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２０１０年 ２月分
No.２７９

板垣信方(形)の家族とその子孫
三田村孝/著･発行
[2009.11] 202p 30cm
板垣駿河守信形之墓・伊勢崎板垣一族に関する
記述あり
【受贈】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 3 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

大川清歴史考古学選集
大川清/著 大川清先生著作集刊行会/編
六一書房/発行
2009.12 10,298p 27cm 5000 円
｢上野国分寺文字瓦人名小考｣収録
【TRC 新刊案内 1653 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。
・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。

大隈重信関係文書 6 さの-すわ
早稲田大学大学史資料センター/編
みすず書房/発行
2010.1 34,384p 22cm 10000 円
渋沢栄一に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1655 号】

・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。

上郷Ａ遺跡(かみごうえーいせき)(２)
八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書第３２集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.10 153p 写真図版 43p 30cm 【受贈】

群馬美少女図鑑 2010 SPRING vol.５ CINEMA
トロワデザイン(高崎市)/発行
2010.2 79p 21cm
【受贈】

上郷岡原遺跡(かみごうおかのはらいせき)(３)
八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書第３１集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.10 297p 写真図版 125p 付図 5 枚
30cm
【受贈】

ふるさと発見 新聞社の本２０１０出版目録
北海道から沖縄まで全国の新聞社の本３３４５点
総カタログ
全国新聞社出版協議会事務局/編集
全国新聞社出版協議会/発行
2010.2 260p 21cm 200 円
上毛新聞社の出版目録あり
【受贈】

King of Rock Band BO Ø WY 解散から22年未だ色
褪せない8BeatのRock'n Roll再び…
アイピーコーポレーション/発行
2010.3 97p 26cm 1143 円
（ MS ムック ）
BOØWY の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松は高
崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1654 号】

０ 総記

昭和を生きて
田村定枝/著 生涯学習研究社/発行
[2010.2] 187p 四六判
田村茂氏(藤岡市在住)シベリア抑留体験記収録
著者は藤岡市在住
【上毛 2/24】

1 哲学･宗教

総理の娘 知られざる権力者の素顔
岩見隆夫/著 原書房/発行
2010.2 309p 20cm 1900 円
福田赳夫氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1657 号】
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〔2010.3〕

｢高崎藩日記｣釈文集
高崎古文書の会(高崎市)/発行
[2010.1] 107p A5 判
全 9 巻の中の 1 巻と 2 巻を収録
みどり市の歴史を遺跡からしらべる
蔵文化財移動展ガイドブック
みどり市教育委員会/編集･発行
2009.12 [14p] 30cm

群馬県移動人口調査結果（年報）平成２１年
群馬県企画部統計課/編集･発行
2010.1 53p 30cm
【受贈】
【上毛 2/18】
群馬県会社要覧 ２０１０年版
群馬経済研究所/発行
2010.2 270p 21cm

みどり市埋
【受贈】

【受贈】

群馬県税務統計 平成２１年度版（平成２０年度）
群馬県総務部税務課/発行
2010 123p 30cm
【受贈】

るるぶ草津伊香保四万軽井沢 '10～'11
JTB パブリッシング/発行
2010.2 125p 26cm 819 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1654 号】

群馬県男女共同参画年次報告書
績報告
群馬県/発行
2009.12 73p 30cm

るるぶ特別編集 ようこそ！前橋赤城山
JTB パブリッシング/編集 [前橋市/発行]
[2010.1] 20p AB 判 【上毛 2/4、産経 2/6】

平成２０年度実
【受贈】

群馬大学地域貢献事業概要 地域と共に歩む大学
を目指して 平成２１年度
群馬大学地域連携推進室/発行
2010 57p 30cm
【受贈】
ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書
平成２１年度
群馬県企画部統計課/発行
2010.1 88p 30cm
【受贈】

3 社会科学
吾妻高校９０年史
吾妻高校創立９０周年記念事業実行委員会記念
誌部会/編集 群馬県立吾妻高等学校/発行
2009.10 162p 30cm
【受贈】

渋川市統計書 平成２１年版
渋川市企画部広報情報課/編集
2010.1 144p 30cm

あゆみ ６３号（平成２１年）
吾妻郡連合婦人会/発行
2010.2 195p 21cm

[障害者の就労を支援するためのリーフレット]
前橋市地域自立支援協議会・就労支援部会/発
行
[2010.1]
【上毛 2/3】
テーマごとに 10 種類あり

【受贈】

育英短期大学研究紀要 第２７号
図書･紀要委員会/編集 育英短期大学/発行
2010.2 86p 26cm
【受贈】

職Naviぐんま 求職者のためのハンドブック
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2010.2 77p 21cm
【受贈、読売 2/10、桐生ﾀｲﾑｽ 2/15、日経 2/17】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２１年第５回
平成２１年１１月３０日開会 平成２１年１２月
１６日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2010.2 169p 30cm
【受贈】

政治団体の収支報告書 要旨 平成２１年９月２
５日 群馬県選挙管理委員会告示 第８８号別冊
群馬県選挙管理委員会/発行
2009.9 228p 30cm
【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）
平成２１年度
群馬県企画部統計課/発行
2010.1 12p 30cm
【受贈】

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
2009.12 77p 26cm
【受贈】

桐生市議会会議録 平成２１年第４回定例会
平成２１年１１月３０日開会 平成２１年１２月
１７日閉会
桐生市議会事務局/発行
2009.11 315,54p 30cm
【受贈】

〔2010.3〕

渋川市/発行
【受贈】

高崎商科大学紀要 第２４号（２００９年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2009.12 266p 30cm
【受贈】
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地方教育費調査結果速報 地方教育費調査－平成
２０会計年度－ 知事部局における生涯学習関連
費調査 教育行政調査－平成21年5月1日現在－
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2010.1 59p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
[粕川流域ネットワークリーフレット]
粕川流域ネットワーク/発行
[2010.2] [折りたたみ] Ａ４判 【上毛 2/10】

年表・資料 講談社の１００年
講談社社史編纂室/編集 講談社/発行
2010.1 455p 26cm
講談社創業者初代社長･野間清治氏は山田郡新
宿村(現桐生市)生まれ
【受贈】

桐生市の環境 平成２１年度版 平成２０年度実
績報告
桐生市市民生活部生活環境課/発行
2010.1 56,62p 30cm
【受贈】
群馬県立産業技術センター研究報告
群馬県立産業技術センター/発行
2009.11 77p 30cm

物語 講談社の１００年
講談社社史編纂室/編集 講談社/発行
2010.1 10 分冊 21cm
第 1 巻：草創 280p 第 2 巻：発展 265p
第 3 巻：再生 336p 第 4 巻：拡大 351p
第 5 巻：躍進 315p 第 6 巻：伸張 297p
第 7 巻：展開 336p 第 8 巻：安定 317p
第 9 巻：充実 301p 第 10 巻：飛躍 335p
講談社創業者初代社長･野間清治氏は山田郡新
宿村(現桐生市)生まれ
【受贈】
『私』のいる学級通信
勅使河原賢/著 文芸社/発行
[2010.1]
1500 円
著者は前橋市在住

平成20年度
【受贈】

6 産業
ポケット関東農林水産統計
関東農政局統計部/発行
2009.12 170p 19cm

【朝日 2/3】

平成２１年版

民有林林道事業の概要 平成２１年度
群馬県環境森林部林政課/発行
2010 107p 30cm

ワタクシフクシ
大泉保育福祉専門学校(大泉町)/発行
[2010.1]
【viva!amigo 2/5】

【受贈】

【受贈】

両毛産業遺産研究会15周年記念誌
両毛産業遺産研究会(桐生市)/編集･発行
2010.2 96p 30cm
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 2/26、上毛 2/27】

4 自然科学
群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2010.2 48p 30cm

平成２１年（2009年）
【受贈】

なずな 昭和３７年～平成１８年
なずな会(元沼田女子高等学校生物部)/発行
2009.10 425p 27cm
【受贈】
フィールド・バイオロジスト １８巻１号
（２００９年８月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2009.8 31p 26cm
【受贈】
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〔2010.3〕

中学生の「税についての作文」 入選作品と応募
者全員の氏名 平成２１年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
2009 63p 30cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
風の詩 かけがえのない毎日
星野富弘/著 舘内端/問いかけ人
学研パブリッシング/発行
2010.2 96p 26cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1657 号】
六合かるた
六合かるた作成委員会・六合村教育委員会/制
作 [六合村教育委員会/発行]
2010.1
付属資料：六合かるた解説冊子
【受贈、上毛 1/26】

9 文学
遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌
高崎市文化協会群馬支部/発行
2010.2 186p 21cm

COMICリュウ
徳間書店/発行
背景のほとんどが渋川市周辺の｢ねこむすめ道
草日記｣いけ/著連載中
いけ氏は渋川市生まれ
【上毛 2/27】

【受贈】

緒環～おだまき～ 未来へ紡ぐ、俳句の心
俳句アンソロジー
美研インターナショナル/発行
2010.1 165p 20cm 1500 円
堤良江氏(群馬県在住)の作品収録
【受贈】

神道関係文化財報告書 〔東日本編〕
｢神社祭礼に見るモノと心｣グループ/制作編集
國學院大學研究開発推進機構伝統文化リサーチ
センター/発行
2010.2 234p 30cm
群馬県の神道関係文化財一覧あり
【受贈】

おり鶴 句集
髙田多加江/著･発行
2007.4 200p 19cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

片岡の谷 歌集
三輪武士/著 一莖書房/発行
2010.2 199p 20cm 2375 円
著者は佐波郡玉村町在住 【受贈、上毛 2/25】

バドミントンを知る本
岸一弘/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.2 63p 21cm 762 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット ２ ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1657 号】

寒椿 歌集
三俣喜久枝/著 地表短歌社/発行
[2010.1] 199p 菊判
著者は学文館(高崎市)名誉理事長 【上毛 2/2】
教室の亡霊
内田康夫/著 中央公論新社/発行
2010.2 382p 20cm 1700 円
作品の舞台として群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1656 号】

8 語学
おもいやり 第２９回全国中学生人権作文コンテ
スト群馬県大会入賞作文集 平成２１年度小学生
人権の花運動写真集
前橋地方法務局・群馬県人権擁護委員連合会
/発行
[2010.1] 66p 21cm
【受贈】

さくらの下のさくらのクラス
宮川ひろ/作 ふりやかよこ/絵 岩崎書店/発行
2010.2 123p 22cm 1200 円
（ おはなしガーデン 24 ）
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1647 号】
立松和平全小説 第1巻 青春の輝き
立松和平/著 黒古一夫/編 勉誠出版/発行
2010.1 377p 22cm 4500 円
黒古氏は群馬県生まれ
【週刊読書人 2/19】

群馬県中学生の税についての作文入選作品集
平成２１年度
群馬県納税貯蓄組合連合会/発行
2009 62p 30cm
【受贈】

〔2010.3〕

第４２号

-4-

ともに生きる 難病療養者とその家族の手記 ３
群馬県難病相談支援センター/発行
2010.1 103p 21cm
【受贈】

淵

夏雲
能島龍三/著 新日本出版社/発行
2010.2 286p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1657 号】

文学の中の桐生
桐生文芸研究会/編著･発行
2010.1 79p 26cm
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 2/13】

ナナのたんぽぽカーニバル
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2010.2 126p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 23 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1657 号】

満州従軍・シベリア虜囚記
平山保郎/著･発行
[2010.1] 70p B5 判
著者は桐生市在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 28
ヒゲモジャのわるだくみの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.2 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1657 号】

昔の子たあちゃん
ぬまたたくみ/著 文芸社/発行
2007.10 320p 19cm 1400 円
群馬に関する記事あり

白寿の母 句集
渡辺たま女/著 文學の森/発行
2010.1 187p 20cm 2476 円
（ 女性俳人精華５０ ）
著者は太田市在住
【受贈、上毛 2/25】
白道 歌集
大槻正好/著･発行
2009.11 175p 22cm
著者は太田市在住

短歌同人誌 第１８３号
淵の会/発行
2010.1 40p 21cm
｢平和の小路｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

【上毛 2/20】

【受贈】

県関係者の一般著作
江戸商家・商人名データ総覧 第2巻 う(ういろ
う)～お(恩田屋)
田中康雄/編 柊風舎/発行
2010.2 587p 23cm 28000 円
田中氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1656 号】

【受贈】

母娘草
大沢雪江･金井通江/著 金井通江/発行
[2010.1] 277p 四六判
大沢氏は高崎市生まれ
金井氏は伊勢崎市在住
【上毛 2/21】

教えること育てること 校長先生の考える家庭教
育のカタチ
齋藤辰雄/著
角川学芸出版角川出版企画センター/発行
2010.1 237p 19cm 1300 円
著者は富岡市在住
【TRC 新刊案内 1655 号、上毛 2/22、毎日 2/24】

万象～ばんしょう～ 俳句に託す、日本の心
俳句アンソロジー
美研インターナショナル/編集・発行
2010.2 165p 20cm 1500 円
小林千賀氏(群馬県在住)の作品収録 【受贈】

子育てのい･ろ･は
川島孝一/著 文芸社/発行
2010.1 228p 19cm 1400 円
著者は前橋市生まれ

百年の百合
堤美代/著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
2010.1 63p 22cm 2000 円
著者は高崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1657 号、上毛 3/4】

【受贈】

「じぶん時間」のつくりかた
中山庸子/著 中経出版/発行
2010.2 222p 15cm 533 円
（ 中経の文庫 な-4-3 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1654 号】

風紋 石川啄木『一握の砂』出版一〇〇周年記念
作品集
美研インターナショナル/編・発行
2010.2 219p 20cm 1300 円
関勇三氏・横山志げ氏・関まち子氏・瀧田茂子
氏・星野潤子氏(群馬県生まれ)、秋山明氏(群
馬県在住)の作品収録
【受贈】
-5-

〔2010.3〕

社会福祉行政論 行政・財政・福祉計画
宇山勝儀・船水浩行/編著
ミネルヴァ書房/発行
2010.1 12,285p 21cm 2800 円
宇山氏は群馬社会福祉大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1656 号】

モバイル・コンピューティング mobile computi
ng iPhoneとAndroidが目指す未来とは
小林雅一/著 PHP 研究所/発行
2010.2 238p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1656 号】
論語と算盤 現代語訳
渋沢栄一/著 守屋淳/訳 筑摩書房/発行
2010.2 249p 18cm 760 円
（ ちくま新書 827 ）
【TRC 新刊案内 1656 号】

社会福祉調査 企画・実施の基礎知識とコツ
斎藤嘉孝/著 新曜社/発行
2010.1 13,220,10p 19cm 2200 円
（ ワードマップ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1654 号】

わたしが国家について語るなら
松本健一/著 ポプラ社葉
2010.2 252p 20cm 1300 円
（ 未来のおとなへ語る ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1657 号】

小規模デイサービスをはじめよう! アットホー
ムな介護サービスの立ち上げマニュアル
田中元/著 ぱる出版/発行
2010.2 239p 21cm 2500 円
（ new health care management ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1655 号】
先手健康暮らし ヒントがいっぱい!自分でつく
る豊かな定年後
小内亨/著 旬報社/発行
2010.2 127p 21cm 1300 円
（ 60 歳からのスローライフ ）
著者はおない内科クリニック(伊勢崎市)院長
【TRC 新刊案内 1654 号、viva!amigo 2/5】

視聴覚資料
[高崎のご当地ソング] (CD)
[高崎中央銀座商店街/発行]
2010.2 4 曲 1000 円
｢元気です！中央ぎんざお帰りなさい中央銀座｣
(市川たつこ/詞 拓野正行/曲･歌) ｢高崎★パ
スタマン｣他収録
市川氏・拓野氏は前橋市在住
【読売 2/16】

茶室手づくりハンドブック はじめての茶の湯空
間
岡本浩一・飯島照仁/著 淡交社/発行
2010.2 157p 21cm 1800 円
飯島氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1655 号】
地理思想と地理教育論
山口幸男/著 学文社/発行
2009.12 5,168p 22cm 2000 円
著者は群馬大学教育学部教授

ＤＶＤ 講談社の１００年 (DVD)
講談社写真部/制作 講談社/発行
2010.1 約 50 分
講談社創業者初代社長･野間清治氏は山田郡新
宿村(現桐生市)生まれ
【受贈】

【受贈】

日本神話の神々 そのルーツとご利益 新装版
戸部民夫/著 三修社/発行
2010.2 303p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1654 号】

電子資料

日本中世の社会構成・階級と身分
峰岸純夫/著 校倉書房/発行
2010.1 392p 22cm 10000 円
（ 歴史科学叢書 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1656 号】

群馬県の気象・地震概況
(CD-ROM)
前橋地方気象台/発行
2010.2 48p 30cm

はじめての洋ランの育て方 咲かせ方がよくわか
る
岡田弘/著 主婦の友社/発行
2010.2 159p 24cm 1300 円
（ 主婦の友αブックス ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1654 号】
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