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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年 ３月分
No.２８０

伊勢崎市文化財保護年報 平成２０年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2009.11 66p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 4 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

いせさきフロンティアーふるさとの歴史と文化ー
平成２１年度企画展ブックレット
伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館/編集・発行
2010.2 72p 19cm
【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。

女屋宮田遺跡(おなやみやたいせき) まちづくり
交付金事業（市道00-081号線道路改良工事）に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計(株)/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2010.1
16p 写真図版 6p 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。

粕川町一日市宿後遺跡(かすかわまちひといちし
ゅくごいせき) 市道粕川2063号線(南部幹線田面
地区)道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.2
17p 写真図版 7p 30cm
【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。

上江田西田遺跡・源六堰遺跡(かみえだにしだい
せき・げんろくぜきいせき) 広域基幹河川改修
事業石田川に伴う埋蔵文化財調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3
122p 写真図版 54p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

０ 総記
きりゅう 第４８号（２０１０）
桐生市立図書館・桐生読書会連絡協議会/発行
2010.3 46p 21cm
【受贈】

上白井西伊熊遺跡(かみしろいにしいくまいせき)
－旧石器時代編－ 一般国道17号(鯉沢バイパス)
改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2)報告
書第7集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 532p 写真図版 80p 30cm
【受贈】

群馬県図書館大会報告書 第7回
開かれた図書館～知る喜びを広げる～
群馬県立図書館・群馬県図書館協会/編集･発行
2010.2 41p 30cm
【自館作成】
群馬県の図書館 ２００９
群馬県立図書館/発行
[2010.3] 88p 31cm

上白井西伊熊遺跡(かみしろいにしいくまいせき)
－縄文時代以降編－ 一般国道17号(鯉沢バイパ
ス)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2)報
告書第9集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.2 156p 写真図版 52p 30cm
【受贈】

【自館作成】

彼らが私にくれたもの
広瀬彪夫/著 あさを社/発行
2010.3 190p 22cm
著者は碓氷郡(現高崎市)生まれ

1 哲学･宗教

【受贈】

[観光マップ]
わたらせ広域観光推進連絡会議/作製
桐生観光協会/発行
[2010.3] 折りたたみ A2 判
【桐生ﾀｲﾑｽ 3/29、上毛 4/5】
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〔2010.4〕

桐渕古墳群(高瀬I号古墳)(きりぶちこふんぐん
(たかせあいごうこふん)) 宅地造成工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2009.12 25p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

山王廃寺(さんのうはいじ) 平成２０年度調査報
告 （山王廃寺範囲内容確認調査報告書Ⅲ）
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.2 92p 写真図版 23p 30cm
【受贈】
柴遺跡（しばいせき） 旧日光例弊使街道確認の
ための埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市文化財調査報告書第９１集
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2008.12 39p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

[桐生市１､２丁目地区パンフレット]
[桐生市北小学校 6 年生/発行]
[2010.3]
【上毛 3/5】
桐生の歴史を語る
佐羽秀夫[/著] 桐生南ロータリークラブ/発行
2010.3
佐羽秀夫氏は桐生織物文化に深くかかわる佐羽
家当主
【上毛 3/31】

誌碑石碑(いしぶみ)は語る 義勇軍の碑
[嫩訓八洲会広報部/発行]
2009.3 170p 21cm
群馬に関する記述あり
【受贈】

ググっとぐんまっぷ
エフエム群馬/発行
[2010.3] 44p 25 × 11cm【上毛 3/25、毎日 4/7】

渋川市 ［渋川］ １ ２０１０ ０２
ゼンリン/発行
2010.2 16,124,5p 39cm 15000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

群馬 草津・伊香保・尾瀬 '11
昭文社/発行
2010.4 183p 26cm 800 円
（ マップルマガジン）
【TRC 新刊案内 1659 号】

渋川市 ［北橘］ ２ ２０１０ ０２
ゼンリン
2010.2 12,58,1p 39cm 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

研究紀要 ２８
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 200p 30cm
【受贈】

渋川市 ［赤城］ ３ ２０１０ ０２
ゼンリン/発行
2010.2 2,56,1p 39cm 7000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

｢県境」の秘密 知られざる日本の不思議百景
秋山忠右/写真 中原淳/文 PHP 研究所/発行
2009.12 229p 20cm 1900 円
板倉町に関する記述あり 【上毛 3/7、購入】

渋川市 ［小野上 子持］ ４ ２０１０ ０２
ゼンリン/発行
2010.2 12,71,1p 39cm 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

五代伊勢宮遺跡(２）（ごだいいせみやいせきに）
市道00-042号線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
(株)スナガ環境測設/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2009.2 6,22p 写真図版 4p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

渋川市 ［伊香保］ ５ ２０１０ ０２
ゼンリン/発行
2010.2 12,25,1p 39cm 5000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】
下栗須伊勢塚遺跡(しもくりすいせづかいせき)
主要地方道藤岡大胡線地域活力基盤創造事業に伴
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
【受贈】
2010.3 52p 写真図版 24p 30cm

子どもとでかける群馬あそび場ガイド '10～'11
空っ風キッズ/著 メイツ出版/発行
2010.3 160p 21cm 1460 円
【TRC 新刊案内 1659 号】

下斎田重土薬師遺跡(しもさいだじゅうどやくし
いせき) 国道354号高崎玉村バイパス地域活力基
盤創造事業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
2010.1 72p 写真図版 26p 30cm
【受贈】

近藤義雄先生卒寿記念論集
近藤義雄先生卒寿記念論集刊行会/編集
群馬県文化事業振興会/発行
2010.1 970p 22cm 8000 円
近藤氏は高崎市在住
【上毛 3/6、購入】

上州鬼石かかあ天下マップ
藤岡市鬼石商工会女性部/発行
[2010.3] 26 × 60cm

斉田中耕地遺跡(さいだなかこうちいせき) 国道
354号道路改築事業に係る埋蔵文化財調査報告書
第6集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.2
294p 写真図版 84p 付図 3 枚 30cm

〔2010.4〕
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【上毛 3/30】

上武道路・旧石器時代遺跡群(じょうぶどうろ・
きゅうせっきじだいいせきぐん)（２）萱野Ⅱ遺
跡 堤沼上遺跡 亀泉坂上遺跡 上泉唐ノ堀遺跡
一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵
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 490p 写真図版 68p 30cm
【受贈】

中郷遺跡(なかごういせき)（２）－旧石器・縄文
時代編－ 一般国道17号(鯉沢バイパス)改築工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2)報告書第8集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 3 分冊 付図 3 枚 30cm
第 1 分冊：本文･遺構編 478p 写真図版 164p
第 2 分冊：土器編 356p 写真図版 150p
第 3 分冊：石器編 142p 写真図版 62p【受贈】

総社村東02遺跡（そうじゃむらひがしにいせき）
日新電機前橋榛風寮新築工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
(株)スナガ環境測設/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2009.3 4,17p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

南橘東原遺跡(なんきつひがしはらいせき)
南橘第二グラウンド整備事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.3 6,109p 写真図版 34p 30cm
【受贈】

大道東遺跡(だいどうひがしいせき)（２）－弥生
時代以降編１－ 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
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 558p 写真図版 193p 付図 3 枚 30cm
【受贈】

南部拠点地区遺跡群№１（なんぶきょてんちくい
せきぐん№１） 前橋市南部拠点地区土地区画整
理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(1)
(有)毛野考古学研究所/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2009.3 66p 写真図版 1,15p 30cm
【受贈】

町内遺跡Ⅸ（ちょうないいせききゅう）平成２０
年度埋蔵文化財緊急発掘調査報告書
長野原町埋蔵文化財発掘調査報告第１９集
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/編集･発行
2010.1 19p 写真図版 13p 30cm
【受贈】

南部拠点地区遺跡群№２（なんぶきょてんちくい
せきぐん№２） 前橋市南部拠点地区土地区画整
理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書№２
(株)スナガ環境測設/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2009.3 48p 写真図版 2,16p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

同志社談叢 第３０号
同志社社史資料センター/編集･発行
2010.3 167,203p 21cm

【受贈】

新島研究 第１０１号
同志社大学同志社社史資料センター第一部門研
究/編集
同志社大学同志社社史資料センター/発行
2010.2 177,49,36p 21cm
【受贈】

富岡清水遺跡(とみおかしみずいせき) (主)前橋
安中富岡線 地域活力基盤創造交付金事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書３０集
富岡市教育委員会/編集･発行
2010.3 47p 写真図版 18p 30cm
【受贈】

西長岡宿遺跡(にしながおかしゅくいせき)（１）
(弥生時代以降編) 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
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3
200p 写真図版 83p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

富田高石遺跡(とみだたかいしいせき) 一般国道
17号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査(その１)報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3
182p 写真図版 58p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

箱石浅間山古墳 不動山古墳(はこいしせんげん
やまこふんふどうやまこふん) 平成21年度緊急
雇用創出基金事業に係わる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 105p 写真図版 30p 30cm
【受贈】

富田西原遺跡(とみだにしはらいせき) 一般国道
17号(上武道路)改築工事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
2010.2
132p 写真図版 34p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

花味HANAMI 東群馬 太田桐生みどり館林邑楽
群馬県東部県民局/発行
【受贈、日経 3/3】
2010 15p 30cm
林中原Ⅰ遺跡Ⅳ（はやしなかはらいちいせきよん）
個人専用住宅建設に伴う発掘調査報告書
長野原町埋蔵文化財発掘調査報告第２０集
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/編集･発行
2010.3 96p 写真図版 20p 30cm
【受贈】
-3-

〔2010.4〕

はるかな尾瀬 Vol.12
尾瀬保護財団/発行
2010.3 15p 30cm

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（７）前橋市元総社公民館新築移転工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2006.3 24p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

【受贈】

武占遺跡Ⅱ･Ⅴ（ぶうらいせきにご）茂呂第二土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市文化財調査報告書第６３集
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2006.3 62p 写真図版 18p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（９）元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみ
いせきぐん)（１０）前橋都市計画事業元総社蒼
海土地区画整理事業および元総社公民館新築移転
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2007.3 104p 写真図版 24p 30cm
【受贈】

文京町四丁目のむかし 天川町の話
片野久子/著･発行
2010.2 32p 21 × 30cm
著者は前橋市在住 【受贈、上毛 3/4、読売 4/6】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２０）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 152p 写真図版 40p 30cm
【受贈】

米山遺跡(べいさんいせき) 県営農免農道整備事
業馬山3期に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 縄
文時代集落・弥生時代土坑群の調査
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 120p 写真図版 44p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２１）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 63p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

兵隊さんの歩み 母さんの努力の生涯
田中喜一/著･発行
[2010.2] 68p A5 判
著者は渋川市生まれ
【上毛 3/11】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２２）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 110p 写真図版 24p 30cm
【受贈】

Bem Vindo! ブラジル街 フリーペーパー版
平野デザイン事務所(太田市)/発行
[2010.3] 8p A4 判
【ぐんま経済 3/25】
前橋城(南曲輪地点)(まえばしじょう(みなみくる
わちてん)) 地域活力基盤創造交付金事業(都市
計画道路前橋公園通線道路改良工事)に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.12 21p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２３）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 98p 写真図版 27p 30cm
【受贈】

前橋･高崎の縄文時代 東国千年の都 赤城・榛
名の縄文絵巻
高崎市教育委員会・前橋市教育委員会/編集
2010.1 7p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２４）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 76p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

道上遺跡(みちうえいせき) 一般県道笠懸赤堀今
井線改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県教育委員会/編集･発行
2010.3 10p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２５）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 20p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

明治思想史の一断面 新島襄・徳富蘆花そして蘇
峰
伊藤彌彦/著 晃洋書房/発行
2010.3 6,223p 21cm 2300 円
【TRC 新刊案内 1661 号】

横壁中村遺跡(よこかべなかむらいせき)（１０）
－古代・中世・近世編１－ 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３３集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3
246p 写真図版 63p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2006.3 74p 写真図版 26p 30cm
【受贈】

〔2010.4〕
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横壁中村遺跡(よこかべなかむらいせき)（１１）
－縄文時代の列石・配石遺構－ 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３４集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 388p 写真図版 119p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

学校における人権教育 第１３集（平成２１年度）
安中市教育委員会/発行
2010.3 42p 30cm
【受贈】
黒保根町の民話 上巻 ふるさと桐生の民話別冊
清水義男/著･発行
2010.3 26cm
著者は桐生市在住 【毎日 3/15、桐生ﾀｲﾑｽ 4/6】

世の中にはこんなアレルギー専門医師も…
黒沢元博/著 悠飛社/発行
2010.3 134p 20cm 1400 円
（ Hot ‐ Nonfiction ）
群馬県にアレルギー専門の医療機関を設立した
道のりをつづったもの【TRC 新刊案内 1660 号】

黒保根町の民話 下巻 上田沢・水沼・全域
ふるさと桐生の民話別冊
清水義男/著･発行
2010.3 189p 26cm
著者は桐生市在住
【受贈、毎日 3/15、桐生ﾀｲﾑｽ 4/6】

歴史街道里見の郷散策地図 ぐんま再発見高崎市
榛名地区
『里見の郷』推進実行委員会/発行
2010.3 二つ折り 42 × 30cm【受贈、上毛 4/2】

ぐんま企業ガイドブック ２０１１
群馬県雇用開発協会/編集･発行
2010.3 277p 26cm

六供遺跡群№５(ろっくいせきぐん№５） 前橋
都市計画事業六供土地区画整理事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
技研測量設計(株)/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2009.12 28p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２１年１１月定例会
自平成21年11月26日 至平成21年12月15日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2010.2 252p 30cm
【受贈】
群馬県市町村文化協会等一覧 平成２１年度
群馬県文化協会連合会/発行
2010.3 64p 30cm
【受贈】
群馬県における地域福祉の発生についての考察
－同胞援護会から社会福祉協議会への歴史的転形
斎藤遙山/著･発行
2010.3 150p 21cm
著者は渋川市在住
【受贈】

3 社会科学
安中教育 第３号
安中市教育委員会/発行
2010. 3 93p 21cm

【受贈】

いずみ 第６１号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2010.3 201p 21cm

【受贈】

伊勢崎市勢要覧 ２００９
企画部広報課/編集 伊勢崎市/発行
2009.3 33p 30cm

【受贈】

伊勢崎市の教育 平成２１年度
伊勢崎市教育委員会事務局/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2009.9 140p 30cm

群馬県立県民健康科学大学紀要 第４巻 ２００
９年３月
群馬県立県民健康科学大学/編集･発行
2010.3 138p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

群馬県労働委員会年報 平成２１年版
群馬県労働委員会事務局/発行
2010.3 102p 30cm

【受贈】

群馬高専レビュ－ 第２８号（平成２１年度）
群馬工業高等専門学校教育研究委員会/編集
群馬工業高等専門学校/発行
2010.3 60,36p 30cm
【受贈】

太田市民のための危機管理行動マニュアル
太田市市民生活部危機管理室/発行
2010.2 22p 30cm【受贈、上毛 3/10、毎日 3/16】
花群 群照会誌 第３５号
群照会/編集･発行
2009.11 122p 22cm

群馬県立女子大学紀要 第３１号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2010.2 185,192p 26cm

群馬生物 第５８号 ２００９
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
2009.5 76p 26cm
【受贈】

【受贈】
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〔2010.4〕

群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編 第４５巻（２０１０）
群馬大学教育学部/編集･発行
2010.2 163p 26cm
【受贈】
群馬大学教育学部紀要 自然科学編
（２０１０）
群馬大学教育学部/編集･発行
2010.2 97p 26cm

定例県議会議案 平成２２年２月
群馬県/発行
2010.2 102p 30cm

定例県議会議案 平成２２年２月（附予算説明書）
病院局関係
群馬県/発行
2010.2 43p 30cm
【受贈】

第５８ 巻
【受贈】

定例県議会議案 平成２２年２月 （平成２１年
度関係）
群馬県/発行
2010.2 93p 30cm
【受贈】

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編
第５９巻（２０１０）
群馬大学教育学部/編集･発行
2010.2 238,39p 26cm
【受贈】
群馬大学社会情報学部研究論集 第１７巻
群馬大学社会情報学部/編集･発行
2010.3 241p 26cm
【受贈】
群馬伝統 銭湯大全
抜井諒一/著･発行
[2010.3] 96p A5 判
著者は高崎市在住

1000 円

坂東太郎 第１４５号
坂東太郎編集委員会/編集
群馬県立前橋高等学校/発行
2010.3 385p 21cm

【受贈】

包括外部監査の結果報告書 平成２１年度
田中誠/著[･発行]
〔2010〕6,4,18,59,15,54,13,32p 30cm 【受贈】
４ｕ フォー･ユー 未来とあなたをつなぐとびら
Ｖｏｌ.３
首都圏北部４大学連合運営協議会技術移転分科
会事務局/編集
2010. 2
186p 21cm
【受贈】

研究紀要 第３０号 平成２１年度
前橋市小・中学校校長会研究部/発行
2010.3 76p 26cm
【受贈】

補正予算説明書 平成２１年度
群馬県/発行
2010.2 246p 30cm

２月定例県議会
【受贈】

【受贈】
前橋市小中学校校長会会誌 第６１号
前橋市小中学校校長会/発行
2010.3 63p 21cm
【受贈】

【受贈】

未来への道標 株式会社両毛システムズ４０年の
歩み
株式会社両毛システムズ(桐生市)/発行
2010.2 149p 27cm
付属資料：DVD1 枚
【受贈】

[卒業する皆さんへ ～お弁当レシピ集～ まえ
ばしの給食レシピ]
前橋市学校栄養士会/発行
[2010.3]
【上毛 3/2】

予算説明書 平成２２年度
群馬県/発行
2010 359p 30cm

高崎経済大学論集 第52巻第3号（通巻186号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2010.3 91p 26cm
【受贈】

２月定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２２年度当初予算
群馬県/発行
2010 399p 30cm
【受贈】

知事発言要旨 平成２２年２月定例県議会
群馬県/発行
2010.2 19p 30cm
【受贈】
〔2010.4〕

【受贈】

一人で抱えないで ドメスティック・バイオレン
ス（ＤＶ）は許されない人権侵害行為です
群馬県人権男女共同参画課/発行
2010.3 10p 21cm
【受贈】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第６巻第１･２号（２００９）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2009.12 134p 26cm
【受贈】

すその 第６４号
すその編集委員会/編集
前橋市立第二中学校生徒会/発行
2010.3 77p 21cm

２１世紀ぐんま教育賞たより 第７回
群馬県総合教育センター/発行
2010.3 〔4p〕 30cm

【産経 3/15】

群馬保健学紀要 第３０巻（２００９年度）
群馬大学医学部保健学科/編集･発行
2010.3 89p 30cm
【 受贈 】

研修講座案内 平成２２年度
群馬県総合教育センター/発行
2010.3 106p 30cm

【受贈】
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4 自然科学

6 産業

かみつけ 群馬の蝶を語る会会報 №３
池沢隆一/編集
群馬の蝶を語る会(高崎市)/発行
2009.12 106p 26cm
【受贈】

群馬農林水産統計年報 第５６次（平成２０年～
平成２１年）
関東農政局群馬農政事務所統計部/編集･発行
2010.3 117p 30cm
【受贈】

感染症発生動向調査報告書 平成２１年（２００
９年）
群馬県感染制御センター(群馬県衛生環境研究
所)/編集･発行
2010.3
45p 30cm
【受贈】

ぐんまの園芸 ２０１０
群馬県農業部蚕糸園芸課/編集･発行
2010.3 15p 30cm

こんにゃく産業論
長谷川秀男/著 天水空間造形研究所/発行
2006.3 133p 26cm
著者は高崎経済大学地域政策学部教授【受贈】

関東山地カモシカ保護地域特別調査報告書 平成
２０･２１年度
群馬県教育委員会［ほか]/編集･発行
2010.3 152p 30cm
【受贈】

主要農作物作況調査成績書
農政部技術支援課/発行
2010
72p 30cm

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 第２ 号
（平成２１年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2010.3
54p 30cm
【受贈】
群馬県国民健康保険疾病分類統計表 第４０ 号
（平成２１年５月診療分)
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2010.3
70p 30cm
【受贈】

平成２１年度
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群臨衛技会誌 通巻第49巻第1号（2010年）
群臨衛技会誌編集委員会/編集
（社）群馬県臨床衛生検査技師会/発行
2010.3 85p 30cm 【受贈】

エコ＆アートーアートを通して地球環境を考える
ー近くから遠くへ
松下和美・神尾玲子/執筆･編集
群馬県立館林美術館/発行
[2009] 39p 26cm
【受贈】

健康マップ
天川地区地域づくり協議会(前橋市)/発行
[2010.2] A3 判
【上毛 3/6】

エコ＆アートーアートを通して地球環境を考える
ー近くから遠くへ 展覧会ドキュメント
松下和美（群馬県立館林美術館）/編集
群馬県立館林美術館/発行
[2009] [14p] 26cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

神流の山の花めぐり
伊藤歡/著･発行
2010.2 102p 20 × 21cm
著者は神流町在住

応援します!ぐんまの子育て
平成２１年度優良企業等事例集
群馬県産業経済部労働政策課/編集･発行
2010.3 40p 30cm
【受贈】

【受贈】

金メダリストに学ぶソフトボール
ソフトボールマガジン編集部/編
ベースボール・マガジン社/発行
2010.3 97p 26cm 1200 円
（ SPORTS BIBLE シリーズ ）
上野由岐子選手へのインタビュー収録
【TRC 新刊案内 1661 号】

ごみ分別パンフレット
伊勢崎市/発行
[2010.3] A3 判
ポルトガル語･スペイン語･英語･中国語･タガロ
グ語･ベトナム語で表記
【上毛 3/17】
群馬県の工業
平成２０年工業統計調査結果報告書
統計資料２１－１５
群馬県総務部統計課/発行
2010.3 161,27p 30cm

【 受 贈】

上州路 一本桜 写真集
藤重朋紀/著･発行
[2010.2] 2000 円
著者は前橋市在住
【朝日 3/11、読売 4/5】
【受贈】
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〔2010.4〕

『上毛かるた』で見つける群馬のすがた 知れば、
もっとぐんまが好きになる！
群馬県/発行
2010.3 96p 30cm 380 円
小学 4 年生用の副読本
【受贈、上毛 3/24、読売 3/24、
東京 3/27、毎日 4/6】

群馬県文学賞作品集 第４7回（平成２1年度）
群馬県･群馬県文学会議･群馬県文化教育財団/
編集･発行
[2010.3] 228p 19cm 1000 円
【受贈】
月球儀 第３号
山本掌/編集･発行
2010.1 60p 21cm 1000 円
山本氏は前橋市在住

館林でつつじの絵をー世界一のつつじの名所に全
国から名画を迎えてー
群馬県立館林美術館企画展示
群馬県立館林美術館/発行
2009 80p 21cm
【受贈】

【受贈】

校内散歩 ひとりの高校教師として教職員組合で
考えたこと
市塚守/著･発行
2010.3 295p 18cm
著者は高崎市在住
【受贈】

生誕120年館林に生まれた日本画家･岸浪百草居展
ー南画学習から写実を経て魚類画の名手にー
群馬県立館林美術館企画展示
群馬県立館林美術館/発行
2009 80p 26cm
【受贈】

水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2010.3 80p 21cm

年報 第３９集（平成２０年度文化財調査報告書）
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/発行
2009.12 65p 30cm
【受贈】
四葉のクローバー 第８号（'10・春季）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2010.4 [4p] 30cm
【受贈】

第２２集
【受贈】

鉄血
猪熊敬一郎/著 雄山閣/発行
2010.2 197p 20cm 3000 円
（ 日露戦争戦記文学シリーズ 1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1658 号】
徳川郷 句集
橋本雅子/著 本阿弥書店/発行
2010.2 219p 20cm
著者は太田市在住

【受贈】

8 語学

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２９
サッカーの神さまの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.3 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1660 号】

9 文学

広瀬川 合同歌集 第２集
前橋文学館友の会 広瀬川短歌会/発行
2010.3 70p 21cm
【受贈、上毛 3/24】

藍川詩稿
片山兼山/著 須賀楠舟/読解
2010.1 [96p] 21cm
須賀昌五氏は草津町在住
うつろい
片倉敏子/著･発行
2009.8 120p 20cm 2000 円
著者は前橋市在住
風のあと－若き日の軌跡
佐々木健吉/著･発行
[2010.3] 91p A4 判
著者は伊勢崎市在住
風の盆草子
島崎妙一/著 日本文学館/発行
2003.8 105p 19cm 1000 円
著者は藤岡市在住
〔2010.4〕

須賀昌五/発行

淵

【受贈】

短歌同人誌 第１８４号
淵の会/発行
2010.2 38p 21cm
「開拓の路｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

碧緑のほし 歌集
島崎妙一/著 日本文学館/発行
2006.5 111p 19cm 1000 円
著者は藤岡市在住

【受贈】

【受贈】

本のパーキング １１号
hasyoma-do/発行
2009.4 12p 21cm
｢ VIVA!シニョーラ 若桑みどり｣アラマキマリ
コ(前橋市在住)/著収録
【受贈】

【上毛 3/25】

【受贈】
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本のパーキング １２号
hasyoma-do/発行
2010.3 12p 21cm
｢こんにちは アップダイク｣アラマキマリコ
(前橋市在住)/著収録
【受贈】

｢死の舞踏」への旅 踊る骸骨たちをたずねて
小池寿子/著 中央公論新社/発行
2010.2 6,219p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1658 号】

モギマサ日記－僕と映画と仲間たちと－
茂木正男/著 [高崎映画祭事務局/発行]
[2010.3] 249p B6 判 1575 円
著者は映画館｢シネマテークたかさき｣(高崎市)
元総支配人【上毛 3/26･28、毎日 3/26、読売 3/27】
余白の翼 歌集
小原起久子/著 短歌研究社/発行
2010.3 147p 20cm 1381 円
著者は高崎市在住

食品流通が食の安全を脅かす
米虫節夫・野口英雄・平井由美子/著
日刊工業新聞社/発行
2010.2 6,153p 21cm 1400 円
（ B&T ブックス ）
野口氏は群馬県立農林大学校非常勤講師
【TRC 新刊案内 1658 号】
数学は楽しい
瀬山士郎/著 日経サイエンス/発行
2010.2 143p 28cm 2000 円
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1658 号】

【受贈】

素讀論語
[孔子/著] 深澤中斎/[訳]著 明徳出版社/発行
2008.5 178p 22cm 1200 円
深澤氏は(株)シムックス(太田市)代表取締役会
長
【受贈】

県関係者の一般著作
アイヌのふるさとに歌を求めて
増田又喜/著 文芸社/発行
2010.3 229p 22cm 2200 円
付属資料：録音ディスク(1 枚 12cm)
著者は太田市在住
【上毛 3/24】

小さく始めて農業で利益を出し続ける7つのルー
ル 家族農業を安定経営に変えたベンチャー百姓
に学ぶ
澤浦彰治/著 ダイヤモンド社/発行
2010.3 3,238p 19cm 1500 円
著者は農業生産法人グリンリーフ(利根郡)社長
【ぐんま経済 3/25】

勝つ!草野球 誰でも知ってるだけで明日から使
えるテクニック
本間正夫/著 ベースボール・マガジン社/発行
2010.3 175p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1661 号】

｢テレビ政治」の内幕 なぜマスメディアは本当
のことを伝えないのか
三橋貴明・八木秀次/著 PHP 研究所/発行
2010.3 224p 19cm 1300 円
八木氏は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 1659 号】

記憶する力忘れない力
立川談四楼/著 講談社/発行
2010.2 185p 18cm 838 円
（ 講談社+α新書 506-1C ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1658 号】

25歳からの社会人力 「会社から放り出されない
人材」になる42カ条
大塚寿/著 PHP 研究所/発行
2010.4 218p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1661 号】

近代日本におけるチベット像の形成と展開
高本康子/著 芙蓉書房出版/発行
2010.2 353p 22cm 6800 円
著者は群馬大学「アジア人財資金構想」高度専
門留学生事業担当講師【TRC 新刊案内 1658 号】

日本占領下の<上海ユダヤ人ゲットー> 「避難」
と「監視」の狭間で
関根真保/著 昭和堂/発行
2010.2 4,249,5p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1661 号】

近代の茶杓 数寄者たちの優美な手すさび
池田瓢阿/著 淡交社/発行
2010.4 255p 21cm 3600 円
著者は創造学園大学客員教授
【TRC 新刊案内 1661 号】

日本の技術と心 伝統を現代のテクノロジーに生
かす
魚森昌彦・樫野紀元/著 丸善/発行
2010.2 6,152p 19cm 1500 円
樫野氏は前橋工科大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1659 号】

財務会計理論 6訂版
橋本尚/著 同文舘出版/発行
2010.3 6,229p 21cm 2000 円
（ 基本テキスト・シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1661 号】
-9-

〔2010.4〕

日本の仏教世界を探る －茂木俊一遺稿集－
茂木俊一/著 鈴木美津子/発行
2010.3 277p 22cm 2800 円
著者は新田郡尾島町(現太田市)生まれ【受贈】

第１０回少年少女合唱団群馬県フェスティバル
(DVD)
松原眞介(群馬音楽協会会長)/音楽監督
藤岡ロータリークラブ/主催
少年少女合唱団群馬県フェスティバル実行委員
会/主管
[2010] 2 枚組
【受贈】

蕪雑組 和漢の故事・古典に学ぶ
脇屋真一/著 あさを社/発行
2009.2 245p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 3/31】

ふたりのプロムナード (CD)
福田一彦/詞･曲･歌 石曽根靖/編曲･演奏
[広瀬川美術館/発行]
[2010.2]
広瀬川をイメージした歌
福田氏・石曽根氏は前橋市在住 【上毛 3/10】

陽明学のすすめ 経営講話「抜本塞源論」
深澤賢治/著 明徳出版社/発行
2005.9 165p 20cm 1714 円
深澤氏は(株)シムックス(太田市)代表取締役会
長
【受贈】

谷地沼ざくら (CD)
下境和男/詞･曲[･発行] 沢田知佳/歌
[2010.2]
前橋市江木町の沼を題材にしたもの
下境氏・沢田氏は前橋市在住
【上毛 3/4】

陽明学のすすめ 2 人間学講話「安岡正篤・六
中観」
深澤賢治/著 明徳出版社/発行
2008.9 223p 20cm 1810 円
深澤氏は(株)シムックス(太田市)代表取締役会
長
【受贈】

ようこそ日本の学校へ (DVD)
群馬県/発行
[2010.2]
日本語･ポルトガル語･スペイン語･中国語･英語
の 5 カ国語での説明あり
【上毛 3/4】

陽明学のすすめ 3 山田方谷「擬対策」
深澤賢治/著 明徳出版社/発行
2010.2 204p 20cm 1800 円
深澤氏は(株)シムックス(太田市)代表取締役会
長
【受贈】
レストラン・ホテルの挑戦 ホスピタリティ・マ
ネジメント
折戸晴雄/編著 玉川大学出版部/発行
2010.3 127p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1661 号】

電子資料
桐生インフォメーションマガジン
(CD-ROM)
桐生地区勤労対策協議会/発行
[2010.2]

視聴覚資料
いのり INORI (CD)
本島阿佐子/歌
2010.3 2500 円
本島氏は高崎市在住

【毎日 3/28、読売 4/3】

片品村の暮らしと伝統文化 (DVD)
片品民俗研究会･片品村文化財調査委員会･片品
村教育委員会/企画制作
[片品民俗研究会/発行]
2010.3 60 分
【受贈】
群馬大学教育実践研究 第２７号 〔CD-ROM〕
[群馬大学教育学部･附属学校教育臨床総合セン
ター/発行]
2010.3
【受贈】
続・ぐんまの伝統芸能 (DVD)
群馬銀行/企画 群馬テレビ/制作
2010.1 47 分
〔2010.4〕

【受贈】
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２０１１年版
【受贈】

