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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 １１月分
No.２７６

ある文人代官の幕末日記 林鶴梁の日常
保田晴男/著 吉川弘文館/発行
2009.11 5,215p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 283 ）
【TRC 新刊案内 1641 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 12 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

伊勢崎市西・玉村町住宅明細図 広瀬川以西記載
玉村町含む 地籍版 改訂第19版 21年版
刊広社/発行
2009.11 16,354,32p 37cm 25714 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

・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。

上組北部遺跡群(うわぐみほくぶいせきぐん) 埋
蔵文化財発掘調査報告書 深沢(ふかさわ)A遺跡
・深沢B遺跡・深沢C遺跡・深沢D遺跡・深沢E遺跡
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.7 62p 写真図版 23p 30cm
【受贈】

・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。

上新田新田西遺跡(かみしんでんしんでんにしい
せき)上新田赤塚遺跡(かみしんでんあかつかいせ
き) 国道354号(玉村バイパス)地域自立活性化交
付金事業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
2009.10
57p 写真図版 27p 付図 3 枚 30cm
【受贈】

０ 総記

関東飛行場の地歴図集 東京100㎞圏の戦時飛行
場
山之内光治/作図･編集[発行]
練馬区立光が丘図書館/協力
2009.9 [69p] 26 × 37cm
館林飛行場･新田飛行場･前橋飛行場･太田飛行
場･尾島飛行場･愛国飛行場に関する記事あり
【受贈】

群馬美少女図鑑 2009 WINTER vol.４ LOVE
トロワデザイン(高崎市)/発行
2009.11 97p 21cm
【受贈】
図書館要覧 平成２１年度
邑楽町立図書館/編集･発行
2009.9 31p 30cm

【受贈】
観音堂遺跡(かんのんどういせき) 埋蔵文化財発
掘調査報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.9 78p 写真図版 35p 26cm
【受贈】

前橋市子ども読書活動推進計画 ～本との出会い
を広げ心豊かに～
前橋市子ども読書活動推進計画検討会他/編集
前橋市教育委員会･図書館/発行
2009.3 12p 30cm
【受贈】

甘楽郡下仁田町 群馬県 2009 10
ゼンリン/発行
2009.10 12,77,1p 39cm 7000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

【購入】

旧月夜野町町内遺跡(きゅうつきよのまちちょう
ないいせき)詳細分布調査報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.3 40p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教

郷土研究論文目録と論文選 第１集 群馬大学総
合情報メディアセンター図書館所蔵明治45年～昭
和25年群馬県女子師範学校の郷土研究
数理設計研究所/発行
2009.8 186p 26cm
【受贈】
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〔2009.12〕

桐生市 2009 11
ゼンリン/発行
2009.11 16,254,13p 39cm 15000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）

100歳をご機嫌で生きる力 健康生活のヒント
須藤宜/著 早稲田出版/発行
2009.10 253p 19cm 1300 円
著者は上武大学名誉教授。母フサエ氏(戦後高
崎に引き揚げ)の生き方を描いたもの
【TRC 新刊案内 1642 号】

【購入】

群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 事業概要
２８（２００９）
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.10 85p 30cm
【受贈】

福島大島遺跡(ふくしまおおしまいせき) 国道35
4号道路改築事業に係わる埋蔵文化財発掘調査報
告書第４集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.10
166p 写真図版 47p 付図 17 枚
30cm
【受贈】

群馬文化 ３００号 平成２１年１０月
群馬県地域文化研究協議会/編集･発行
2009.10 106p 21cm
【受贈、上毛 11/21】

藤塚(ふじづかいせき)遺跡発掘調査報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.2 36p 写真図版 13p 26cm
【受贈】

後閑地区遺跡群(ごかんちくいせきぐん) －農業
用道路建設に伴う発掘調査報告書－
山武考古学研究所/編集
月夜野町教育委員会/発行
2002.3 80p 写真図版 44p 30cm
【受贈】

平成温泉旅館番付
松田忠徳/著 開発社/発行
2009.10 209p 19cm 1500 円
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1642 号】

渋沢栄一人生百訓 真の成功にいたる道
渡部昇一/著 致知出版社/発行
2009.10 268p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1642 号】

三後沢C遺跡・政所膳棚遺跡(みつごさわCいせき
・まんどころぜんだないせき) 埋蔵文化財発掘
調査報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.6 22p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

下津十二原遺跡(しもづじゅうにはらいせき)
埋蔵文化財発掘調査報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.5 28p 写真図版 7p 26cm
【受贈】

みどり市［笠懸］ １ ２００９
ゼンリン/発行
2009.11 8,68,3p 39cm 7000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

たつなみ 顕彰会機関誌 第３４号
小栗上野介顕彰会(高崎市)/編集･発行
2009.11 51p 21cm
【受贈】

１１

館林ぐーるぐるマップ
竹沢幸子・松尾真澄/著
[館林市観光協会/発行]
2009 A3 判
著者は館林市観光協会臨時職員 【読売 11/18】

みどり市［大間々］ ２ ２００９
ゼンリン/発行
2009.11 8,78,2p 39cm 7000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

玉村町の地区の歴史Ⅱ 上陽地区編
度特別展
玉村町歴史資料館/発行
2009.10 7p 30cm

みどり市［東］ ３ ２００９ １１
ゼンリン/発行
2009.11 8,47p 39cm 6000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

平成２１年
【受贈】

梨の木平B遺跡・名胡桃城址(なしのきだいらBい
せき・なぐるみじょうし) 埋蔵文化財発掘調査
報告書
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2009.1 24p 写真図版 7p 26cm
【受贈】

〔2009.12〕
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【購入】
１１
【購入】

【購入】

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2009.4 191p 30cm

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２１年第４回
平成21年9月1日開会 平成21年9月30日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.11 222p 30cm
【受贈】

【受贈】

桐生市議会会議録 平成21年第3回臨時会
平成21年8月11日 平成21年第3回定例会
平成21年9月2日開会 平成21年9月25日閉会
桐生市議会事務局/発行
2009.8 53,9,369,77p 30cm
【受贈】
群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
2009 430p 30cm
群馬県歳入歳出決算書
群馬県/発行
2009.10 37p 30cm
子育て支援ノートブック
伊勢崎市/発行
2009

平成２１年
【受贈】

新型インフルエンザ発症に伴う修学旅行の対応に
ついて 状況調査報告書（含；関係資料）
全国修学旅行研究協会・関東地区公立中学校修
学旅行委員会･研究委員会/発行
2009.11 80p 30cm
【受贈】

【受贈】

共愛学園百年史 下巻
共愛学園百年史編纂委員会/編集
共愛学園/発行
2009.3 2 冊 22cm
(一)：1078p
(二)：1081 ～ 1773p

【受贈】

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会/発行
2009.10 73,65p 30cm

GAKUGEIKAN School Guide 学校法人大成学園
学芸館高等学校
学芸館高等学校(高崎市)/発行
[2008] 14p 30cm
【受贈】
行政報告 平成２０年度
群馬県/発行
2009.10 338p 30cm

平成２１年４月１日

定例市議会議案書 平成２１年第４回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2009 198p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2009 1p 30cm

【受贈】

平成２１年第４回

定例市議会議案説明資料 平成２１年第４回
（公の施設の指定管理者の指定議案関係）
前橋市/発行
2009 24p 30cm
【受贈】

平成２０年度

定例市議会議案説明資料 平成２１年第４回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2009
27p 30cm
【受贈】

【受贈】

平成２０年度

百年の歩み
富岡東高校創立百周年記念誌編集委員会/編集
群馬県立富岡東高等学校/発行
2009.11 618p 27cm
【受贈、上毛 11/14】

【受贈】

【いせさき新聞 11/6】

椎樹 ６６号
群馬県立高崎女子高等学校文芸部/発行
2009
【上毛 11/10】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２１年度
１２月補正予算説明資料（平成２１年度第４回定
例市議会）
前橋市/発行
2009 13p 30cm
【受贈】

事業概要 平成２０年度実績
西部県民局富岡保健福祉事務所/発行
2009.10 46p 30cm
【受贈】

臨時市議会議案書 平成２１年１１月
前橋市/発行
2009.11 24p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２１年版 平成２０年度事業実績
群馬県中央児童相談所・群馬県西部児童相談所
・群馬県東部児童相談所/発行
2009.10 67p 30cm

臨時市議会議案説明資料
（条例関係）
前橋市/発行
2009.11 9p 30cm

【受贈】
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平成２１年１１月

〔2009.12〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

ANALYTIC SOLUTION
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター/発行
2009 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

足尾鉱毒事件・秩父事件への旅路
仲井正和/著 まつやま書房/発行
2009.10 257p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1644 号】

インフルエンザから生活を守る ヘルスケアハン
ドブック
佐藤万成/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.11 78p 21cm 600 円
【TRC 新刊案内 1645 号、上毛 11/24】

家庭で簡単につくれるおいしい健康料理特選５０
漬物処たむらやの
高橋澄江・田端文枝/編集
たむらや(前橋市)/発行
2009.8 120p 30cm
【受贈】

群臨衛技会誌 通巻第４８巻第３号（２００９年）
群馬県臨床衛生検査技師会/発行
2009.10 66,12,31p 30cm
【受贈】
子どものホームケアの基礎
ージ
群馬県/発行
2009 44p 30cm

小児科からのメッセ
【受贈】

[新型インフルエンザ] リーフレット
群馬県/発行
2009
外国人･視覚障害者対象。ポルトガル語･スペイ
ン語･英語･中国語･韓国語版あり 【日経 11/11】
老人・後期高齢者医療事業状況
群馬県/発行
2009 12p 30cm

平成２０年度
【受贈】

和算の事典
佐藤健一/監修 山司勝紀・西田知己/編集
朝倉書店/発行
2009.11 7,532p 22cm 14000 円
関孝和に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1645 号】

〔2009.12〕
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簡易専用水道の衛生管理 あなたの飲み水は安全
ですか？
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター/発行
2009 [6p] 30cm
【受贈】

6 産業
尾瀬の郷片品 尾瀬ブランド
片品村尾瀬ブランド委員会/発行
2009 二つ折り 30 × 42cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
安全登山マップ
下仁田署/発行
[2009.10] A4 判
妙義山と荒船山とがあり

【受贈】

業務報告 平成２０年度（２００８）
群馬県林業試験場/発行
2009.9 92p 30cm

【受贈】

研究報告 第１４号
群馬県林業試験場/発行
2009.4 52p 30cm

【受贈】

[絵ハガキのこと]
[渋川市/発行]
2009
スタンプラリー｢夢二ストーリィ散策｣の物語の
冊子
【朝日 11/25】
企画展 第８７回 よろいとかぶと
冑勢ぞろい－
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2009.10 72p 30cm

高大地域連携「地域活性化のための近代化産業遺
産活用ワークショップ」活動報告書
群馬県立高崎工業高等学校土木科課題研究まち
づくり班/編集・発行
前橋工科大学社会環境工学科地域･交通計画研
究室・富岡市都市計画課世界遺産まちづくり担
当/協力
2009.11 62p 30cm
【受贈】

－上州の甲
【受贈】

手づくり布の絵本全国コンクール 第６回
布の絵本実行委員会(桐生市)/発行
[2009.12] [22p] 30cm
【受贈】
日本画★大冒険 METAⅡ 2009 in Takasaki
高崎市タワー美術館/編集･発行
2009.8 折りたたみ 30 × 74cm
【受贈】

交通事故相談の概要 Ｈ２０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
2009.5 9p 30cm
【受贈】

パウダースノーエリアワンダーランド片品
'１０冬の片品村観光案内
片品村観光協会・片品村むらづくり観光課
/発行
[2009] 21p 30cm
【受贈】

写真で見るるなぱあくの歴史
特定非営利活動法人まやはし(前橋市)/編著･発
行
2009.11 45p 21cm
【受贈】
上州大笹村 宿場と関所
美才治勤/著･発行
2009 399p 26cm
著者は嬬恋村在住

【上毛 11/2】

発明想像画コンクール作品集 第５回
群馬大学工学部広報室/編集･発行
2009.11 142p 30cm
【受贈】

【受贈】

果てしなきサーカスの旅 国際サーカス村物語
西田敬一/著 現代書館/発行
2009.11 222p 20cm 1900 円
国際サーカス村はみどり市東町にあり
【TRC 新刊案内 1645 号】

特用林産物生産・流通の実態 平成２１年版
（２００９年）
群馬県環境森林部林業振興課/発行
2009 40p 30cm
【受贈】

100様の美術 造型の理由
岡田俊大/編集･発行 国際文化進社/発行
2009.6 236p 30cm 3800 円
板橋千鶴子氏(群馬県生まれ)の作品収録【受贈】

日本の天然記念物 樹木280選 全国・名木を巡
る旅
石山昭夫/撮影･編集 石山造園株式会社/発行
2008.11 284p 31cm
｢薄根の大クワ｣沼田市･｢永明寺のキンモクイ｣
邑楽町･｢華蔵寺のキンモクセイ｣伊勢崎市･｢三
波川(サクラ)｣藤岡市･｢原町の大ケヤキ｣東吾妻
町･｢榛名神社の矢立スギ｣高崎市･｢横室の大カ
ヤ｣富士見村･｢安中原市のスギ並木｣安中市に関
する記事あり
【受贈】

平成群馬の名宝
平成群馬の名宝展制作会議/編集
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2009.4 103p 30cm

【受贈】

みどり市地域文化財総合整備計画報告書
平成２０年度
みどり市教育委員会/発行
2009.3 95p 30cm
【受贈】
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〔2009.12〕

小中学生のための大手拓次詩集
大手拓次研究会(安中市)/発行
[2009.11]

8 語学

【上毛 11/28】

月に吠える
萩原朔太郎/著 SDP/発行
2009.11 219p 15cm 429 円
（ SDP Bunko ）
【TRC 新刊案内 1643 号】

9 文学

トランペット 句集
宮野栄/著 ふらんす堂/発行
2009.11 201p 20cm 2476 円
著者は藤岡市生まれ

Fの記憶
吉永南央/著 角川書店/発行
2009.10 219p 20cm 1500 円
著者は群馬県立女子大学文学部美学美術史学科
卒業
【TRC 新刊案内 1643 号】

名無村 品田まさを句集
品田まさを/著 ひろせ川俳句集/発行
2009.9 183p 22cm
著者は伊勢崎市生まれ
【受贈】

おとなのピアノの本 おとなのピアノ講座とウィ
ーンのエッセイ
伊藤久美子・伊藤正/著
ヴィエナピアノ教室/発行
2009.11 159p 21cm 1200 円
伊藤久美子氏は前橋市在住
伊藤正氏は前橋市生まれ
【受贈】
笠懸進馬(かさかけしんば)
下山和英/著･発行
[2009.11]
著者はみどり市在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２５
いけ!少年忍者の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.11 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1643 号】
花ふる夕暮 詩集
曽根ヨシ/著 ノイエス朝日/発行
2009.10 77p 22cm 2000 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/5･8】

【桐生ﾀｲﾑｽ 11/13】

風のふるさと 歌集
臼井清子/著 地表短歌社/発行
2009.11 183p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/19】

花水木 歌集
本多サカ/著 けやき書房/発行
2009.10 178p 19cm
著者は前橋市在住

喜寿片々 句集
飯島てる子/著 あさを社/発行
2009.10 203p 20cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 11/30】

〔2009.12〕

【受贈】

妙義の峯に 妙義・磯部文学紀行
群馬県立土屋文明記念文学館/編集・発行
[2009.11] 1800 円
【上毛 11/10】

キャメルン人魚に恋をする
空羽ファティマ/作 海扉アラジン/切り絵
ひくまの出版/発行
2009.11 [56p] 22 × 31cm 2600 円
付属資料：録音ディスク(1 枚 12cm)
（ ラクダのキャメルンシリーズ ）
空羽氏は高崎市生まれ
海扉氏は高崎市在住
【上毛 11/28、TRC 新刊案内 1648 号】
月光進馬
下山和英/著･発行
[2009.11]
著者はみどり市在住

【受贈】

幸村大軍略記 1 昌幸の謀殺
百目鬼涼一郎/著 学研パブリッシング/発行
2009.11 236p 18cm 933 円
（ 歴史群像新書 295-1 ）
【TRC 新刊案内 1642 号】
ラッキーラッキー♪
上原絵奈/著 文芸社/発行
[2009.11] 28p A5 判
著者は安中市生まれ

【上毛 11/26】

りんごひろいきょうそう
宮川ひろ/作 鈴木まもる/絵 小峰書店/発行
2009.11 62p 22cm 1100 円
（ おはなしだいすき ）
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1644 号】

【桐生ﾀｲﾑｽ 11/13】
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メッテルニヒ Metternich 危機と混迷を乗り切
った保守政治家
塚本哲也/著 文藝春秋/発行
2009.11 411p 22cm 3000 円
著者は館林市生まれ
【TRC 新刊案内 1644 号、朝日 11/21、読売 12/13】

県関係者の一般著作
安穏の思想史 親鸞・救済への希求
市川浩史/著 法藏館/発行
2009.11 6,193p 22cm 3800 円
著者は群馬県立女子大学文学部国文学科教授
【TRC 新刊案内 1642 号】
がん検診は誤解だらけ 何を選んでどう受ける
斎藤博/著 日本放送出版協会/発行
2009.11 205p 18cm 700 円
（ 生活人新書 306 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1644 号】

視聴覚資料

この子がなぜ障害者なの 成人発達障害者の就労
をめぐって 『育つ環境』と『働く環境』の間の
ギャップ
西村晉二/著 大成学園/発行
2009.6 210p 19cm 1800 円
著者は学芸館高等学校(高崎市)スクールカウン
セラー
【受贈】
士業再生 士業が変われば、日本が変わる。
反町勝夫/著
ダイヤモンド・ビジネス企画/発行
2009.10 309p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1643 号】

[群馬県立富岡東高等学校校歌]
群馬県立富岡東高等学校/発
[2009.11]
1000 円

(CD)

子どもの救急ってどんなとき？
ムケアの基礎～ (DVD)
群馬県医務課/発行
2009 55 分

～子どものホー

子どもの救急ってどんなとき？
ムケアの基礎～ (ビデオ)
群馬県医務課/発行
2009 55 分

～子どものホー

【上毛 11/14】

【受贈】

【受贈】

水の旅路：板東太郎物語 第二章 (DVD)
関東建設弘済会/企画[･発行]
群馬テレビエンタープライズ/制作
2009.10 169 分
【受贈】

他人と暮らす若者たち
久保田裕之/著 集英社/発行
2009.11 203p 18cm 700 円
（ 集英社新書 0518 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1645 号】
teteria流お茶の本
大西進/著 講談社/発行
2009.10 80p 21cm 1400 円
（ 講談社のお料理 BOOK ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1643 号】

電子資料

ネイティブアメリカンの美味しい生活 心と体が
よろこぶ!
塩浦信太郎/著 PHP 研究所/発行
2009.11 143p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1644 号】
福祉の心と形 福祉先進国・北欧四カ国の大使と
日本の福祉の第一人者に聞く、最新の福祉事情
相沢英之/著 かまくら春秋社/発行
2009.11 157p 22cm 2000 円
著者は東京福祉大学学長
【受贈】
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〔2009.12〕

〔2009.12〕
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