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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年 ５月分
No.２８２

阿弥陀古墳（あみだこふん） 伊勢崎市茂呂第一
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.3 140p 写真図版 4,36p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 6 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

新屋敷遺跡・上植木廃寺周辺遺跡Ⅱ・上植木廃寺
（あらやしきいせき・かみうえきはいじしゅうへ
んいせきに・かみうえきはいじ） 埋蔵文化財発
掘調査概報
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2009.12
62p 写真図版 14p 付図 1 枚 30cm
【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。
・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。

いいもの見つけた！いせさき再発見
シルバーいいもの探し隊
群馬伊勢崎商工会/発行
[2010.5] 76p A4 判
【上毛 5/25】

・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。

伊香保 伊香保温泉ガイド
おもてなし指さし外国語ハンドブック
伊香保温泉観光協会/発行
2010.5 12p 26 × 14cm
中国語(簡体･繁体)、韓国語、英語で表記
【受贈、上毛 5/11、朝日 5/12】
伊与久・壱町畑遺跡Ⅱ（いよく・いっちょうばた
いせきに） 伊勢崎都市計画道路３・２・２号南
部幹線（東毛広域幹線道路）築造に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会教育部文化財保護課/編集･
発行
2009.9 42p 写真図版 2,11p 30cm
【受贈】

０ 総記
群馬美少女図鑑 2010 SUMMER vol.6
トロワデザイン(高崎市)/発行
2010.5 97p 21cm

Vacation
【受贈】

太田 遊んで学んで食べて楽しい歴史と大地の恵
みと温泉の街 太田市観光ガイドブック
太田市観光協会･太田市役所/発行
[2010.5] 16p 30cm
【受贈、上毛 5/10】

1 哲学･宗教

尾瀬の自然保護 群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第３２号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2009.12 120p 30cm
【受贈】

漱石の『猫』とニーチェ 稀代の哲学者に震撼し
た近代日本の知性たち
杉田弘子/著 白水社/発行
2010.2 407,16p 20cm 3200 円
萩原朔太郎に関する記事あり
【朝日 5/25、TRC 新刊案内 1654 号】

片品村古文書研究 第十一集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2010.3 1 冊 26cm
【受贈】
企画展 第４９回 岩宿遺跡を学ぶ
岩宿博物館/編集
2010.3 35p 30cm
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展示図録
【受贈】

〔2010.6〕

奇跡 [自叙伝]
大嶋キヨ子/著 タウンニュース社/発行
2010.4 271p 21cm 762 円
著者は沼田市生まれ
【受贈】
北関東自動車道で行く群馬栃木茨城花の旅
小杉国夫/文･写真 上毛新聞社/発行
2010.5 205p 21cm 1800 円
【上毛 5/1･5/8、TRC 新刊案内 1667 号】

渋川市歴史資料館紀要 第１号
渋川市教育委員会文化財保護課/発行
2010.3 60,20p 30cm
【受贈】

桐生市黒保根地区遺跡分布地図（きりゅうしくろ
ほねちくいせきぶんぷちず） 市内遺跡詳細分布
調査報告書
桐生市教育委員会文化財保護課/編集
桐生市教育委員会/発行
2010.3 58p 30 × 42cm
【受贈】

下山田原遺跡Ⅲ（しもやまだはらいせきさん）
（株）エヌ･ティ･ティ･ドコモ群馬支店の無線基
地局建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 11p 30cm
【受贈】
上州おおた漫遊記 群馬県太田市観光ガイド
太田市観光協会/発行
[2009.10] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

桐生市内遺跡発掘調査報告（きりゅうしないいせ
きはっくつちょうさほうこく） 平成１９・２０
年度調査
桐生市教育委員会管理部文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2010.3 141p 30cm
【受贈】
ググっとぐんま（観光情報誌）
群馬県/発行
[2010.5] 16p

白井佐叉遺跡Ⅱ（しろいさまたいせきに） 渋川
工業用水道改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 21p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

【日経 5/25】

城と姫 泣ける!戦国秘話
楠戸義昭/著 新人物往来社/発行
2010.5 219p 21cm 1600 円
沼田城に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1669 号】

くちコミドライブマップ関東 '10-'11
三栄書房/発行
2010.5 120p 30cm 952 円
伊香保、草津に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1666 号】

真実の人 法然上人から大胡城主へのお手紙
大胡太郎実秀侯編集委員会/発行
2010.5 19p 21cm 300 円
【受贈、上毛 6/1】

群馬の逆襲 日本一“無名”な群馬県の「幸せ力」
木部克彦/著 彩流社/発行
2010.5 226p 19cm 1400 円
著者は高崎市在住
【上毛 5/26、TRC 新刊案内 1669 号】

新忘れられた日本人
佐野眞一/著 毎日新聞社/発行
2009.7 316p 20cm 1500 円
小渕恵三氏に関する記事あり
【朝日 5/11、TRC 新刊案内 1629 号】

国道１７号鯉沢バイパス遺跡展
渋川市教育委員会文化財保護課/発行
2009.8 13p 30cm
【受贈】

戦国武田の城 城郭から見た武田三代史 新装版
中田正光/著 洋泉社/発行
2010.5 425p 19cm 2200 円
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1667 号】

坂下遺跡（さかしたいせき） 株式会社冨士開発
の宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.1 11p 30cm
【受贈】
三軒屋遺跡Ⅱ（さんげんやいせきに）上野国佐位
郡衙正倉跡発掘調査概報
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.3
118p 写真図版 25p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

〔2010.6〕

渋川市市内遺跡Ⅲ(しぶかわししないいせきに３)
平成２０年度市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 35p 写真図版[7p] 30cm
【受贈】
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そうか！！渡良瀬へ行くべぇ！
桐生観光協会/発行
わたらせ広域観光推進連絡会議/制作
[2010.3] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

竹ノ原・銭神塚遺跡（たけのはら･ぜにがみづか
いせき） 平成９･11年度県営北部農免道路整備
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 21p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

前中後遺跡Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ区（まえなかごいせき･い
ち･に･さん･よんく） 平成２(1990)年民間工場
建設に伴う発掘調査Ⅰ区 平成４(1992)年デイサ
ービスセンター建設に伴う発掘調査Ⅱ区 平成６
(1994)年村道改良工事に伴う発掘調査Ⅲ 平成７
(1995)年特別老人ホーム造成工事に伴う発掘調査
Ⅳ区 報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 102p 写真図版 23p 30cm
【受贈】

館林市内遺跡発掘調査報告書(たてばやししない
はっくつちょうさほうこくしょ) 平成２１年度
各種開発に伴う埋蔵文化財調査
館林市教育委員会/編集･発行
2010.3 16p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
鋳金工芸家･森村酉三とその時代
手島仁/著 2010.3 [32p] 30cm
『群馬県立歴史博物館紀要第３１号』抜刷
【受贈】
妻と家族のみが知る宰相
保阪正康/著 毎日新聞社/発行
2010.5 293p 20cm 1500 円
（ 昭和史の大河を往く 第 9 集 ）
鈴木貫太郎氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1669 号】

峯山遺跡Ⅱ(みねやまいせきに)－古墳時代以降編
－ 北関東自動車道(伊勢崎～県境)建設に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 380p
第２分冊：自然科学分析･成果･写真図版編 88p
写真図版 158p
【受贈】
昔むかしここは、上野祝入(こうずけはふり)村と
いう
服部けい子(鎌倉への道出版会)/編集[･発行]
[2009.4]
【上毛 5/1】

天神山古墳群Ⅰ(てんじんやまこふんぐんいち)
平成２１年度県単林道開設事業天神山線に係る埋
蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.2 14p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

横野地区遺跡群Ⅸ 見立二城遺跡（よこのちくい
せきぐんきゅう みたちにじょういせき) 平成
２０年度県営農村振興総合整備事業横野地区に係
る埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2010.3 120p 写真図版 29p 30cm
【受贈】

洞山遺跡Ⅵ（どうやまいせきろく） 分譲住宅地
造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.3 17p 30cm
【受贈】

るるぶ尾瀬 [2010]
JTB パブリッシング/発行
2010.5 111p 26cm 981 円
（ るるぶ情報版 ) 【TRC 新刊案内 1667 号】

新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅰ（にいさとちくい
せきぐんはっくつちょうさほうこくいち）
桐生市教育委員会管理部文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2010.3 96p 30cm
【受贈】
西野原遺跡(5)(7)（ にしのはらいせき ご なな）
第２分冊－飛鳥･平安時代以降編－ 石田川流域
調節池事業（D池）に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 526p 写真図版 142p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

わたしの宿えらび 関東版
アド.フジプランニング/発行
2010.5 135p 26cm 762 円
（ RK MOOK ）
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1666 号】

幕末維新に学ぶ現在
山内昌之/著 中央公論新社/発行
2010.4 237p 20cm 1800 円
小栗忠順に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1667 号】
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〔2010.6〕

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 毎月勤
労統計調査地方調査結果速報 平成２１年におけ
る
群馬県企画部統計課/発行
2010.3 12p 30cm
【受贈】

3 社会科学
ＩＮＴＲＯ ２０１０ 学びへのいざない
高崎経済大学経済学会/編集・発行
2010 78p 21cm
【受贈】
桐生市暮らしの便利ガイド
アズ/編集 [桐生市/発行]
2010.5 76p A4 判

群馬大学工業会報 通巻１４２号
群馬大学工業会/発行
2010.3 58,16p 30cm

【上毛 5/24】

群馬における今後の県立高校の在り方について
報告
群馬県高校教育改革検討委員会/発行
2010.3 54p 30cm
【受贈】

近代日本社会と公娼制度 民衆史と国際関係史の
視点から
小野沢あかね/著 吉川弘文館/発行
2010.5 8,318p 22cm 9000 円
群馬に関する記事あり【TRC 新刊案内 1666 号】
教育行政の主要施策 平成２１年度
群馬県教育委員会/発行
2009.3 80p 21cm
教育行政の主要施策 平成２２年度
群馬県教育委員会/発行
2010.3 79p 21cm

【受贈】

群馬の県民経済計算 平成１９年度
群馬県企画部統計課/編集
2010.3 69p 30cm

【受贈】

群馬歴史民俗 第３１号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2010.3 112p 21cm

【受贈】

研究の記録 平成２1年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2010.3 1 冊 30m
【受贈】

【受贈】

桐生市議会会議録 平成22年第1回定例会
平成22年2月24日開会 平成22年3月19日閉会
桐生市議会事務局/発行
2010 1 冊 30cm 【受贈】

高体連 第６０号 平成２１年度
群馬県高等学校体育連盟/編集・発行
2010.5 393p 30cm

国定赤城神社奉納獅子舞 伊勢崎市指定重要無形
民俗文化財 平成２１年度ふるさと文化再興事業
関孝夫/執筆 板橋春夫/監修
国定赤城神社獅子舞保存会/発行
2010.3 40p 21cm
【受贈】

【受贈】

児童・生徒保健活動の実践記録 第３６号
平成２１年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2010 [84p] 30cm
【受贈】
生涯学習要覧 平成２２年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯学
習係/発行
2010 37p 30cm
【受贈】

群馬県建設事業計画書 平成２２年度
日本工業経済新聞社前橋支局/編･発行
[2010.4] 313p 26cm [25000 円]
【購入、群馬建設 5/26】

選挙の記録 平成２１年８月３０日執行
第４５回衆議院議員総選挙
第２１回最高裁判所裁判官国民審査
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2010.3 254p 30cm
【受贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成２２年
度
群馬県教育委員会高校教育課/発行
2010 [2p] 30cm
【受贈】
群馬県消費者物価指数年報 平成２１年 群馬県
小売物価統計調査結果 （平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2010.3 57p 30cm
【受贈】

高崎経済大学附属地域政策研究センター年報
２００９年度 第８号
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集･
発行
2010.3 45p 30cm
【受贈】

群馬県消費者物価指数 平成２１年度報 群馬県
小売物価統計調査結果（平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/発行
2010.4 8p 30cm
【受贈】

〔2010.6〕

【受贈】

富岡市防災マップ いざというときの防災マップ
富岡市/発行
2010.3 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈、上毛 5/19】
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定例県議会議案 平成２２年２月（附予算説明書）
企業局関係
群馬県/発行
2010.2 100p 30cm
【受贈】

前橋市次世代育成支援行動計画(後期)
年度～平成２６年度
前橋市福祉部こども課/企画･編集
2010.3 123p 30cm

平成２２

統計おおた 平成２１年版
企画部広報統計課統計係/編集
太田市役所/発行
2010.3 102p 30cm

平成２２

【受贈】

前橋市次世代育成支援行動計画(後期)
年度～平成２６年度 概要版
前橋市福祉部こども課/企画･編集
2010.3 6p 30cm

【受贈】

未来社会はどんな色？
群馬弁護士会/編集･発行
2010.3 56p 30cm

新島学園短期大学紀要 第３０号
新島学園短期大学/発行
2010.3 205p 26cm

日本絹撚株式会社と前原悠一郎
ー絹撚糸業界の先駆けー
米山稔/著 野間清治顕彰会/発行
2010.5 130p 21cm
( ふるさとの風会員双書① )
著者は桐生市生まれ【受贈、桐生タイムス 5/11】
Ｎｅｎｒｉｎ 年輪 第９号
平成２１年度活動報告
群馬県退職校長会/発行
2010.3 26p 30cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

予算附属説明書 平成２２年度当初予算
群馬県企業局/発行
2010 11p 30cm
【受贈】
明和学園短期大学紀要 第１９集
明和学園短期大学/編集・発行
2010.3 203p 26cm

２００９
【受贈】

要覧 平成２２年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所/発行
2010 7p 30cm
【受贈】

【受贈】

藤岡市地震防災マップ
藤岡市/発行
[2010.5]
【上毛 5/24、群馬建設 5/25】

要覧 平成２２年度
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2010.5 20p 30cm

【受贈】

ふるさとは、どこにいくのか
青雲塾レポート 第５６号
公益(財)青雲塾/発行
[2010.5] 14p 21 × 30cm
中曽根康弘氏へのインタビュー収録

老健ぐんま １０巻
「老健ぐんま」編集委員会/編集
（社）群馬県老人保健施設協会/発行
2009.3 204p 30cm

【受贈】

保健の歩み ５７
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2010.3 85p 30cm

【受贈】

【受贈】

保守の遺言
中曽根康弘/著 角川書店/発行
2010.5 206p 18cm 724 円
（ 角川 one テーマ 21 A-116 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1668 号】
前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2010.3 122p 30cm

第１３号
【受贈】

前橋市公民館事業概要 平成２１年度実績
前橋市教育委員会/発行
[2010.4] 197p 30cm 【受贈】
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群馬県廃棄物実態調査報告書（平成２０年度実績）
概要版 平成２１年度
群馬県/発行
2010.3 10p 30cm
【受贈】

4 自然科学
群馬県立がんセンター年報 第３７号
年度
群馬県立がんセンター/編集・発行
2009.12 171p 30cm

平成２０

洪水ハザードマップ
藤岡市/発行
[2010.5]
【上毛 5/24、群馬建設 5/25】

【受贈】

群馬生物 第５９号 ２０１０
群馬県高等学校教育研究会生物部会会誌
会誌編集委員会/編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会/発行
2010.5 61p 30cm
【受贈】

工務店カタログ２０１０ すみかくらぶ
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2010.3 98p 30cm
【上毛 5/3、受贈】
ごみの本 第二版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/編集･発行
2010.3 29p 21cm
【受贈】

食育の取り組み支援します！ 群馬県の食育支援
事業
群馬県食品安全課/作成
2009 三つ折り 21 × 30cm
【受贈】

三洋電機よ、永遠なれ! 「ソフトエナジー」に
賭けた夢
井植敏･片山修/著 PHP 研究所/発行
2010.5 263p 19cm 1400 円
三洋電機東京製作所(大泉町）に関する記事あ
り
【上毛 5/16、TRC 新刊案内 1666 号】

橘山自然観察ガイド
南橘の自然観察と環境を守る会/発行
2010.4 折りたたみ A3 判 【受贈、上毛 5/13】
楽しさひろがるほのぼの思いやり げんき!長寿
新発見!!
「知恵のワ」グループ･上毛新聞社出版メディ
ア局/編 ホームメイト/発行
2010.4 190p 21cm 1333 円
【TRC 新刊案内 1668 号】
春の女神 ヒメギフチョウを守ろう！
渋川市教育委員会/編集・発行
[2010] [4p] 30cm

循環型社会づくりに関する県民等意識調査報告書
群馬県環境森林部廃棄物政策課/発行
2010.3 101p 30cm
【受贈】
循環型社会づくりに関する県民等意識調査報告書
概要版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/発行
2010.3 40p 30cm
【受贈】

【受贈】

「星空」体感･再発見－天文台を歩く
月光天文台/監修 (財)国際文化交友会/発行
2010.2 72p 21cm
県立ぐんま天文台に関する記事あり
【受贈】

水質年報 平成２０年度
群馬県企業局水質検査センタ－/発行
2010.2 173p 30cm
【受贈】
第５期群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画
（変更）
群馬県森林部/発行
【受贈】
2010.3 [20p] 30cm
高崎市洪水ハザードマップ
高崎市/発行
[2010.5]

5 技術･工学･家政学･生活科学

吉井版
【群馬建設 5/25】

足尾を語る会会報 第１４号
会報編集委員会/編集 足尾を語る会/発行
2010.5 67p 21cm
【受贈】

谷間の虚構 真相・日本の貌と八ツ場ダム
高杉晋吾/著 三五館/発行
2010.5 235p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1666 号】

群馬県都市計画審議会議案 第１５２回
[群馬県県土整備部都市計画課/発行]
2010.3 4p 30cm
【受贈】

都市計画法に基づく開発許可制度の手引
群馬県県土整備部建築住宅課/発行
2010.4 282p 30cm
【受贈】

群馬県廃棄物実態調査報告書（平成２０年度実績）
平成２１年度
群馬県/発行
2010.3 217p 30cm
【受贈】

まちなか楽食 ＭＡＰ 第１版
前橋市役所にぎわい商業課/[発行]
[2010.4]
【上毛 5/5】

〔2010.6〕
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懐かしの停車場
国書刊行会/編 国書刊行会/発行
2010.4 166p 26cm 2200 円
高崎線、両毛線、信越線に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1666 号】

6 産業
企業サポートガイド 平成２２年度 中小企業支
援施策のご案内
群馬県産業経済部産業政策課/編集･発行
2010.4 87p 30cm
【受贈】
群馬県蚕糸技術センター年報 平成２０年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2009.12 63p 30cm
【受贈】

日本の農業 あすへの歩み 第２４４集
グリーン･ツーリズムの担い手と事業的性格－東
日本スキー観光地域の民宿を事例に－
(財)農政調査委員会/発行
2010.3 131p 21cm
片品村の事例あり
【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成２１年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2010.1 116p 30cm

農業経営指標
群馬県農政部技術支援課/編集･発行
2010.3 162p 30cm

群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター/発行
2010.3 62p 30cm

【受贈】

第７号

廃道をゆく 2
イカロス出版/発行
2010.5 113p 26cm 1524 円
（ イカロス MOOK ）
県道 112 号に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1667 号】

【受贈】

ぐんまの農村女性起業～多様化する起業活動のビ
ジネス展開～
群馬県農政部技術支援課普及指導室/発行
2010.3 57p 30cm
【受贈】
計量モニター報告書 平成２１年度
群馬県計量検定所/発行
2010.3 23p 30cm

【受贈】

蚕糸絹文化シンポジウム記念誌
(財)大日本蚕糸会/発行
2010.3 76p 30cm
岩井賢太郎氏(前富岡市長)の討論収録 【受贈】
地価公示標準地価格
(付標準地案内図)
群馬県/発行
2010 119p 30cm

【受贈】

まるごと｢ぐんまのネギ｣ブック
群馬県農政部/編集・発行
2010.3 99p 30cm

【受贈】

林業災害 平成２１年の
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2010.3 11p 30cm

【受贈】

平成２２年度

畜産施策の概要 平成２２年度
群馬県農政部畜産課/発行
2010 45p 30cm

【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
渋川市文化財年報 平成２０年度
渋川市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.3 30p 30cm
【受贈】

【受贈】

天空の星たちへ 日航123便あの日の記憶
青山透子/著 マガジンランド/発行
2010.5 449p 19cm 1429 円
【TRC 新刊案内 1667 号】

茂田井武『ｔｏｎ・ｐａｒｉｓ』展
企画展№８４
(財)大川美術館/発行
2010.4 71p 21cm

土地分類基本調査 国土調査 須坂･上田（群馬
県内）５万分の１
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2010.3 42p 付図 6 枚 22cm
付図：地形分類図、表層地質図、土壌図、水系
図、傾斜区分図、土地利用現況図【受贈】

【受贈】

絶景日本の夏撮影ガイド デジタル一眼レフで撮
りに行こう!
中橋富士夫/責任編集
モーターマガジン社/発行
2010.5 177p 21cm 1095 円
（ Motor Magazine Mook ）
上州路の名撮地に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1669 号】
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谷川岳－天上の試練－ 橋本勝写真集
橋本勝/著･発行 稲みのる/文
2010.3 95p 27 × 22cm
著者は(株)蔵前産業(前橋市)経営、前橋市在住
【受贈】

苅萱石童丸物語
三野恵/著 笹川臨風/原作 勉誠出版/発行
2010.5 152p 19cm 1200 円
（ 人間愛叢書 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1668 号】

種蒔きもせず
星野富弘/著 偕成社/発行
2010.5 95p 26cm 1500 円
（ 花の詩画集 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1669 号】

企画展第６９回 水上勉の世界－癒し･温もり･鎮
魂の文学－
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2010.4 24p 30cm
【受贈】

東国乃仏像二 東日本に分布する宗教彫像の基礎
的調査研究－古代から中世への変容を軸に
東北大学大学院文学研究科東洋･日本美術史研
究室/編集･発行
2010.3 244p 30cm
善勝寺･長谷寺･総持寺･金剛寺･三光院･長楽寺･
光恩寺の仏像に関する記事あり
【受贈】

北の国の花の島
久保田 昭三／著 鳥影社/発行
2010.3 168p 20cm 1400 円
著者は館林市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1659 号】
ジャレットとバラの谷の魔女
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2010.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 31 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1666 号】
白い河
立松和平/著 東京書籍/発行
2010.6 232p 20cm 1400 円
（ 風聞・田中正造 ）
【TRC 新刊案内 1669 号】

8 語学

虚模様 歌集
久保田守一/著 北羊館/発行
2010.2 211p 20cm 2500 円
著者はみどり市在住
【受贈、日刊桐生 5/16、上毛 5/21】

9 文学
命の華 歌集
小林功/著 地表短歌社/発行
[2010.5]
著者は群馬パース大学学長
おぉ６４９(ムジク）旅と登山
星野辰之/著[･発行]
2010.1 222p 19cm

徳助の勝間村
阿部玲子/著 あさを社/発行
2010.5 190p 四六判 1500 円
【上毛 5/24】

【受贈】

オリーブ
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2010.2 223p 20cm 1571 円
著者は群馬県立女子大学文学部美学美術史学科
卒業
【朝日 6/1、TRC 新刊案内 1658 号】
風

冬の鎖 秩父夜祭殺人事件
海庭良和/著 埼玉新聞社/発行
2006.11 352p 20cm 1800 円
秩父事件から発想した小説

【受贈】

山媛呼抄 第３集 句集
山媛呼俳句会(草津町)/編集・発行
2010.4 119p 18cm

【受贈】

夢、そのとき
南元子/著 『夢、そのとき』刊行委員会/編
2010.5 269p 20cm 1400 円
日航機事故を題材にした短編収録
【TRC 新刊案内 1669 号】

文学紀要 第１４号
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2010.3 130p 26cm 700 円 【受贈、上毛 5/1】

〔2010.6〕

【上毛 5/26】
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自然の奥の神々 哲学者と共に考える環境問題
内山節/文 秋月岩魚/写真 宝島社/発行
2010.5 157p 25cm 1300 円
内山氏は上野村と東京を往復して暮らす
【TRC 新刊案内 1668 号】

県関係者の一般著作
イチローに糸井重里が聞く
イチロー･糸井 重里/著 朝日新聞出版/発行
2010.5 218p 15cm 560 円
（ 朝日文庫 い 76-1 ）
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1667 号】

持続的発展と国際協力
河合明宣･浜口 恒夫/著
放送大学教育振興会/発行
2003.3 293p 21cm 3100 円
（ 放送大学教材 ）
河合氏は群馬県生まれ

江戸商家・商人名データ総覧 第3巻 か(かせ
屋)～さ(棧川屋)
田中康雄/編 柊風舎/発行
2010.4 742p 23cm 28000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1667 号】

【受贈】

シンプル衛生公衆衛生学 ２０１０
鈴木庄亮・久道茂/監修 辻一郎・小山洋/編集
南江堂/発行
2010.3 18,384p 26cm 2400 円
鈴木氏は群馬大学名誉教授
小山氏は群馬大学大学院医学研究科公衆衛生学
講座教授
【受贈】

江戸商家・商人名データ総覧 第4巻 し(志津
屋)～と(鈍子屋)
田中康雄/編 柊風舎/発行
2010.4 669p 23cm 28000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1667 号】

鈴木ゆり子の実践!満室大家塾
鈴木ゆり子/著 ぱる出版/発行
2010.5 207p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1669 号】

書く力が身につくイギリスの教育
山本麻子/著 岩波書店/発行
2010.4 12,226p 19cm 2200 円
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1667 号】

総務・人事・労務の担当者のための労働法 続
不況と労働法・労働災害等
鈴木航児/著 上毛新聞社事業局出版部/発売
2010.3 155p 21cm 1334 円
著者は伊勢崎市で法律事務所開設
【TRC 新刊案内 1669 号】

がんが進んでしまっても長生きはできる! がん
との上手なつきあい方とリンパ球免疫治療
中嶋靖児/著 ごま書房新社/発行
2010.5 323p 19cm 1600 円
著者は前橋広瀬川クリニック分院免疫治療部長
【上毛 5/19、TRC 新刊案内 1667 号】

朱鷺の現在・過去・未来 －朱鷺の生息地の保護
研究資料集－
蘇雲山･河合明宣/編集
日本朱鷺保護研究会/発行
[2001.8] 151p 30cm
河合氏は群馬県生まれ
【受贈】

教育学用語辞典
第4版(改訂版)
岩内亮一･本吉修二/編集代表 学文社/発行
2010.4 5,289p 20cm 2500 円
本吉氏は白根開善学校(中之条町)所属
【TRC 新刊案内 1667 号】
近世易学研究 江戸時代の易占
奈良場勝/著 おうふう/発行
2010.5 224p 22cm 12000 円
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1669 号】

朱鷺の現在・過去・未来 －朱鷺の生息地の保護
研究資料集－ 第２号
日本朱鷺保護研究会/[編集･]発行
2006 119p 30cm
掛川優子氏(カワゲラの会･藤岡市)、河合宣明
氏、中島啓治氏(ぐんま珪藻研究会･前橋市）に
よる論文収録
【受贈】

高分子分析入門 INTRODUCTION TO POLYMER ANAL
YSIS
西岡利勝/編 講談社/発行
2010.4 8,519p 22cm 8800 円
著者は群馬大学大学院工学研究科非常勤講師
【TRC 新刊案内 1666 号】

朱鷺の現在・過去・未来 －朱鷺の生息地の保護
研究資料集－ 第３号
日本朱鷺保護研究会/[編集･]発行
2010 103p 30cm
川場村で開催されたシンポジウム報告書
川場村に関する記事あり
【受贈】

シーカヤック自作バイブル 3万円と晴れた日が7
日あれば十分!
八木牧夫/著 舵社/発行
2010.4 111p 26cm 1800 円
著者は群馬県生まれ、妙義カヤック工房所属
【TRC 新刊案内 1667 号】
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日本のナショナリズム
松本健一/著 筑摩書房/発行
2010.5 187p 18cm 680 円
（ ちくま新書 846 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1668 号】
病気に負けない健康登山 ドクターが勧める賢い
登山術
齋藤繁/文 山本祐司/絵 山と溪谷社/発行
2010.5 214p 17cm 952 円
齋藤氏は群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経
科学分野教授･医師 【TRC 新刊案内 1668 号】

なにがなんでも前橋 とにかく前橋 にぎわい前
橋（CD）
市川たつこ/作詞 拓野正行/作･編曲
拓野正行/歌
オレンジミュージック/制作
2010.2 12 曲 1000 円
【受贈】
桐生八木節踊りの踊り方（DVD)
桐生八木節連絡協議会/監修
ゴールド企画/発売
2010.5 解説付き 30 分 2500 円
【桐生タイムス 5/11】

不可能を証明する 現代数学の挑戦
瀬山士郎/著 青土社/発行
2010.6 217p 20cm 2200 円
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1669 号】
みんなのための家庭の歯学 良い歯を守る育てる
青木博之/著 西村書店/発行
2010.5 23,372p 19cm 1500 円
著者は丸橋連雀町歯科(高崎市)院長
【ぐんま経済 5/27、TRC 新刊案内 1668 号】

電子資料

ランニングの世界９ 特集夏のマラソンを考える
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2010.4 164p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1666 号】

視聴覚資料
国定赤城神社奉納獅子舞－群馬県伊勢崎市国定町
－ 伊勢崎市指定重要無形民俗文化財
平成２１年度ふるさと文化再興事業（DVD)
国定赤城神社奉納獅子舞保存会/企画
板橋春夫/監修 中日映画社/制作
[2010.3] 脚本付き
【受贈】
元気です！中央ぎんざ おかえりなさい 中央銀
座（CD）
市川たつこ/作詞 拓野正行/作･編曲
拓野正行/歌
オレンジミュージック/制作
2010.2 8 曲 1000 円
【受贈】
第３０回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェステ
ィヴァル（CD）
[草津夏期国際音楽アカデミー/発行]
カメラータ･トウキョウ/発売
2010 67 分
【受贈】

〔2010.6〕
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水質測定結果大気環境調査結果 平成２０年度
（CD－ROM）
群馬県環境森林部環境保全課/発行
[2009]

