1500 円
草軽電鉄と信越線に関する記述あり
【朝日 9/7、TRC 新刊案内 1649 号】

9 文学
朝の霧 歌集
平山勇/著 けやき書房(前橋市)/発行
2010.9 201p 20cm
（ 地表叢書 第 133 篇 ）
著者はみどり市在住

多野藤岡地域農民が支えた養蚕指導伝習組織『高
山社』
関口覺/著 2010.7 [18p] 21cm
『群馬文化第３０３号』抜刷
【受贈】

大江戸捕物帳の世界
伊能秀明/著
アスキー・メディアワークス/発行
2010.8 167,7p 18cm 743 円
（ アスキー新書 160 ）
著者は中之条出身
【上毛 9/26】

千木良家文書「明治四年未九月蚕種外国輸出控」
について
温井眞一/著 2010.7 18p 21cm
『群馬文化第３０３号』抜刷
【受贈】
東武鉄道
広岡友紀/著 毎日新聞社/発行
2010.9 185p 19cm 1500 円
（ 日本の私鉄 ）
伊勢崎線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1684 号】

おこまぐさ 歌集
井口リウ子遺歌集
井口實/発行
2010.9 217p 19cm
（ 草炎叢書 第 58 篇 ）
井口實氏は高崎市在住

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３１回
関信越音楽協会/発行
2010 95p 26cm
【受贈】
将棋名人戦七番勝負全記録 第68期
羽生、2度目の3連覇
朝日新聞文化グループ/編 朝日新聞社/発行
2010.8 239p 19cm 1500 円
三浦弘行氏(群馬県出身)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1682 号】

〔2010.10〕

【受贈】

さくらいろの夢
桜井フミカ/著 渋川市/発行
2010.8 44p 19cm
渋川市などが企画した｢夢二ストーリィ散策」
のためのオリジナル小説
著者は安中市在住 【受贈、毎日 9/14、上毛 9/29】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

新・私の旅日記
中島裕明/著･発行
[2010.9] 80p A5 判
著者は太田市在住

【受贈】

2000 円(税込）
【上毛 9/14】
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自転車の籠の豚 歌集
渡辺松男/著 ながらみ書房/発行
2010.9 218p 20cm 2500 円
（ かりん叢書 239 篇 ）
著者は太田市在住

【受贈】

銃後 詩集
城山地郎/著 群馬詩人会議/発行
2010.8 83p 21cm 1500 円
著者は前橋市在住

【受贈】

飛手の空、透ける街
北爪満喜/著 思潮社/発行
2010.7 97p 23cm 2600 円
著者は前橋市生まれ
【上毛 9/4、TRC 新刊案内 1680 号】

奏

歌集
細野悦子/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2010.9 170p 22cm 2381 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 9/19】

県関係者の一般著作
「今泉棚」とリブロの時代
今泉正光/著 論創社/発行
2010.9 6,178p 19cm 1600 円
（ 出版人に聞く 1 ）
著者は元煥乎堂社員
【上毛 9/18、朝日 9/28、TRC 新刊案内 1684 号】

土屋文明私論 歌・人・生
宮崎莊平/著 新典社/発行
2010.9 256p 19cm 2100 円
（ 新典社選書 34 ） 【TRC 新刊案内 1682 号】
天地明察
冲方丁/著 角川書店/発行
2009.11 475p 20cm 1800 円
酒井忠清や関孝和に関する記述あり
【朝日 9/14、TRC 新刊案内 1647 号】

大人の学校 入学編
糸井重里･淀川長治/編著 静山社/発行
2010.9 368p 15cm 838 円
（ 静山社文庫 A あ 2-1 ）
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1684 号】

業政駈ける
火坂雅志/著 角川学芸出版/発行
2010.9 316p 20cm 1700 円
箕輪城主･長野業政の生涯を描いた小説
【TRC 新刊案内 1686 号】

株式会社ドバイ メディアが伝えない商業国家の
真実
斎藤憲二/著 柏艪舎/発行
2010.9 230p 19cm 1429 円
（ ネプチューン<ノンフィクション>シリーズ ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 1685 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 35
やさしいおひめさまの巻 大分の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.9 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1684 号】

ギボウシ
小黒晃/著 日本放送出版協会/発行
2010.9 127p 19cm 950 円
（ NHK 趣味の園芸 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1685 号】

85パーセントの黒猫
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2010.9 127p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 25 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1685 号】
馬場若水翁詩稿
馬場若水/著 須賀昌五/発行
2010.9 [193p] 22cm
須賀氏は草津町在住
冬の虹 句集
城聞弥生/著･発行
[2010.9] 220p A5 判
著者は藤岡市在住
めぐるつながる 詩集
久保和恵/著 日本文学館/発行
[2010.9]
80p 四六判 840 円
著者は太田市在住

君について行こう 新装版 上
女房は宇宙をめざす
向井万起男/[著] 講談社/発行
2010.9 284p 16cm 686 円
（ 講談社+α文庫 A33-5 ）
著者は向井千秋氏の夫【TRC 新刊案内 1686 号】

【受贈】

【上毛 9/29】

【上毛 9/15】

君について行こう 新装版 下
女房と宇宙飛行士たち
向井万起男/[著] 講談社/発行
2010.9 348p 16cm 743 円
（ 講談社+α文庫 A33-6 ）
著者は向井千秋氏の夫【TRC 新刊案内 1686 号】
究極の切り絵剪画テキスト 基本から作品づくり
まで
石田良介/著 日貿出版社/発行
2010.9 111p 26cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1685 号】
交際費税務に生かす判例・裁決例53選 第２版
林仲宣･四方田彰/著 税務経理協会/発行
2010.10 6,6,262p 21cm 2400 円
四方田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1686 号】
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〔2010.10〕

仕事を通して人が成長する会社
中沢孝夫/著 PHP 研究所/発行
2010.9 215p 18cm 720 円
（ PHP 新書 689 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1685 号】

21世紀版日本の歴史 気象と食糧から見た
卑弥呼-戦国時代
山口慶一/著 アイシーアイ出版/発行
2010.9 255p 21cm 1400 円
著者は渋川市生まれ 【TRC 新刊案内 1684 号】

社会的排除と格差問題 地域社会による解決への
取り組み
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集
勁草書房/発行
2010.3 3,206p 21cm 3000 円
【受贈、TRC 新刊案内 1684 号】

21世紀版日本の歴史 気象と食糧から見た
戦国時代～昭和・平成
山口慶一/著 アイシーアイ出版/発行
2010.9 255p 21cm 1400 円
著者は渋川市生まれ 【TRC 新刊案内 1684 号】
29歳でクビになる人、残る人
菊原智明/著 PHP 研究所/発行
2010.9 221p 18cm 720 円
（ PHP 新書 693 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1685 号】

史料検証日本の領土
百瀬孝/著 伊藤隆/監修 河出書房新社/発行
2010.8 292p 22cm 5800 円
著者は群馬医療福祉大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1682 号】

ビートルズ事典 Dictionary of the BEATLES
改訂・増補新版
香月利一/編･著
ヤマハミュージックメディア/発行
2010.10 331p 30cm 3800 円
香月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1686 号】

人物鑑定法 あの人も、丸見えになる
井上和幸/著 経済界/発行
2010.9 219p 18cm 800 円
（ リュウ・ブックスアステ新書 094 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1682 号】
大仏をめぐろう
坂原弘康/文･写真 イースト・プレス/発行
2010.9 175p 21cm 1590 円
坂原氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1685 号】
強くてカワイイで勝つ!ツヨカワの法則 ハッピ
ーをつかむ握力を鍛えよう
中山庸子/著 中経出版/発行
2010.9 190p 15cm 533 円
（ 中経の文庫 な-4-4 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1682 号】

視聴覚資料
榛名湖の愛 カラオケ用 （DVD）
武井隆幸/詞 池田進/曲
田村信文･田村玲子/歌
[2010.9] 1000 円
【群馬よみうり 9/24】

てにをは辞典
小内一/編 三省堂/発行
2010.9 17,1799p 19cm 3800 円
小内氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1682 号】
友だちってなんだろう
佐々木正美･岡崎 勝/著 日本評論社/発行
2010.8 3,170p 19cm 1500 円
佐々木氏は前橋市生まれ
【TRC 新刊案内 1682 号】

電子資料
事業概要 平成２２年度版（平成２１年度実績）
（CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所/発行
2010
【受贈】

中嶋常幸の真剣ゴルフ塾 実践ラウンド編
中嶋常幸/著 いけうち誠一/作画
学研パブリッシング/発行
2010.9 291p 29cm 552 円
（ GAKKEN SPORTS MOOK ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1684 号】

〔2010.10〕
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