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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ８月分
No.２７３

風見章子の思い出を、あげて、もらって
風見章子/著 栄光出版社/発行
2009.8 188p 20cm 1500 円
著者は富岡市生まれ
【上毛 8/16、TRC 新刊案内 1631 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)年９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

片品村古文書研究 第十集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2009.3 127,87,116,80p 26cm

・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。

軽井沢街道の歴史と文化－浅間根腰三宿－第1集
土屋長久/編･著 軽井沢郷土研究会/発行
2003.8 129p 26cm 1500 円
【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。

剣豪伝説
小島英記/著 筑摩書房/発行
2009.8 375,4p 15cm 900 円
（ ちくま文庫 こ 34-1 ）
上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1632 号】

・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。

新・みなかみ紀行 谷川岳・水上・奥利根 月夜
野・名胡桃城址・大峰沼 三国街道・湯宿・たく
みの里 歴史・文学・温泉・アウトドア
旅行作家の会/編 現代旅行研究所/発行
2009.8 191p 21cm 1800 円
（ 旅行作家文庫 28 ） 【受贈、上毛 8/16、
読売 9/3、TRC 新刊案内 1630 号】

０ 総記
群馬県立文書館収蔵文書目録
吾妻地区諸家文書（２）
群馬県立文書館/編集･発行
2009.3 217p 30cm

２７

双文 第２６号
群馬県立文書館/編集･発行
2009.3 94p 21cm
高崎市の図書館 平成２０年度要覧
高崎市立図書館/発行
2009.8 50p 30cm
図書館の概要 平成２１年度
館林市立図書館/編集･発行
2009.8 42p 30cm

【受贈】

高崎の地名 たかさき町知るべ
田島桂男/著 ラジオ高崎/発行
2009.6 1800 円
著者は育英短期大学教授

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【上毛 8/16】

利根川文化研究 ３３
利根川文化研究会/編集･発行
2009.8 88p 26cm

【受贈】

富貴の坂道 自伝
三田フキ/著･発行
2009.7 187p 22cm
著者は館林市在住

【受贈】

山口薫 色と形に託した魂の日記
黒田亮子/著 みやま文庫/発行
2009.8 186p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 194 ）
著者は前橋市生まれ

【購入】

湯本安兵衛家古文書 －草津温泉の古い湯宿の記
録－
須賀昌五/編
草津町古文書会・草津温泉日新館/発行
2009.8 90p 26cm
【受贈】

1 哲学･宗教
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〔2009.9〕

群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２２年度
群馬県教育委員会・伊勢崎市教育委員会/発行
2009 15p 30cm
【受贈】

3 社会科学
介護保険べんり帳 保存版(平成２１～２３年度)
安中市・地域包括支援センター/発行
2009 55p 30cm
【受贈、上毛 8/30】
学校基本調査結果速報 平成２１年度
平成２１年５月１日現在
群馬県企画部統計課/発行
2009.8 19p 30cm
学校要覧 平成２１年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2009 39p 30cm
木村鋳造所８０年のあゆみ
木村鋳造所/編集･発行
2009.8 347p 27cm
群馬 FM 工場に関する記述あり

【受贈】

【受贈】

【受贈】

桐生市議会会議録 平成２１年第１回臨時会
平成２１年５月１４日開会 平成２１年５月１５
日閉会 平成２１年第２回臨時会 平成２１年５
月２５日
桐生市議会事務局/発行
2009.5 67,26,33,13p 30cm
【受贈】

群馬県訟務年報 平成２１年版
群馬県総務部学事法制課/発行
2009 7p 30cm

【受贈】

財政のあらまし 平成２１年６月
群馬県/発行
2009.6 50p 30cm

【受贈】

地域政策研究 第１２巻第１号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2009.7 226p 26cm

【受贈】

前橋の市政概要 平成２１年度版
前橋市議会事務局/発行
2009 371p 30cm

【受贈】

予算特別委員会記録 平成２１年
平成２１年２月２７日～平成２１年３月５日
桐生市議会事務局/発行
2009.3 224p 30cm
【受贈】

明治期会計

臨時県議会議案（附予算説明書）平成２１年７月
群馬県/発行
2009.7 45p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧 平成２１年
４月１日現在
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2009.7 242p 30cm
【受贈】

4 自然科学

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２２年度
群馬県教育委員会・前橋市教育委員会・高崎市
教育委員会・桐生市教育委員会・伊勢崎市教育
委員会・太田市教育委員会・利根沼田学校組合
教育委員会/発行
2009 72p 30cm
【受贈】

〔2009.9〕

【受贈】

犯罪概況書 平成２０年度
群馬県警察本部刑事部刑事企画課/発行
2009 238p 30cm
【受贈】

桐生市議会会議録 平成２１年第２回定例会
平成２１年６月１１日開会 平成2２１年６月
２６日閉会
桐生市議会事務局/発行
2009.6 357,46p 30cm
【受贈】
群馬県行政文書件名目録 第２０集
・戸籍・通信・運輸・建築編
群馬県立文書館/編集･発行
2009.3 122p 30cm

群馬県市町村要覧 平成２１年度
群馬県総務部市町村課/発行
2009.8 164p 31cm

がん・糖尿病&救急医療・災害医療・へき地医療
・周産期医療編 医療連携体制構築に係る群馬県
保健医療計画追加改訂版
群馬県健康福祉部医務課/編集･発行
2009.7 255p 30cm
【受贈】
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5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

神流町の郷土料理
神流町食生活改善推進協議会/発行
2009.3 52p 30cm
【受贈、上毛 8/6】

観光客数・消費額調査（推計）結果
群馬県観光局観光物産課/発行
2009 9p 30cm

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２０年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2009.8 87p 30cm
【受贈】

宮中養蚕日記
田島民/著 高良留美子/編 ドメス出版/発行
2009.7 222p 20cm 2500 円
著者は群馬県の蚕種業者田島弥平の長女、上州
島村生まれ
【TRC 新刊案内 1632 号】

群馬県都市計画審議会
群馬県/発行
2009.6 82p 30cm

第149回

群馬県都市計画審議会 第149回
群馬県/発行
2000.6 64p 30 × 42cm

【受贈】

平成20年度
【受贈】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２１年６月１日
現在
群馬県産業経済部商政課/発行
2009.6 16p 30cm
【受贈】

議案添付図面
【受贈】

群馬県都市計画審議会 第149回 都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針の変更(群馬県決定)
(理由及び概要書)
群馬県/発行
2000.6 119p 30 × 42cm
【受贈】
群馬県都市計画審議会 第149回 都市計画の案
に係る意見書等要旨及び都市計画決定権者の見解
群馬県/発行
2000.6 6p 30 × 42cm
【受贈】

群馬の交通事故統計 平成２０年
群馬県警察本部/発行
2009 40p 21 × 30cm

【受贈】

群馬・路線バスの歴史と諸問題の研究
大島登志彦/著 上毛新聞社/発行
2009.3 259p 27cm 3810 円
著者は高崎経済大学経済学部教授

【受贈】

農業委員会業務概要 平成２０年度
前橋市農業委員会/発行
2009.7 52p 30cm

【受贈】

群馬の手みやげ 大切な人に贈りたいこだわりの
逸品
坂本かおり・宮野由香・阿久澤哲文・太栗崇文
・小林佳代子/編 シンクリード/発行
2009.7 127p 21cm 933 円
【購入、human8/13、群馬よみうり 8/14】
シルクカントリー群馬の建造物史
と近代建造物
村田敬一/著 みやま文庫/発行
2009.8 204p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 194 ）
著者は佐波郡玉村町生まれ

絹産業建造物

【購入】

田中正造と足尾鉱毒事件を歩く 改訂
布川了/文 堀内洋助/写真 随想舎/発行
2009.7 139p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1632 号】
前橋・高崎・桐生上等なディナー 伊勢崎・富岡
・藤岡
A・R プレス/著 メイツ出版/発行
2009.8 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1632 号】
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〔2009.9〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３０回 1809年ハイドン没後・マンデルスゾー
ン生誕200年
関信越音楽協会/発行
2009.8 95p 26cm
【受贈】

9 文学

古民家スタイル No.12 マンションで古民家を
味わう。
ワールドフォトプレス/発行
2009.9 139p 29cm 1714 円
（ ワールド・ムック 788 ）
群馬に関する記事あり【TRC 新刊案内 1631 号】

かかあ天下まんじゅう 空っ風あられ
ッセイ集(上州編)
信濃川一平/著 アプリコット/発行
2008.6 171p 21cm 1200 円
著者は元上武大学看護学部教授

真実の一球 怪物・江川卓はなぜ史上最高と呼ば
れるのか
松井優史/執筆 竹書房/発行
2009.8 283p 19cm 1429 円
前橋工業戦に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1630 号】

【受贈】

岸辺のない海
金井美恵子/著 河出書房新社/発行
2009.8 375p 15cm 1200 円
（ 河出文庫 か 9-6 ）
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1631 号】
サナギの見る夢
如月かずさ/著 講談社/発行
2009.8 252p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】

すゞしろ日記
山口晃/画 羽鳥書店/発行
2009.7 159p 26cm 2500 円
著者は 3 歳～高校卒業まで桐生市に在住
【TRC 新刊案内 1631 号】

四季のかさね わが短歌・詩に思いを寄せて
井野昌次/著･発行
2009.8 159p 21cm 1600 円
著者は前橋市在住
【受贈】

ソフトボール 強豪校の ㊙ 練習法、教えます!
ベースボール・マガジン社/発行
2009.9 96p 26cm 1143 円
上野由岐子投手(ルネサス高崎女子ソフトボー
ル部所属)の記事収録【TRC 新刊案内 1632 号】

月磨きの少年 句集
佐藤清美/著 鬣の会(前橋市)/発行
2009.8 149p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 ）
著者は安中市在住

竹久夢二「セノオ楽譜」表紙画大全集
竹久夢二/[画] 竹久みなみ/監修
大平直輝/編集 国書刊行会/発行
2009.8 347,9p 31cm 8500 円
【TRC 新刊案内 1632 号】

【受贈】

土屋文明 その昭和史の風景
内田宜人/著 績文堂出版/発行
2009.7 374p 20cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1630 号】

もっと知りたい竹久夢二 生涯と作品
小川晶子/著 東京美術/発行
2009.8 87p 26cm 1600 円
（ アート・ビギナーズ・コレクション ）
【TRC 新刊案内 1632 号】

〔2009.9〕

癒しのエ

テーブルの下に 句集
堀口星眠/著 堀口星眠句集刊行会/発行
2009.8 2 分冊 21cm 3500 円
第 1 分冊：Ｓ 61 年～Ｈ 9 年 384p
第 2 分冊：Ｈ 10 年～Ｈ 20 年 395p
著者は安中市在住
【受贈、上毛 9/14】
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忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２２
火をふく大蛇の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.8 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1632 号】
野の民遠近 詩集
大塚史朗/著 群馬詩人会議/発行
2009.8 138p 21cm 1500 円
著者は北群馬郡吉岡町在住
花いずみ 萩原早智歌集
萩原早智/著･発行
2009.8 130p 22cm
著者は吉岡町在住
淵

県関係者の一般著作
教える・学ぶC言語入門
牛田啓太/著 技術評論社/発行
2009.9 10,276p 23cm 2480 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】
希望のケア学 共に生きる意味
渡辺俊之/著 明石書店葉
2009.7 220p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1630 号】

【受贈】

実践的学校経営戦略 少子化時代を生き抜く学校
経営
岩田雅明/著 ぎょうせい/発行
2009.8 7,197p 21cm 1714 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】

【受贈】

短歌同人誌 第180号記念
淵の会/発行
2009.7 40p 21cm
｢ 1000 羽の鶴｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

ふゆくさ 合同歌集
黒澤常五郎/編集
ふゆくさ短歌会(甘楽郡)/発行
2009.8 253p 19cm

成功習慣 ツヨカワな女性になって幸運をつかむ
39の方法
中山庸子/著 原書房葉
2009.8 189p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1630 号】
体調不良は歯で治る!
丸橋賢/著 角川学芸出版/発行
2009.8 229p 18cm 705 円
（ 角川 one テーマ 21 C-175 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】

【受贈】

ふりかえってみれば私はその時 私の戦争体験記
前橋田口町歴史散歩の会編集委員会/編集
前橋田口町歴史散歩の会/発行
2009.7 111p 26cm
【受贈、上毛 8/16】
吉田未灰全句集
吉田未灰/著 本阿弥書店/発行
2009.8 525p 23cm 8000 円
別冊：吉田未灰全句集初句索引
（ 平成の 100 人叢書 )
著者は高崎市在住

足らない時代のイベント成功術 ヒト・モノ・
カネ
熊野卓司/著 繊研新聞社/発行
2009.7 188p 19cm 1905 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 8/20】
知識ゼロからのアメリカ経済入門
河村哲二・弘兼憲史/著 幻冬舎/発行
2009.8 170p 21cm 1300 円
河村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1632 号】

【受贈】

よろこび 句集
関口恭代/著 本阿弥書店/発行
2009.7 174p 20cm 2800 円
（ 平成の 100 人叢書 6 ）
著者は藤岡市生まれ 【TRC 新刊案内 1631 号】
緑陰の花
志布川豊章/著 文芸社/発行
2009.8 302p 19cm 1500 円
著者は前橋市在住

手でつくるあそぶみつける make it by hand.pl
ay together.be an explorer
寺澤徹/著 上毛新聞社<事業局出版部>/発行
2009.8 392p 15 × 15cm 1429 円
【上毛 8/28･29、TRC 新刊案内 1632 号】
年収1億円を生んだ幸せケチの法則
鈴木ゆり子/著 小学館葉
2009.7 189p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1630 号】

【受贈】

-5-

〔2009.9〕

ＰＴＡ役員に必要な話し方
前原幸太郎/著 日本文学館/発行
2009.8 128p 19cm 1000 円
著者は伊勢崎市在住

視聴覚資料
I LOVE YOUが言えなくて
MAY'S/演奏 片桐舞子/歌
キングレコード/発行
2009.8 1200 円
片桐氏は桐生市生まれ

【受贈】

飛行機設計入門 飛行機はどのように設計するの
か
片柳亮二/著 日刊工業新聞社/発行
2009.8 7,185p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】
もっと声に出して笑える日本語
立川談四楼/著 光文社/発行
2009.8 295p 16cm 724 円
（ 知恵の森文庫 t た 4-2 ）
著者は邑楽郡邑楽町生まれ
【TRC 新刊案内 1631 号】

電子資料

「モナリザ」の微笑み 顔を美術解剖する
布施英利/著 PHP 研究所/発行
2009.9 174p 18cm 760 円
（ PHP 新書 623 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1632 号】
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