群

馬

の

伊勢崎市文化財ハンドブック
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2009.7 159p 18cm [300 円]【 受贈、産経 9/12】

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ９月分
No.２７４

江戸の教育力
高橋敏/著 筑摩書房/発行
2007.12 206p 18cm 680 円
（ ちくま新書 692 ）
｢九十九庵(つくもあん)｣(現前橋市富士見町)
｢松声堂｣(桐生市)に関する記述あり
【朝日 9/15、購入】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 10 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
・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。

かたりべ Ⅲ
竹田賢一/著･発行
2009.9 72p 26cm
著者は桐生市在住

・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。

【受贈】

ぐんまの源泉一軒宿
小暮淳/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.9 123p 21cm 953 円
【TRC 新刊案内 1637 号、上毛 10/7】

・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。

０ 総記

史蹟めぐり 五十年の歩み 上巻
吾妻郡郷土文化研究会/発行
2009.9 314p 30cm

【受贈】

史蹟めぐり 五十年の歩み 下巻
吾妻郡郷土文化研究会/発行
2009.9 279p 30cm

【受贈】

初代コロムビア・ローズ物語 人生は歌とともに
桑原高良/編･著 上毛新聞社/発行
2009.9 151p 19cm 953 円
初代コロムビア・ローズは群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1636 号】
“戦国BASARA”武将巡礼 Vol.2
真田幸村
JTB パブリッシング/発行
2009.10 111p 21cm 1200 円
沼田に関する記述あり【TRC 新刊案内 1634 号】

1 哲学･宗教

ちょんまげ時代の高崎
堤克政/著 あさを社/発行
2009.7 131p 27cm 1800 円
著者は高崎市在住 【受贈、上毛 9/1、読売 9/14】
とねぬまっぷ [21年度版] 観光パンフレット
利根商業高校商研・パソコン部/発行
2009 A3 判
【上毛 9/12】

2 歴史･伝記･地理
ある豊饒の兄弟
堀越和雄/著･発行
2009.10 130p 20cm
著者は前橋市在住

武蔵七党丹党上州栃原氏五百年の歴史
栃原重文/著･発行
2009.9 241p 22cm

【受贈】
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補訂新版
【受贈】

〔2009.10〕

定例市議会議案説明資料 平成２１年第３回
（第2次送付分）（議案第127号関係）
前橋市/発行
2009 2p 30cm
【受贈】

3 社会科学
教育便覧 平成２１年度
群馬県教育委員会/発行
2009.9 81p 21cm

【受贈】

前橋市各会計決算及び基金運用状況調書審査意見
書 平成２０年度
前橋市/発行
2009.8 158p 30cm
【受贈】

桐婦のあゆみ №５０（２００９）
桐生市婦人団体連絡協議会文化広報部/編集
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2009.7 114p 26cm
【受贈】

前橋市各会計決算市長説明
前橋市/発行
2009 18p 30cm

群馬県統計年鑑 第５５回（平成２１年刊行）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2009.9 294p 31cm
【受贈】
市税の概要 平成２１年度
前橋市財務部・健康部/編集
前橋市財務部/発行
2009.9 73p 30cm

【受贈】

社会イノベータ
飯盛義徳/著 慶應義塾大学出版会/発行
2009.8 7,160p 21cm 2000 円
（ ケース・ブック 4 ）
桐生地域情報ネットワークについての記事あり
【TRC 新刊案内 1633 号】
地域政策研究 第１２巻第２号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2009.9 60p 26cm

【受贈】

定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2009 4p 30cm

平成２１年第３回
【受贈】

定例市議会議案書
（第３次送付分）
前橋市/発行
2009 6p 30cm

平成２１年第３回

前橋市各会計決算書 平成２０年度
前橋市/発行
2009 594p 30cm

【受贈】

前橋市各会計決算の大要
前橋市/発行
2009.9 204p 30cm

【受贈】

平成２０年度

前橋市健全化判断比率等の審査意見書
年度
前橋市監査委員/発行
2009 6p 30cm
前橋の保健福祉 平成２１年作成
前橋市福祉部・健康部/発行
2009 139p 30cm

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２１年第３回
（第1次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2009 12p 30cm
【受贈】

〔2009.10〕

【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成21年度
９月補正予算説明資料（平成21年度第３回定例市
議会）
前橋市/発行
2009 11p 30cm
【受贈】

【受贈】

定例市議会議案書 平成２１年第３回
（第1次送付分）
前橋市/発行
2009 191p 30cm

平成２０年度
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平成２０
【受贈】

【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

関東病院情報 2009年版東京・埼玉・群馬
医事日報/発行
2009.8 635p 26cm 15000 円
【TRC 新刊案内 1634 号】

伊勢崎市洪水ハザードマップ
伊勢崎市/発行
2009 折りたたみ 118 × 84cm

【上毛 9/12】

古絵葉書でみる日本の城
西ケ谷恭弘/監修 後藤仁公/編
東京堂出版/発行
2009.10 8,276p 図版 16p 27cm 9500 円
高崎城・前橋城に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1635 号】

栗生楽泉園入所者証言集 上
谺雄二・福岡安則・黒坂愛衣/編
栗生楽泉園入園者自治会(草津町)/発行
2009.8 3,474p 22cm 5000 円
【受贈、TRC 新刊案内 1633 号、
上毛 9/3、読売 9/3、朝日 10/7】

上州の重要民家をたずねる 東毛編
群馬県文化財研究会/編 あさを社/発行
2009.9 198p 26cm 2100 円
【上毛 9/24、viva.amigo10/2】

栗生楽泉園入所者証言集 中
谺雄二・福岡安則・黒坂愛衣/編
栗生楽泉園入園者自治会(草津町)/発行
2009.8 446p 22cm 5000 円
【受贈、TRC 新刊案内 1633 号、
上毛 9/3、読売 9/3、朝日 10/7】

スバル360大全 SUBARU 360 COMPLETE BOOK
芸文社/発行
2009.10 226p 26cm 2381 円
（ GEIBUN MOOKS No.654 ）
【TRC 新刊案内 1635 号】

栗生楽泉園入所者証言集 下
谺雄二・福岡安則・黒坂愛衣/編
栗生楽泉園入園者自治会(草津町)/発行
2009.8 477p 22cm 5000 円
【受贈、TRC 新刊案内 1633 号、
上毛 9/3、読売 9/3、朝日 10/7】

製造業をめぐるバスツアー
群馬県若者就職支援センター(ジョブカフェぐ
んま)/発行
2009 49p A5 判
【日経 9/5】

群馬医学 第９０号 平成２０年度群馬県医学会
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2009.8 199p 26cm
【受贈】
ぐんまの大地 生いたちをたずねて
「ぐんまの大地」編集委員会/編集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.8 206p 19cm 1429 円
【TRC 新刊案内 1633 号】

6 産業
神様の木に会いに行く 神秘の巨樹・巨木・ご神
木の聖地巡礼
高橋弘/著 東京地図出版/発行
2009.9 125p 24cm 1600 円
群馬県内の巨樹･巨木に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1633 号】

[新型インフルエンザに注意しましょう 家庭保
存版リーフレット]
群馬県保健予防課/発行
[2009.9] 2p タブロイド判
【桐生ﾀｲﾑｽ 9/28･10/1、上毛 9/30】
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〔2009.10〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

押し花 美の追究 吉田美津子33年の押し花美術
作品集
吉田美津子/著 日本ヴォーグ社/発行
2009.2 63p 31cm 2800 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 9/15、毎日 10/10】
群馬県立近代美術館研究紀要 第５号
群馬県立近代美術館/編集･発行
2009.3 74p 30cm

絲的メイソウ
絲山秋子/著 講談社/発行
2009.9 185p 15cm 524 円
（ 講談社文庫 い 113-3 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1636 号】
かえるのどびん
野村たかあき/作･絵 教育画劇/発行
2009.9 [32p] 19 × 24cm 1100 円
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1634 号】

【受贈】

群馬の美術1941－2009 ジュニアガイド
群馬県立近代美術館/編集･発行
2009 四つ折り 42 × 30cm
【受贈】
俳句で歯育(はいく)カルタ
群馬県歯科衛生士会/発行
2009.3 [90 枚]

【受贈、上毛 9/12】

夢二のデザイン 和文具と装幀
竹久夢二/著 芸艸堂/発行
2009.9 86p 24 × 24cm 2800 円
（ 近代図案コレクション ）
【TRC 新刊案内 1636 号】

風のひろば 第二集
田島儀一/著･発行
2007.1 70p 21cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

風のひろば 第三集
田島儀一/著･発行
2009.8 114p 22cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

漢詩集（壱）
鎌田忠治/著･発行
2009
著者は北群馬郡榛東村在住

【上毛 9/16】

看守眼
横山秀夫/著 新潮社/発行
2009.9 343p 16cm 514 円
（ 新潮文庫 よ-28-2 ）
著者は群馬県在住
【TRC 新刊案内 1633 号】

8 語学

螻蛄の才 句集
小川さらさら/著 あさを社/発行
2009.10 199p 22cm
著者は前橋市在住

【受贈】

古美術商｢古美(ふるび)｣
峯岸英子/著･発行
2009.2 35p 22cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

坂口安吾・人生ギリギリの言葉
長尾剛/編著 PHP 研究所/発行
2009.9 251p 19cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1636 号】
｢多喜二奪還事件｣の文学的前提 －群馬プロレタ
リア文学の発見とその展開－
長谷田直之/編集･解説
伊勢崎・多喜二祭実行委員会/発行
2009.9 93p 30cm 1000 円 【受贈、上毛 9/10】

〔2009.10〕
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チャレンジミッケ! 6 こわーいよる こわくて
たのしいかくれんぼ絵本
ウォルター・ウィック/作 糸井重里/訳
小学館/発行
2009.8 [28p] 26 × 26cm 1360 円
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1633 号】
童話研究 第２１号
群馬童話研究会/編集･発行
2009.6 77p 26cm

県関係者の一般著作
江戸の隠密・御庭番
清水昇/著 河出書房新社/発行
2009.9 253p 19cm 1600 円
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1637 号】
親子兄弟会社の組織再編の実務
金子登志雄/著 中央経済社/発行
2009.9 2,18,375p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1637 号】

【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２３
金魚大じけんの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.9 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1635 号】

学校事故知っておきたい!養護教諭の対応と法的
責任
入澤充/著 時潮社/発行
2009.9 126p 30cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1634 号】

ネットオークション初心者売り買い日記
浅田伸子/著[･発行]
2009 103p 1050 円
著者は玉村町在住
【上毛 9/15】
淵

家庭で簡単につくれるおいしい健康料理
高橋澄江/著[･発行]
2009 A4 判 2600 円
著者は前橋市在住
【上毛 9/17】

短歌同人誌 第１８１号
淵の会/発行
2009.9 38p 21cm
｢虚実を想う｣｢前号佳作抄｣松田治男(群馬県在
住)/著収録
【受贈】

みんな笑顔 ２５周年記念号
群馬童話研究会/発行
2008.6 189p 22cm 2500 円

近代報徳思想と日本社会
見城悌治/著 ぺりかん社/発行
2009.8 446p 22cm 7200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1633 号】
高周波回路の設計と製作 簡単な回路の製作から
始める
市川裕一・市川古都美/著
誠文堂新光社/発行
2009.9 287p 21cm 2600 円
（ 直感でマスター! ）
市川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1636 号】

【受贈】

ルルとララのスイートポテト
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2009.9 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 17 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1637 号】

心の病と低血糖症 危ない!砂糖のとりすぎと米
ばなれ
大沢博/著 第三文明社/発行
2009.8 222p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1633 号】

わたしのプリン
川島えつこ/作 植田真/絵 ポプラ社/発行
2009.9 150p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 27 ）
著者は太田市生まれ 【TRC 新刊案内 1635 号】

これが増減資・組織再編の計算だ! 目からウロ
コ! 第2版
金子登志雄・有田賢臣/著 中央経済社/発行
2009.9 4,8,191p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1636 号】
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〔2009.10〕

地震の癖 いつ、どこで起こって、どこを通るの
か?
角田史雄/著 講談社/発行
2009.8 190p 18cm 876 円
（ 講談社+α新書 480-1C ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1633 号】

草軽電鉄 (DVD)
[メディアクラフト/発行]
2009 55 分 9800 円

跳躍力UP<集中>トレーニング
五十嵐悠哉/著 ナツメ社/発行
2009.10 191p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1637 号】

群馬県高等学校総合体育大会総合開会式 第44回
平成21年5月15日(金)10時～12時放送
(ビデオ)
[群馬県/発行]
2009
【受贈】

はぎれ布で描く絵模様のパッチワーク
森山百合子/著 パッチワーク通信社/発行
2009.9 82p 26cm 1400 円
（ レッスンシリーズ ）
著者は群馬大学教育学部卒業
【TRC 新刊案内 1633 号】

県民スポーツ祭オープニング大会開会式 第26回
2009年5月31日(日) 9：30～11：29生放送
(ビデオ)
[群馬県/発行]
2009
【受贈】

視聴覚資料

視聴覚障害者のためのMRI検査～頭部編 (DVD)
岡部勝也/著･発行
2009
岡部氏は群馬県立県民健康科学大学講師
【上毛 9/22】

福祉現場で役立つ子どもと親の精神科
金井剛/著 明石書店/発行
2009.9 253p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1636 号】

中学校総合体育大会開会式 第44回
2009年7月29日(水)放送
(ビデオ)
[群馬県/発行]
2009

マインドマップ会議術 会議の質を劇的に高める
「1枚の地図」
高橋政史・大嶋友秀/著
ダイヤモンド社/発行
2009.9 269p 21cm 1600 円
高橋氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1637 号】

【受贈】

津軽口説き節 (CD)
高坂のぼる/詞 小倉茂夫/曲 大原三佳/歌
[日本クラウン/発行]
2009.8 2 曲 1200 円
高坂氏は前橋市在住 小倉氏は伊勢崎市在住
大原氏は前橋市在住
【朝日ぐんま 9/4】

未来についての想像力 農ある世界への構想
内山節/著 農山漁村文化協会/発行
2009.8 47p 21cm 571 円
著者は東京と群馬の山村で暮らす
【TRC 新刊案内 1633 号】

ランニングワイルド (CD)
山中千尋/ピアノ演奏 ユニバーサル/発行
2009.10 14 曲 2800 円
山中氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 9/29】

ゆめのち晴れ 心と体の話
佐々木正美/監修 数研出版/発行
2009.9 127p 21cm 1100 円
（ チャートブックス学習シリーズ ）
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1635 号】
｢夢ノート」の魔法で、何でもうまくいく!
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