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No.２８３

歩きたくなるまち『小幡』まち歩きマップ
甘楽町振興課商工観光係/制作
[2010.5] 折りたたみ 30 × 60cm
【受贈、上毛 6/1】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 7 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

茨城・栃木・群馬おすすめのバーベキュー場はこ
こだ!
ジェイアクト/著 メイツ出版/発行
2010.6 144p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1671 号】

・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。

尾瀬ブック 2010 もう一度、尾瀬を旅する
山と溪谷社/発行
2010.6 105p 28cm 952 円
【TRC 新刊案内 1670 号】

・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。

おそれながら天朝様に敵対するから加勢しろ!
秩父事件を歩く
筒井作蔵/著 街と暮らし社/発行
2010.6 183p 21cm 1800 円
上州・山中谷に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1673 号】

・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。

回天特攻・有縁戦没者他の回想記－海軍を通じて
の奇縁－
岩井良平/著 霞出版社/発行
2010.4 396p 19cm 2381 円
著者は富岡市生まれ
【受贈】

０ 総記
議会図書室の概要 平成２２年６月
群馬県議会図書室/編集･発行
2010.6 14p 30cm

関東探検・冒険だいすき!わんぱく体験ガイド
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2010.6 144p 21cm 1500 円
みなかみ町他、群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1671 号】

【受贈】

桐生史苑 第４９号
桐生文化史談会/発行
2010.3 149p 21cm

1 哲学･宗教
≪日本文化の風土≫野栗神社を訪ねて
村上春樹/著 2009.12 [11p] 26cm
『古典遺産第５９号』抜刷
群馬県内の野栗神社に関する記事あり 【受贈】

近世・近代における地域社会の展開
和泉清司/編 岩田書院/発行
2010.3 463,5p 22cm 14800 円
和泉氏は高崎経済大学地域政策学部特任教授
群馬県関係論文多数収録
【TRC 新刊案内 1670 号】
ぐんま観光マップ
群馬県/発行
2010.3 折りたたみ
ぐんまの温泉
群馬県/発行
[2010.6] 20p
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【受贈】

60 × 84cm

A4 判

【受贈】

【日経 6/25、上毛 6/28】

〔2010.7〕

激動の世に育てられて－日中戦争の年に生まれて
７２年
都丸伊佐男/著
[2010.6]
【上毛 6/16】

高木とおるの政権交代笑劇場 ミレニアム2000か
らマンガでつづった10年史
高木とおる/著 風媒社/発行
2010.6 143p 21cm 1200 円
福田康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1673 号】

光芒 夭折の天才たち
加藤建亞･井谷善惠/著 里文出版/発行
2010.6 295p 19cm 1800 円
山田かまちに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1670 号】

高橋Ⅳ遺跡(古屋地区遺跡群)発掘調査報告書（た
かはしよんいせき(ふるやちくいせきぐん)はっく
つちょうさほうこくしょ） 老人スポーツ広場用
地取得事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2009.3 48p 写真図版 22p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
竹林散策マップ カレンダー付
大蛇久保竹のこ会(渋川市)/作製
[2010.6]
北橘町八崎地区の竹林に関する地図【上毛 6/24】

国衙下辻遺跡（こくがしもつじいせき） 小規模
土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2010.1 43p 写真図版 14p 30cm
【受贈】
古代の邑楽町付観音霊場
細谷清吉/著･発行
2010.4 174p 19cm 1800 円【受贈、上毛 6/24】
小日向地区遺跡群（こひなたちくいせきぐん）
県営農村振興総合整備事業(田園居住空間整備)小
日向地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2010.3 3 分冊 DVD-ROM1 枚 30cm
第 1 分冊：本文･図版編 1 420p 口絵 4p
第 2 分冊：本文･図版編 2 [354p]
第 3 分冊：写真図版編 写真図版[298p]
【受贈】

地尻Ⅲ遺跡（ちじりさんいせき） 安中住宅団地
分譲に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2009.12 53p 30cm
【受贈】
土井遺跡（どいいせき） 土地分譲造成事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 8p 写真図版 1p 30cm
【受贈】

三疋遺跡（さんびきいせき）
吉岡町文化財調査報告書第２９集
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2010.3 15p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

東京起点沢登りルート120
宗像兵一/編著 山と溪谷社/発行
2010.7 287p 21cm 2200 円
妙義、谷川連峰、尾瀬などに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1673 号】

史跡日高遺跡（しせきひだかいせき） 保存整備
事業に伴う内容確認調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 2 分冊 付図 14 枚 30cm
第 1 分冊：本編 444p
第 2 分冊：写真図版編 写真図版 244p 【受贈】

道前久保Ⅱ遺跡発掘調査報告書（どうぜんくぼに
いせきはっくつちょうさほうこくしょ） 工場建
設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 94p 写真図版 29p 30cm 付図 1 枚
【受贈】

政権ラプソディー 安倍・福田・麻生から鳩山へ
早野透/著 七つ森書館/発行
2010.6 323p 19cm 1900 円
福田康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1670 号】

富岡風景
富岡市国際交流協会・富岡市/発行
[2010.6]
英語版と中国語版
【上毛 6/21】
長尾景春
黒田基樹/編 戎光祥出版/発行
2010.1 346p 21cm 6000 円
（ シリーズ・中世関東武士の研究 第 1 巻 ）
【朝日 6/29、TRC 新刊案内 1650 号】

戦国期上杉・武田氏の上野支配
栗原修/著 岩田書院/発行
2010.5 379,22p 22cm 8400 円
（ 戦国史研究叢書 6 ）
【TRC 新刊案内 1671 号】

〔2010.7〕
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並木遺跡（なみきいせき） 安中市消防署庁舎建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2010.3 40p 写真図版 16p 30cm
【受贈】

3 社会科学

新治村誌 通史編
新治村誌編さん委員会･みなかみ町教育委員会
/編集 みなかみ町/発行
2009.3 980p 27cm 付図 1 枚
【受贈】

あゆみつづけて ぐんま母の会から群馬県母親大
会へ
「あゆみつづけて ぐんま母の会から群馬県母
親大会へ」編纂委員会/編集
群馬県母親連絡会/発行
2010.3 105p 26cm
【受贈】

新治村誌 資料編
新治村誌編さん委員会･みなかみ町教育委員会
/編集 みなかみ町/発行
2009.3 454p 26cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２２年第１回
伊勢崎市議会議長/調製･発行
2010.6 218p 30cm
【受贈】

西横野中部地区遺跡群発掘調査概報１(人見西原
遺跡・人見坂ノ上遺跡)（にしよこのちゅうぶち
くいせきぐんはっくつちょうさがいほういち(ひ
とみにしはらいせき・ひとみさかのうえいせき)）
県営畑地帯総合整備事業松義中部地区（第１工
区）に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2010.3 17p 口絵 2p 写真図版 5p 30cm
【受贈】
西横野東部地区遺跡群発掘調査概報３(人見枝谷
津遺跡)（にしよこのとうぶちくいせきぐんはっ
くつちょうさがいほうさん(ひとみえだやついせ
き)） 県営畑地帯総合整備事業松義東部地区（第
４工区）に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2010.3 36p 口絵 2p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

田舎教師の人生行路
福田稔/著 栄光出版社/発行
2010.3 220p 20cm 1500 円
甘楽富岡地域の教育に関する記事あり
【受贈、朝日 4/7】
おもしろ科学教室 第１９集
群馬県生涯学習センター/編集・発行
2009.3 49p 30cm
【受贈】
おもしろ科学教室 第２０集
群馬県生涯学習センター/編集・発行
2010.3 39p 30cm
【受贈】
学校保健統計調査 群馬県結果（確報）
平成２１年度
群馬県総務局統計課/発行
2010.4 [22p] 30cm
【受贈】

堀端遺跡（ほりはたいせき） 平成１９年度市単
独土地改良事業（郷原堀端地区）に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2008.12 92p 写真図版 27p 30cm
【受贈】

学校要覧 平成２２年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2010 50p 30cm
【受贈】

まちなか情報マップ
群馬大学社会情報学部の学生・前橋市/製作
[2010.5] 折りたたみ
【上毛 6/12】

【受贈】

共愛学園前橋国際大学論集 第１０号
共愛学園前橋国際大学/編集・発行
2010.3 254p 30cm

記念号

教育要覧 平成２２年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所/発行
2010 7p 30cm
【受贈】
業務概要 平成２１年度
群馬県立点字図書館/発行
2010.6 24p 30cm

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２２年２月定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2010.5 9,442p 30cm
【受贈】
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〔2010.7〕

群馬県専修学校各種学校 進学ガイド2010－2011
群馬県専修学校各種学校協会/編集･発行
2010.5 36p 26cm
【受贈】
ぐんまの健康福祉 ２００９
群馬県健康福祉課/発行
2009.3 18p 30cm

【受贈】

ぐんまの健康福祉 ２０１０
群馬県健康福祉課/発行
2010.3 18p 30cm

【受贈】

税金ってなぁーに 平成２２年度版
税に関する資料 小学校６年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2010 10p 30cm

「政治大国 日本」再び！ 電通創発ラボ未来塾
対談
中曽根康弘/話し手 松田喬和/聞き手
2010.5 63p 21cm
（ 青雲塾叢書 6 ）
【受贈】
設立１０周年記念誌
群馬県介護支援専門員連絡協議会/発行
[2010.6] 88p A5 判
【ぐんま経済 6/10】

ぐんまの社会資本 中学校社会科副読本
群馬県/編集･発行
2010.3 20p 30cm
【受贈】
経営者のためのリスクマネジメント術－法を味方
にしてリスクを回避
土屋和子著 パリッシュ出版/発行
[2010.6] 144p A4 判 1500 円
群馬県内の弁護士 43 人のプロフィールや扱う
分野の掲載あり
著者はパリッシュ出版(高崎市)社長
【上毛 6/21】
子育て支援ノートブック
伊勢崎市/発行
[2010.6] 39p A4 判

２０１０年度版
【上毛 6/29】

定例県議会議案 平成２２年５月
群馬県/発行
2010.5 112p 30cm

【受贈】

利根沼田社会教育要覧 平成２２年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2002 49p 30cm
【受贈】
２１世紀ぐんま教育賞たより 第６回
群馬県総合教育センター/発行
2009.3 [4p] 30cm

【受贈】

２１世紀をささえる君たちへ 現代社会・政治・
経済 税と社会のかかわり 平成２２年度版
税に関する資料 高校生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2010 10p 30cm
【受贈】

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４５巻第２号 通巻７３号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2010.3 86p 26cm
【受贈】
自治体にできること、できないこと
自治体学会/編 第一法規/発行
2010.5 5,234p 21cm 2800 円
（ 年報自治体学 第 23 号 ）
富岡市で開催された関東フォーラムに関する記
事あり
【受贈】
商学研究Ⅰ
高崎商科大学ネットビジネス研究所/編集･発行
2010.5 107p 26cm
（ 高崎商科大学叢書 5 ）
【受贈】
初期社会主義研究 第２２号
堀切利高･山泉進･大和田茂/編集
初期社会主義研究会/発行
2010.6 286p 21cm 3000 円
石山幸弘氏(前橋市在住)の原稿収録
茂木一次、大澤一六、内山鑑三に関する記述あ
り
【受贈】

〔2010.7〕

【受贈】
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にっぽん祭り日 受け継がれる故郷の祭り
森井禎紹/著 日本写真企画/発行
2010.6 147p 24 × 26cm 3000 円
前橋初市まつりに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1673 号】
補正予算説明書 平成２２年度
群馬県/発行
2010.5 219p 30cm

５月定例県議会
【受贈】

ライフ＆タックス 税金ってどんなもの？学習し
てみよう。 平成２２年度版
税に関する資料 中学３年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2010 10p 30cm
【受贈】

鉱物ウォーキングガイド全国版 北海道から九州
まで厳選の24地点
松原聰/著 丸善/発行
2010.5 5,167p 19cm 1900 円
下仁田、戸神山(沼田市)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1671 号】

4 自然科学
明日の健康と幸せのために パ－トⅡ
北爪澄夫/著 日刊きりゅう/発行
1994.10 324p 19cm 1457 円
【受贈、日刊きりゅう 5/27】
企画展 第３１回 「きれいで不思議な貝の魅力」
図録
群馬県立自然史博物館/発行
2008.9 37p 30cm
【受贈】
企画展 第３３回 「シーラカンスの謎に迫る－
ブラジルの化石と大陸移動の証人たち－」図録
群馬県立自然史博物館/発行
2009.7 35p 30cm
【受贈】
企画展 第３４回 「BONES」図録
群馬県立自然史博物館/発行
2009.9 43p 30cm

写真でみる高田川(群馬県富岡市)の鳥類
清水伸彦/著 上毛新聞社事業局出版部/製作
2010.3 51p 30cm
【受贈】
高田川(群馬県富岡市)の鳥類相とヨシ原保全の重
要性 短報
清水伸彦/著 2010 [8p] 30cm
『群馬県立自然史博物館研究報告１４号』抜刷
【受贈】
日本列島ジオサイト地質百選 2
全国地質調査業協会連合会、地質情報整備・活
用機構/共編 オーム社/発行
2010.5 11,185p 21cm 2800 円
富岡層群に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1670 号】

【受贈】

企画展 第３５回 「むし 虫 ウォッチング」
群馬県立自然史博物館/発行
2010.3 55p 30cm
【受贈】

「星空の写真展」写真集
群馬星の会/編集･発行
[2010] [41p] 30cm
群馬県内各地から撮影した星空の写真を多数掲
載
【受贈】

[企画展ハンドブック 第３２回] 侵入する生物
たち ぐんまの自然ハンドブック№１
群馬県立自然史博物館/発行
2009.3 31p 19cm
【受贈】

乱舞 第１９号
生田稔彦/編集 群馬昆虫学会/発行
2010.5 96p 30cm

きくいただき №３７ 平成２２年５月
日本野鳥の会吾妻支部/発行
2010.5 40p 26cm
【受贈】
群馬県立自然史博物館研究報告 １４号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2010.3 161p 30cm 付図 2 枚
【受贈】
健康都市 輝く都市から健康都市へ
UD 編集部/編 ユーディ・シー/発行
2010.5 97p 30cm 2000 円
伊勢崎に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1671 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
洪水ハザードマップ
安中市/発行
[2010.6] 折りたたみ

健康福祉統計年報 平成２２年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2010.3 361p 30cm 1105 円
【受贈】

A1 判

【上毛 6/11】

鉱毒事件と戦争の記録
[館林市史資料編６近現代Ⅱ]
[館林市史編さん委員会／編集]
[2010.6] 655p B5 判 3000 円
【上毛 6/30】
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〔2010.7〕

上越新幹線物語1979 中山トンネルスピードダウ
ンの謎
北川修三/著 交通新聞社/発行
2010.6 203p 18cm 800 円
（ 交通新聞社新書 017 ）
【TRC 新刊案内 1672 号】

6 産業
絹の文化を未来に 世界遺産候補富岡製糸場と絹
産業遺産群 絹の歴史と文化見学ガイド
群馬県/発行
[2010] 11 枚入り 31cm
【受贈】

沈黙のジャーナリズムに告ぐ 新・仮説の検証
小出五郎/著 水曜社/発行
2010.5 324p 19cm 1800 円
田中正造に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1669 号】
RIVER LIFE（リバーライフ） 2009年10月号
通巻328号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2009.10 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】
RIVER LIFE（リバーライフ） 2009年11月号
通巻330号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2009.11 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

ぐんまの生糸
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
[2010] ４つ折り 42 × 30cm

【受贈】

群馬の交通事故統計 平成２１年
群馬県警察本部/発行
[2010] 40p 21 × 30cm

【受贈】

交通事故相談の概要 平成２１年度
群馬県県土整備部交通政策課・群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2010.5 10p 30cm
【受贈】
産業経済部施策概要 平成２２年度
群馬県産業経済部/発行
2010.4 60p 30cm

【受贈】

RIVER LIFE（リバーライフ） 2009年12月号
通巻332号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2009.12 176p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

(社)宅建前橋支部創立５０周年記念誌
(社)群馬県宅地建物取引業協会/発行
2010.3 118p 31cm

【受贈】

RIVER LIFE（リバーライフ） 2010年1月号
通巻334号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2010.1 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

シルクカントリー群馬2010 国際シンポジウム
シルクカントリーin伊勢崎
群馬県企画部世界遺産推進課・フィールドミュ
ージアム「21 世紀のシルクカントリー群馬」
推進委員会/発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2010.3 103p 30cm
【受贈】

RIVER LIFE（リバーライフ） 2010年2月号
通巻336号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2010.2 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

西毛地域森林計画書 西毛森林計画区
計画期間〈平成22年4月1日～平成32年3月31日〉
群馬県/発行
[2010] 1 冊 30cm
【受贈】

RIVER LIFE（リバーライフ） 2010年3月号
通巻338号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2010.3 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

全国の街道を歩く シリーズ「街道を歩く」の総
集編
中山高安/著･出版
2009.10 223p 21cm 2000 円
中山道に関する記事あり
【受贈】

RIVER LIFE（リバーライフ） 2010年4月号
通巻340号（GREEN REPORT増刊）
(有)地域環境ネット/発行
2010.4 160p 30cm 2400 円
八ツ場ダムに関する特集記事あり
【受贈】

地域森林計画変更計画書 平成２１年度
１利根上流森林計画区 ２利根下流森林計画区
３吾妻森林計画区
群馬県/発行
[2010] [16p] 30cm
【受贈】

〔2010.7〕
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ライオンズ60年史 1950▷▷▷▷ 2010
ベースボール・マガジン社/発行
2010.5 146p 30cm 1143 円
（ B.B.MOOK 672 ）
渡辺久信監督のインタビュー収録
【TRC 新刊案内 1671 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
藍田正雄の江戸小紋 極小美の世界
高崎市タワー美術館/編集･発行
2010.1 55p 28 × 23cm

【受贈】

六十年のあゆみ
(社)群馬県書道協会/発行
[2010.6] 472p A4 判

香る大名文化 旧高崎藩主･安藤家の至宝
高崎市タワー美術館/編集･発行
2009 105p 30cm
【受贈】

【上毛６/25】

GROWING TREES－高崎市美術館・高崎市立南小学
校との連携授業について
高崎市美術館/発行
2009.3 39p 21cm
【受贈】
群馬県書道展覧会作品集
(社)群馬県書道協会/発行
[2010.6]

8 語学

【上毛６/25】

高校野球弱者の戦法 強豪校に勝つために
田尻賢誉/著 日刊スポーツ出版社/発行
2010.6 270p 19cm 1500 円
東農大二高の加藤綾投手に関する記事あり
【上毛 7/4、TRC 新刊案内 1670 号】
作家王国 THE KINGDOM OF ARTISTS
2004－2008
宮谷奈津子(高崎市美術館)/編集
高崎市美術館/発行
2010.3 49p 24 × 22cm
【受贈】

9 文学

作家王国－横田尚・渡辺香奈－ウォーターガール
高崎市美術館/編集･発行
2010.1 12,12p 30cm
【受贈】
三洋電機ラグビー５０年史＆バトミントンチーム
３０年史
三洋電機/発行
[2010.6] 180p A4 判 3500 円(税込)
【上毛 6/30】
ペガサスニュース フリーペーパー
[上武大学小野里ゼミ/制作]
[2010] A3 判
松本忠義 画家たちと青春
高崎市美術館/発行
2009.6 14p 21cm

アンダーカレント 湖に沈んだ鉄路
風戸涼/文･写真
ブイツーソリューション/発行 星雲社/発売
2010.5 459p 20cm 1600 円
草木ダムに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1672 号】
飯蛸の眼球 後藤貴子句集
後藤貴子/著 鬣の会(前橋市)/発行
2010.5 140p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 ）

【受贈】

海からきたおじちゃん 改訂新版
織茂恭子/作 童心社/発行
2010.6 [48p] 26 × 26cm 1700 円
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1672 号】

【上毛 7/2】

【受贈】

魔法の美術館 ようこそ。ここは光のワンダーラ
ンド
高崎市美術館/発行
2009.11 17p 22 × 20cm
【受贈】
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海の向こうにかかる虹
hanachan/文 beri./絵 鳥影社/発行
2010.6 59p 22cm 1200 円
hanachan 氏と beri.氏は群馬県在住
【TRC 新刊案内 1671 号】

〔2010.7〕

折り折りに 歌集
藤生テイ/著 風人短歌社/発行
[2010.6]
著者は太田市在住

【上毛 6/24】

返り花 句集
髙橋白葉/著・発行 あさを社/制作
2010.6 206p 20cm
【受贈、上毛 6/16、6/21】

くまのつきのわくん
片山令子/さく 片山健/え 理論社/発行
2010.6 62p 21cm 1000 円
（ おはなし 123! ）
片山令子氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1672 号】

暮坂峠 [暮坂短歌会25周年記念合同歌集]
暮坂峠編集委員会/発行
2010.5 78p 20cm
暮坂短歌会は旧六合村在住の会員らを中心に結
成された
【受贈、上毛 6/24】

谷川岳に抱かれて
松崎洋二/著 あさの書房/発行
2007.4 176p A5 判 1500 円

群馬県立女子大学国文学研究 第３０号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2010.3 201p 21cm
【受贈】
五葉 第２５集 句集
五葉会(太田市)/発行
[2010.6]

天与のいのち 品川志ん遺句集
品川志ん/著 あさを社/発行
2010.5 253p 20cm
（ 麻苧叢書第 35 篇 ）

【受贈】

中曽根康弘句集 2008
中曽根康弘/著 北溟社/発行
2008.5 268p 20cm 2500 円

【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ３２
たたかう大イルカの巻 鹿児島の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.6 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1672 号】

関ケ原群雄伝 3 小早川秀秋の決断
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2010.6 255p 18cm 943 円
（ 歴史群像新書 299-3 ）
著者は群馬県生まれ
真田幸村に関する記述あり
【受贈、TRC 新刊案内 1670 号】

沼光(ぬまかげ) 歌集 第２５号
館林歌人クラブ/発行
2010.5 133p 22cm 1500 円

たかはま 第５集 合同短歌漢詩集
たかはま短歌漢詩会(高崎市)/発行
2010.6 117p 21cm
【受贈、上毛 6/22】

【受贈】

萩原朔太郎 ふらんすへ行きたしと思えどもふら
んすはあまりに遠し
萩原朔太郎/著 高橋順子/選・鑑賞解説
小学館/発行
2010.5 125p 20cm 1200 円
（ 永遠の詩 07 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1670 号】

ダーティ・ワーク
絲山秋子/著 集英社/発行
2010.5 229p 16cm 429 円
（ 集英社文庫 い 66-1 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1670 号】

〔2010.7〕

【上毛 6/24】

【上毛 6/24】

作家たちの死
火野和弥/著 文芸社/発行
2010.6 274p 19cm 1400 円
坂口安吾に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1670 号】

旅ふらり旅ぶらり 随筆集
野村豊/著･発行 あかぎ出版/制作
2010.4 272p 20cm
著者は太田市在住

つまづいたから気づく花
古瀬由美子/著 ブイツーソリューション/発行
2010.5 88p 15cm 515 円
著者は前橋市在住
日航機墜落事故を題材にした詩収録【上毛 6/24】

蕪村へのタイムトンネル 菜の花や月は東に日は
西に
司修/著 朝日新聞出版/発行
2010.6 475p 23cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1671 号】

【受贈】
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淵

短歌同人誌 第１８５号
淵の会/発行
2010.4 40p 21cm
｢鳥に観る不思議さ｣松田治男(群馬県在住)/著
収録
【受贈】

県関係者の一般著作

ふるさとの詩 受賞作品集 第７回
[羽生市/発行]
[2010.6]
金子三郎氏(みどり市大間々町)の「太田玉茗賞」
受賞作品収録
【桐生タイムス 6/19】

頭を切らずに治すガンマナイフ最新治療 脳腫
瘍、脳動静脈奇形から三叉神経痛まで
林基弘/著 講談社/発行
2010.5 187p 19cm 1300 円
（ 健康ライブラリー ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1671 号】

文学史家の夢
平岡敏夫/著 おうふう/発行
2010.5 810p 22cm 12000 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1670 号】

江戸商家・商人名データ総覧 第5巻 な(名哥
屋)～ま(饅頭屋)
田中康雄/編 柊風舎/発行
2010.5 660p 23cm 28000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1670 号】

血統(ペディグリー) pedigree
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2010.6 308p 20cm 1571 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1672 号】

こうすればできる100年住宅
宮下正次/著 リベルタ出版/発行
2010.6 214,8p 20cm 1800 円
著者は森林(やま)の会（高崎市）代表
【いせさき 7/2、TRC 新刊案内 1672 号】

みんなおかえり
飯森ミホ/作・絵 金の星社/発行
2010.5 [24p] 18 × 18cm 850 円
（ はじめての絵本たいむ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1670 号】

この一冊であなたの家づくりは変わる！
熊井戸美佐夫/著
2010.5 41p A5 判 1000 円(税込)
著者はコンクスハウジング(高崎市)社長
【群馬建設 6/30】

与謝野晶子温泉と歌の旅
杉山由美子/著 小学館/発行
2010.6 223p 20cm 1500 円
「上州の温泉へ」の章あり
【TRC 新刊案内 1673 号】

斎藤茂吉 あかあかと一本の道とほりたり
品田悦一/著 ミネルヴァ書房/発行
2010.6 16,345,4p 20cm 3000 円
（ ミネルヴァ日本評伝選 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1671 号】

和同開珎物語
木内恭子/作 高田勲/絵
ストーク/発行 星雲社/発売
2010.6 135p 22cm 1200 円
羊太夫の活躍を描いた小説
【TRC 新刊案内 1672 号】

JOY×FULL JOYパーソナルブック
学研パブリッシング/発行
2010.6 113p 21cm 1238 円
JOY 氏は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1672 号】
生殖医療と家族のかたち 先進国スウェーデンの
実践
石原理/著 平凡社/発行
2010.6 187p 18cm 700 円
（ 平凡社新書 531 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1673 号】
税理士のための民法・会社法・労働法 顧問先か
らの、いきなりの相談でも安心!
飯塚重男/編著 ぱる出版/発行
2010.6 223p 21cm 2000 円
飯塚氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1671 号】
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〔2010.7〕

世界史の中の石見銀山
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2010.6 220p 18cm 760 円
（ 祥伝社新書 202 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1671 号】
大往生なんか、せんでもええやん!
桜井隆/著 講談社/発行
2010.5 247p 19cm 1500 円
（ 介護ライブラリー ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1671 号】
DVDでわかる!小島伸幸のサッカーGKコーチング
プロ技完全マスター編 [複合媒体資料]
小島伸幸/監修 カンゼン/発行
2010.5 153p 21cm 1880 円
付属資料：DVD1 枚
小島氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1670 号】
鐵鐔の魅力
浦野惠司/著 里文出版/発行
2010.6 108p 15 × 22cm 1800 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 6/26】
二宮金次郎
木暮正夫/文 ポプラ社/発行
2010.6 166p 18cm 570 円
（ ポプラポケット文庫 072-18 ）
木暮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1672 号】

視聴覚資料
[金井心将遺吟集］（CD）
心彰流愛吟詩道会/製作
[2010] 5 曲

【上毛 6/15】

シルクカントリー群馬2010（DVD）
[群馬県企画部世界遺産推進課/発行]
2010 2 枚組

【受贈】

第２７回県民スポーツ祭オープニング大会開会式
（DVD）
平成22年5月30日放送
群馬テレビ/制作
[2010.5]
【受贈】
第４５回高校総体開会式（DVD）
平成22年5月14日放送
群馬テレビ/制作
[2010.5]

【受贈】

富沢家住宅・東谷風穴 中之条町 ツアーガイド
養成ビデオ（DVD）
群馬県/発行 群馬テレビ/制作
[2010.6] 44 分
収録内容：1．指導員による解説
2．富沢家住宅・東谷風穴の文化的
価値
【受贈】

日本軍の治安戦 日中戦争の実相
笠原十九司/著 岩波書店/発行
2010.5 9,272,17p 20cm 2800 円
（ 戦争の経験を問う ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1671 号】
百年の封印
新井克昌/著 文藝春秋企画出版部/発行
2010.7 346p 20cm 1429 円
著者は高崎経済大学経済学部卒業
【受贈】
目の見えない鍼の神様 杉山和一物語
香取俊光/著
2010.2 42p B5 判 500 円
【上毛 6/14】
目の見えない鍼の神様 杉山和一物語 点字版
香取俊光/著
2010.2 42p B5 判 500 円
【上毛 6/14】
67億人の水 「争奪」から「持続可能」へ
橋本淳司/著 日本経済新聞出版社/発行
2010.5 217p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1670 号】

〔2010.7〕
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電子資料
健康福祉統計年報 CD-ROM版
（CD-ROM）
群馬県健康福祉部/発行
2010 896 円

平成２２年刊
【受贈】

