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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ４月分
No.２６９

神に祈る自然な気持 氏子の教化資料
井上光正/著･発行
2009.4 34p 19cm
著者は伊勢崎市在住

発行日
発 行

平成 21(2009)年 5 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

再版
【受贈】

新田秩父三十四ヶ所めぐり 太田・金山周辺に存
在する“新田の隠し霊場”
樋口正洋/著 新田秩父三十四ヶ所霊場会/発行
2008.1 16p 30cm 500 円
著者は太田市在住
【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。

日本の神仏霊場 いちどは訪ねたい
新人物往来社/発行
2009.4 169p 26cm 1800 円
（ 別冊歴史読本 40 ）
坂東三十三箇所観音霊場に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1614 号】

・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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
安中ふるさと人物辞典
安中市教育委員会学習の森文化財係/編集
安中市教育委員会/発行
2009.3 62p 21cm
【受贈、上毛 4/18】

０ 総記
館林市立資料館年報 ９ ２００４年度～２００
６年度
館林市教育委員会文化振興課/発行
2008.1 6p 30cm
【受贈】

岩宿 笠懸野岩宿文化資料館研究紀要
笠懸野岩宿文化資料館/発行
2006.3 31p 30cm

図書館員がすすめる本 中学生・高校生のための
５５冊
群馬県公共図書館協議会児童･青少年サービス
研究会・群馬県内市町立図書館・群馬県立図書
館/編集 群馬県立図書館/発行
2009.3 10p 21cm
【自館作成】

第２号
【受贈】

[WE LOVE KIRYU] リーフレット
桐生市/発行
[2009.4] 三つ折り A3 判
【上毛 4/23】
NHK日本の名峰 山の花、岩、雪、谷、森を行く
第5巻 谷川岳・乗鞍岳・間ノ岳 日高幌尻岳 朝
日岳 谷川岳 高尾山 乗鞍岳 間ノ岳 大台ケ原山
阿蘇山
小学館/発行
2009.4 47p 22cm 4200 円
付属資料：DVD ビデオディスク(2 枚 12cm)
【TRC 新刊案内 1617 号】

古本買いまくり漫遊記
北原尚彦/著 本の雑誌社/発行
2009.4 269p 19cm 1800 円
群馬に関する記述あり【TRC 新刊案内 1617 号】

太田市 西［尾島 新田 藪塚本町］ 2009 04
ゼンリン/発行
2009.4 20,245,3p 39cm 12000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】
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〔2009.5〕

太田市 東［太田］ 2009 04
ゼンリン/発行
2009.4 20,257,18p 39cm 12000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）

郷土の歴史を伝えた人たち 館林市立資料館企画
展
館林市教育委員会文化振興課/発行
2009.3 8p 21cm 1
【受贈】

【購入】

小野地区水田址遺跡社宮司地点・谷地D遺跡(おの
ちくすいでんしいせきしゃぐうしちてん･やちで
ーいせき) 市道2481号線道路改良拡幅工事に伴
う発掘調査報告書
藤岡市教育委員会/編集･発行
2004.3 135p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

群青色の星空のもとに
梅津泰子/著[･発行] 中央公論事業出版/発売
2009.3 143p 20cm 1230 円
著者は幼少期から高校卒業まで前橋市で暮らす
【上毛 4/29】
ぐんま観光マップ [リニューアル版]
群馬県/発行
[2009.4] 折りたたみ A1 判
【上毛 4/16、桐生ﾀｲﾑｽ 4/17】

大道上遺跡(おおみちうえいせき) 建売分譲住宅
地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2008.12 14p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

上野三碑 古代史を語る東国の石碑
松田猛/著 同成社/発行
2009.4 2,172p 20cm 1800 円
（ 日本の遺跡 36 ）
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1616 号、上毛 4/22】

小串塚原遺跡(おぐしつかはらいせき)黒熊卯木原
遺跡(くろくまうきはらいせき) 平成20年度東京
電力西上武線新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
多野郡吉井町教育委員会/編集･発行
2009.3 20p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

市内遺跡ⅩⅣ(しないいせきじゅうよん)
藤岡市教育委員会/編集･発行
2008.3 20p 30cm
【受贈】

尾瀬
花畑日尚/著 山と溪谷社/発行
2009.4 160p 21cm 2000 円
（ ヤマケイアルペンガイド 3 ）
【TRC 新刊案内 1616 号】

市内遺跡ⅩⅤ(しないいせきじゅうご)
藤岡市教育委員会/編集･発行
2009.3 16p 30cm

おでかけトレイン 東京日帰り
東京地図出版/発行
2009.4 95p 21cm 1200 円
わたらせ渓谷鉄道に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1616 号】

上信電鉄沿線みどころマップ
富岡行政事務所/発行
[2009.4] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 4/21】

大人の鉄道旅SL列車で行こう! 初めてのSL旅で
も簡単アクセス&快適トラベル
交通タイムス社/発行
2009.4 109p 30cm 1333 円
（ CARTOP MOOK ）
みなかみ号に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1615 号】

大道南ⅡD遺跡・大道南B遺跡(だいどうみなみに
でぃーいせき･だいどうみなみびーいせき) 都市
計画街路小林立石線第3期工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
藤岡市教育委員会/編集 藤岡市/発行
2008.3 31p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

上毛野の考古学 Ⅱ 群馬考古学ネットワーク５
周年記念論文集
群馬考古学ネットワーク/編集･発行
2009.4 134p 26cm 2500 円
【受贈】
北関東自転車散歩 茨城・栃木・群馬
新版
新田穂高・和田義弥・竹澤宏文/著
山と溪谷社/発行
2009.4 141p 21cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1615 号】

〔2009.5〕

【受贈】

高山社跡概要調査報告書
藤岡市教育委員会/編集･発行
2004.3 42p 30cm

【受贈】

多野郡上野村 200904
ゼンリン/発行
2009.4 4,23,1p 39cm 5000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

【購入】

町内遺跡発掘調査報告書 平成２０年度
多野郡吉井町教育委員会/編集･発行
2009.3 16p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
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中屋敷東遺跡(なかやしきひがしいせき)Ⅰ 波志
江パーキングエリアスマートインターチェンジ建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2008.3 92p 写真図版 41p 30cm
【受贈】

社南遺跡(やしろみなみいせき) 共同住宅建設に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会/発行
2009.2 16p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
矢場神明遺跡・倉谷戸B遺跡・矢場田中遺跡・松
ノ木田遺跡・道上D遺跡(やばしんめいいせき・く
らかいとびーいせき・やばたなかいせき・まつの
きだいせき・どうじょうでぃーいせき) 平成15･
16年度藤岡南部地区土地改良事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
藤岡市教育委員会/編集･発行
2008.3 350p 写真図版 112p 付図 11 枚
30cm
【受贈】

七人の政治家の七つの大罪
平沼赳夫/著 講談社/発行
2009.4 263p 20cm 1600 円
福田康夫氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1615 号】
なるほど榛名学 榛名山をとことん知ろう
栗原久/著 上毛新聞社/発行
2009.4 233p 21cm 1715 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/21、TRC 新刊案内 1615 号】

我が野暮天人生に悔いなし
金子定雄/著･発行 あさを社/編集
1998.11 189p 22cm
著者は渋川市在住

日本の遺跡と遺産 1 縄文・弥生の遺跡
児玉祥一/著 岩崎書店/発行
2009.4 55p 29cm 3200 円
岩宿遺跡に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1616 号】
日本の遺跡と遺産 6 近代化遺産
木村芳幸 岩崎書店/発行
2009.4 55p 29cm 3200 円
富岡製糸場に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1616 号】
年報（２４）
藤岡市教育委員会/編集･発行
2008.10 19p 30cm
藤岡市遺跡分布図（2009年版）
藤岡市教育委員会/編集･発行
2009.3 80p 30 × 42cm

【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２０年第６回
平成２０年１２月３日開会 平成２０年１２月
１７日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.2 154p 30cm
【受贈】

【受贈】

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成２０年 第５回
平成２０年１１月７日開会 平成２０年１１月
１１日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.2 111p 30cm
【受贈】

【受贈】

道の駅旅案内全国地図 道の駅887カ所のデータ
を収録 平成21年度版 特集ふるさとに癒される
道路整備促進期成同盟会全国協議会/発行
2009.3 255p 30cm 1100 円
県内 18 ヶ所の道の駅、六合村･みなかみ町に関
する記事あり
【ぐんま経済 4/23】

家族の力は心のエネルギー
群馬県教育委員会・群馬県道徳教育推進協議会
/発行
[2009.3] A3 判
【上毛 4/6】
教育行政の主要施策 平成２０年度
群馬県教育委員会/発行
2008.3 80p 21cm

三ツ木東原遺跡(みつぎひがしはらいせき) 平成
19年度毛野国白石丘陵公園第1期造成工事に伴う
発掘調査報告書
藤岡市教育委員会/編集･発行
2008.12 35p 写真図版 10p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県建設事業計画書 平成21年度
日本工業経済新聞社前橋支局/発行
[2009.4] 314p 26cm [25000 円]
【購入、群馬建設 4/28】

昔むかしここは、上野祝入(はふり)村という
パンフレット
[服部けい子他/発行]
2009
服部氏は太田市在住
【上毛 4/27】

群馬県消費者物価指数年報 平成２０年 群馬県
小売物価統計調査結果（平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2009.3 57p 30cm
【受贈】
-3-

〔2009.5〕

群馬県税務統計 平成２０年度版（平成１９年度）
群馬県総務部税務課/発行
2009.3 123p 30cm
【受贈】

勢多農林百年史
群馬県立勢多農林高等学校/発行
[2009.3] 512p A4 判
【上毛 4/11】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 毎月勤
労統計調査地方調査結果速報 平成20年における
群馬県企画部統計課/発行
2009.3 12p 30cm
【受贈】

高崎経済大学附属地域政策研究センター年報
２００８年度 第７号
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集･
発行
2009.3 47p 30cm
【受贈】

群馬県労働委員会年報 平成２０年版
群馬県労働委員会事務局/発行
2009.3 139p 30cm

高崎健康福祉大学紀要 第８号（２００９）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2009.3 146p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬大学工業会報 №１４０ ２００９．３
特集Ⅰ 座談会「先輩に聴く後輩に聴く」
特集Ⅱ 社会で活躍する卒業生（両毛地区編）
群馬大学工業会/発行
2009.3 76,14p 30cm
【受贈】

館林市統計書 平成２０年版
館林市役所/発行
2009.3 228p 30cm

【受贈】

富岡市男女共同参画基本計画
平成２１(2009)年度～平成２５(2013)年度
富岡市総務部安全安心課市民協働担当/編集
富岡市/発行
2009.3 72p 30cm
【受贈】

群馬の視聴覚教育 第４３号（平成２０年度）
群馬県視聴覚ライブラリ－連絡協議会/発行
2009.3 8p 30cm
【受贈】
施策の概要 平成２１年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
2009 59p 30cm

【受贈】

市町村民経済計算 平成１８年度
群馬県企画部統計課/編集･発行
2009.3 72p 30cm

なかのじょうまちの予算 平成２１年度
中之条町行革推進課/編集 中之条町/発行
2009.4 23p 30cm
【受贈、上毛 4/26】

【受贈】

発達障害の理解と支援のための基本ガイド
群馬県発達障害者支援センター/発行
2009 [11p] 30cm
【受贈】

渋川市高齢者福祉計画 老人福祉計画及び第４期
介護保険事業計画
渋川市保健福祉部高齢対策課/編集
渋川市/発行
2009.3 113p 30cm
【受贈】

前橋市都市計画マスタープラン（都市計画に関す
る基本的な方針）
前橋市都市計画部都市計画課/編集
前橋市/発行
2009.3 128p 30cm
【受贈】

首都圏高校受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2010年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2009.4 1559p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1615 号】

前橋市都市計画マスタープラン（都市計画に関す
る基本的な方針）概要版
前橋市都市計画部都市計画課/編集
前橋市/発行
2009.3 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

首都圏中学受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2010年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2009.4 797p 21cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1615 号】
松韻 群馬県高等学校長協会会誌
平成２０年度
群馬県高等学校長協会/発行
2009.3 128p 26cm

まえばしスマイルプラン ～老人保健福祉計画・
第４期介護保険事業計画～ (平成21年度～平成2
3年度)
前橋市・富士見村/発行
2009.3 229p 30cm
【受贈】

第３１号

明和学園短期大学紀要 第１８集（２００８）
明和学園短期大学/編集･発行
2009.3 139,16p 26cm
【受贈】

【受贈】

生涯学習要覧 平成２１年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯
学習係/発行
2009 39p 30cm
【受贈】

〔2009.5〕

要覧 平成２１年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所/発行
2009 7p 30cm
【受贈】
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4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

赤城姫 第２１号
赤城姫を愛する集まり/発行
2009.3 107p 26cm

赤レンガ近代建築 歴史を彩ったレンガに出会う
旅
佐藤啓子/編著 青幻舎/発行
2009.4 159p 19cm 1800 円
富岡製糸場に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1614 号】

【受贈】

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２０年度
温泉地質図（湯ノ小屋温泉）
久保誠二/著 群馬県温泉協会/発行
2009.2 7p 30cm
【受贈】

[エコプロジェクトガイドブック]
前橋市/発行
[2009.3]
職員向け環境対策ガイドブック

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２０年度
大深度温泉掘削泉の成文比較〈群馬県北部域〉
酒井幸子/著 群馬県温泉協会/発行
2009.2 23p 30cm
【受贈】

河道変遷と地域社会 利根川東遷を中心に
東洋大学地域活性化研究所プロジェクト｢利根
川･渡良瀬川流域研究－河道変遷と地域社会｣
/編集 東洋大学地域活性化研究所(邑楽郡板倉
町)/発行
2009.3
220p 30cm
【受贈】

学術調査研究調査報告 水上・谷川・湯檜曽温泉
周辺の地質
飯島静男/著 群馬県温泉協会/発行
2008.12 5p 30cm
【受贈】
こころの健康センター所報 第１９号
２００７年度（平成１９年度）
群馬県こころの健康センター/編集･発行
2009.1 86p 30cm
【受贈】

群馬県地域新エネルギー詳細ビジョン ｢マイク
ロ水力発電｣及び｢バイオマスエネルギー利用｣の
詳細検討
群馬県企画部企画課科学技術振興室/発行
2009.2 6,121,93,69,7,4p 30cm
【受贈】

渋川市赤城町ホタルマップ
宮田ほたるの里を守る会(渋川市)/発行
2009.3 42 × 60cm
【受贈、上毛 4/6】
利根生物談話会報 第１２９号
利根生物談話会/発行
2009.3 20p 26cm

【上毛 4/8】

群馬県地域新エネルギー詳細ビジョン 概要版
｢マイクロ水力発電導入｣及び｢バイオマスエネル
ギー利用｣の促進
群馬県企画部企画課科学技術振興室/発行
2009.2 14p 30cm
【受贈】

【受贈】
群馬県都市計画審議会議案 第１４８回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2009.3 9p 30cm
【受贈】

噴火の土砂洪水災害 天明の浅間焼けと鎌原土石
なだれ
井上公夫/著 古今書院/発行
2009.3 18,203p 21cm 2800 円
（ シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ
第 5 巻 ）
【受贈】

群馬県ふるさと認証食品
群馬県ふるさと認証食品推進協議会/発行
2009.2 [22p] 23cm
【受贈】

奉仕団結成三十周年記念誌 －世界の平和をめざ
して－
前橋赤十字病院奉仕団/発行
2009.4 151p 26cm
【受贈、上毛 4/21】

群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第５期
（変更）
群馬県環境森林部/発行
2009.3 19p 30cm
【受贈】

みんなのけんこうカレンダー
桐生市/発行
[2009.3] 8p A4 判

建設業者向け経営強化ハンドブック
中小企業診断協会群馬県支部/編集
群馬県監理課/発行
[2009.4] 127p A4 判
【群馬建設 4/11、上毛 4/14】

平成２１年度

乱舞 １８号 ２００８
生田稔彦/編集 群馬昆虫学会/発行
2009.3 128p 30cm

【上毛 4/8】

【受贈】

サクちゃん家(ち) 住宅ハンドブック
群馬県県土整備部建築住宅課・群馬県ゆとりあ
る住生活推進協議会/発行
2009.3 82p 30cm 2000 円
【受贈、上毛 4/20、群馬建設 5/20】
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〔2009.5〕

水質年報 平成１９年度
群馬県企業局水質検査センタ－/発行
[2008] 195p 30cm
【受贈】

[事業報告書]
フィールドワーク桐生/発行
[2009.4] A1 判
桐生地域の産業遺産保存活用について活動記録
【桐生ﾀｲﾑｽ 4/25】

スバル開発物語 スバル３６０･１０００の開発
技術者の記録 CDブック
松本廉平/著･発行
[2009.4] [1500p] A5 判 3500 円
著者は太田市在住
【上毛 4/23】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成２０年度
群馬県農政部技術支援課/発行
2009 76p 30cm
【受贈】

歴史の森ポストカード
館林市教育委員会/発行
[2009.3] 2 枚 100 円
｢館林城跡土橋門｣(切り絵)：伊川博子(館林市
在住)/作
｢旧上毛モスリン事務所(現･市第二資料館)｣(水
彩画)：恩田昭(館林市在住)/作
【上毛 4/14、産経 4/22】

高崎市中心市街地通行量調査
平成２０年１０月実施
高崎市/発行
2009.3 20p 30cm

畜産環境改善技術の開発
群馬県企画課/発行
[2009.4]

【受贈】

パンフレット
【ぐんま経済 4/16】

徳川林政史研究所研究紀要 第４３号
徳川黎明会/発行
2008.3 118,34,45p 26cm
[上州山中における御巣鷹山と山林政策の変遷
（下）｣ 佐藤孝之/著を収録
【受贈】

逢いにおいでよ ぐんまの名物商人
ぐんまの名物商人(あきんど)実行委員会/発行
群馬県産業経済部商政課/協力
2009.1 66p 21cm 【受贈、上毛 4/9、毎日 4/28】
浅間山噴火に対する営農技術指導指針
技術支援課/編集 群馬県農政部/発行
2009.3 17p 30cm
【受贈】

普及指導員調査研究活動報告書（先進事例調査研
究）
群馬県農政部技術支援課/発行
2009.2 145p 30cm
【受贈】

家畜排せつ物の低温ガス化技術システムと活性炭
製造技術の開発 パンフレット
群馬県企画課/発行
[2009.4]
【ぐんま経済 4/16】
群馬・産業遺産の諸相
高崎経済大学附属産業研究所/編
日本経済評論社/発行
2009.3 341p 22cm 3800 円
【TRC 新刊案内 1616 号】
ぐんまの巨樹名花 散策ガイドブック
琴寄融/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.4 176p 21cm 1524 円
著者は前橋高等職業訓練校造園科講師
【受贈、上毛 5/3、TRC 新刊案内 1617 号】

〔2009.5〕

第４４回

地域森林計画変更計画書 平成２０年度
１西毛森林計画区 ２利根上流森林計画区
３利根下流森林計画区 ４吾妻森林計画区
群馬県/発行
[2008] 7,4,4,6p 30cm
【受贈】

6 産業

計量モニター報告書 平成２０年度
群馬県計量検定所/発行
2009.3 25p 30cm

報告書

【受贈】
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林業災害 平成２０年の
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2009.1 13p 30cm

【受贈】

歴史的農業用水
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2009.1 114p 30cm

【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

縁起だるま 続 資料に見る高崎だるま 創作だ
るまのいろいろ
峯岸勘次/著･発行
上毛新聞社事業局出版部/発売
2009.4 141p 22cm 1500 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 5/11】

妖(あや)かしの世界 記録集
久保木宗一/編集･発行 風塵舎/発行
2009.3 42p 21cm
著者は前橋市在住

アンソロジー 文明館詩の講座 創刊号
土屋文明文学館詩の講座/発行
2009.2 58p 21cm
【受贈、上毛 3/22】

企画展 №８０
石内都展 上州の風にのって１９７６/２００８
大川美術館/発行
2009.4 32p 23cm
【受贈】
ソフトボ－ルダイジェストイン群馬
群馬県ソフトボ－ル協会/発行
2009 136p 30cm

【受贈】

うそつきにかんぱい!
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社/発行
2009.4 94p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1614 号】

第２０号
【受贈】

思いでつづり 小さな自分史
ぐんま自分史の会/発行
2009.4 164p 21cm

ソフトボール日本代表が金メダルを獲った理由
吉井妙子/著 ぴあ/発行
2009.4 257p 19cm 1500 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)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1614 号】

風

第４号

文学紀要 第１３号
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2009.3 104p 26cm

【受贈】

【受贈】

かぜのうた Impressions of Wind 世界の子ど
もがハイクをよんだ
日航財団/編 ブロンズ新社/発行
2009.3 81,2p 20 × 20cm 1600 円
（ 地球歳時記 Vol.10 ）
群馬県の小学生 4 人の作品を収録 【上毛 4/1】

熱球の軌跡 群馬県立中央高校硬式野球部45年誌
中央高校硬式野球部 45 年誌制作実行委員会/編
集
群馬県立中央高等学校硬式野球部 OB 会/発行
2009.3 268p 27cm
【受贈】
ふるさとの原風景 持田政郎遺作画集
持田政郎/著
持田政郎遺作画集編集委員会/発行
2009.3 89p 24 × 25cm
著者は元国立赤城青年の家非常勤講師【受贈】

企画展 第６５回
村上鬼城 その生涯と作品
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2009.4 32p 30cm
【受贈】
鬼城文学の原点を探る 青雲時代の漢詩文とのか
かわり
徳田次郎/著 あさを社/発行
2009.4 47p 22cm 840 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 4/22】
銀色万年筆
青柳剛/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2009.3 191p 19cm 1300 円
著者は沼田市在住
【上毛 4/3】

8 語学
地図とグラフで見るぐんまの方言
佐藤高司/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.3 63p 21cm 762 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 1 ）
【受贈、TRC 新刊案内 1615 号、上毛 4/9･20】

句楽集 創刊号
群馬県退職高等学校長会俳句を楽しむ会/発行
[2009]
【上毛 4/5】
暮れなずむ路上 詩集
久保木宗一/著 書肆山田/発行
2009.3 165p 22cm 2800 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/20】
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〔2009.5〕

高山寺で遇った女
久保田哲平/著･発行
[2009.4]
著者は前橋市在住

【上毛 4/28】

小学生の詩作教室「児童詩展」作品集 ２００８
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2009.3 69p 21cm
【受贈】
青雲の夢をし掲げ
塩崎猛雄/著[･発行]
[2009.3] 166p B6 判
著者は伊勢崎市在住

【上毛 4/9】

だれでもできるステキな魔法
あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社/発行
2009.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 23 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1615 号】

澪のうた 歌集
椎名喜代子/著 短歌新聞社/発行
2009.4 227p 20cm 2500 円
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

群に生きる
里見五郎/著 近代文芸社/発行
2009.2 228p 20cm 1200 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】
第四巻
【受贈】

LOVE GAME
安達元一/著 幻冬舎/発行
2009.3 278p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1614 号】

【受贈】

県関係者の一般著作

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 18
妖怪にパンチ!の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.4 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1616 号】

ある悪役レスラーの懺悔
関川哲夫/著 講談社/発行
2009.3 300p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1614 号】
親子で楽しむ!プチスイーツ ♥ アクセサリー 樹
脂ねんどで作る、初めてのミニチュア
岡田ひとみ/著 春日出版/発行
2009.4 79p 26cm 1143 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1617 号】

俳句此岸(はいくしがん) '０４～'０８
林桂/著 鬣(たてがみ)の会/発行
2009.4 169p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 ６ ）
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 5/3】

京都美術鑑賞入門
布施英利/著 筑摩書房/発行
2009.4 185,4p 18cm 780 円
（ ちくまプリマー新書 107 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1615 号】

パンダがナンダ
あべはじめ/作 くもん出版/発行
2009.4 [32p] 27cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ･邑楽町在住
【TRC 新刊案内 1615 号、viva amigo4/24】

金融読本 第27版
島村高嘉・中島真志/著
東洋経済新報社/発行
2009.4 18,375,11p 21cm 2300
島村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1615 号】

目白雑録(ひびのあれこれ) ３
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2009.4 227p 20cm 1600 円
著者は高崎市生まれ 【TRC 新刊案内 1615 号】

〔2009.5〕

【受贈】

里程 合同句集 坂二十五周年記念
土屋秀穂/編集 坂俳句会/発行
2009.3 265p 22cm

短歌ながつき 第２集
子持短歌クラブ九月(ながつき)会(渋川市)/発
行
[2009.4] 76p
【上毛 4/18】
ときめき 第二詩集
古郡民雄/著･発行
2009.4 204p 22cm
著者は伊勢崎市在住

まひるの食卓 室田洋子句集
室田洋子/著 ふらんす堂/発行
2009.3 140p 20cm 2476 円
著者は邑楽郡大泉町在住
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三重塔を訪ねて 第2巻 長野・山梨・岐阜・滋
賀編
本多忠衛/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.3 236p 27cm 3200 円
【TRC 新刊案内 1615 号、上毛 5/5】

ブイヨンの気持ち。 Bouillon‐the‐dog thinks
糸井重里/著 東京糸井重里事務所/発行
2009.3 295p 19cm 1500 円
（ ほぼ日ブックス ）
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1616 号】

自治体行政と政策の優先順位づけ “あれもこれ
も”から“あれかこれか”への転換
佐藤徹/著 大阪大学出版会/発行
2009.3 8,229p 22cm 3600 円
著者は高崎経済大学地域政策学部・大学院地域
政策研究科准教授 【TRC 新刊案内 1616 号】

不思議の国・ニッポン 神と仏の風景
神尾登喜子/著 翰林書房/発行
2009.4 299p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1617 号】
三浦綾子論 「愛」と「生きること」の意味
増補版
黒古一夫/著 柏艪舎/発行
2009.5 281p 20cm 2286 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1617 号】

シンプル衛生公衆衛生学 ２００９
鈴木庄亮・久道茂/監修 小山洋・辻一郎/編集
南江堂/発行
2009.3 18,376p 26cm 2400 円
鈴木氏は群馬大学名誉教授
小山氏は群馬大学大学院教授
【受贈】

未来が輝く大学の正しい選び方 新しい視点によ
る大学選びの決定版
岩田雅明/著 エール出版社葉
2009.4 172p 19cm 1500 円
（ YELL books ）
著者は共愛学園前橋国際大学大学運営センター
長
【ぐんま経済 4/9、朝日 4/10、上毛 5/4】

心理テストわんわん子いぬ大集合!
本間正夫/作 汐文社/発行
2009.4 127p 19cm 1300 円
本間氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1616 号】
スーパーサイエンスハイスクール講義 LET IT B
E OR NOT
堀越正美/著 培風館/発行
2009.2 14,254p 19cm 1680 円
著者は群馬県生まれ。群馬県立高崎高校での講
義内容に基づいたもの【TRC 新刊案内 1610 号】

もっと知りたいはにわの世界 古代社会からのメ
ッセージ
若狭徹/著 東京美術/発行
2009.4 79p 26cm 1800 円
（ アート・ビギナーズ・コレクションプラス ）
著者は高崎市教育委員会主査
【TRC 新刊案内 1615 号】

生徒指導の研究 生徒指導・教育相談・進路指
導,学級・ホームルーム経営 第3版
高橋哲夫/編者代表 教育出版/発行
2009.4 8,223p 21cm 2000 円
高橋氏は群馬社会福祉大学所属
【TRC 新刊案内 1617 号】

物部・蘇我氏と古代王権
黛弘道/著 吉川弘文館/発行
2009.4 7,249p 20cm 1900 円
（ 歴史文化セレクション ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1616 号】
「夢ノート」のつくりかた 増補改訂版
中山庸子/著 大和出版/発行
2009.5 159p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1617 号】

中世荘園公領制と流通
峰岸純夫/著 岩田書院/発行
2009.3 256p 22cm 5200 円
（ 中世史研究叢書 17 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1616 号】

ランニングダイアリー
山西哲郎/著 不昧堂出版/発行
2009.4 269p 21cm 2900 円
著者は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1617 号】

中嶋常幸直伝 ゴルフを極めるためのメソッド
中嶋常幸/著 後藤新弥/構成
日刊スポーツ出版社/発行
2009.4 160p 26cm 1200 円
（ 日刊スポーツグラフ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1615 号】

ランニングの世界 7 特集ランニングは地球を
救えるか
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2009.4 180p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1617 号】

80年代～90年代アメリカ映画を中心とした大人の
ための洋画案内
森井陽一/著 文芸社/発行
2009.5 241p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1616 号】
-9-

〔2009.5〕

視聴覚資料
Ｉ ＷＩＳＨ (CD)
MAY'S /演奏 片桐舞子/歌
キングレコード/発行
2009.4 2 曲
片桐氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 4/25】
あなたのソバがいい (CD)
高橋豊一/詞･曲 中之条そば健メンバー他/歌
中之条そば健(中之条町のそば店など 9 軒で構
成)/発行
[2009.4] 1000 円
高橋氏は東吾妻町在住 【上毛 4/21、読売 5/19】
歩こう上州邑楽七福神のうた (CD)
藤井徳造/詞 椎名猛/曲 コーラス｢おうら｣/歌
上州邑楽七福神を愛する会/発行
[2009.3]
【上毛 4/11】
夢の線路へ 上信電鉄銀河鉄道999号出発進行！
(DVD)
銀河鉄道 999 号を走らせよう！実行委員会/制
作
[2009] 28 分
【受贈、読売 4/15】
ＲＥＭＥＭＢＥＲ (CD)
小暮哲朗/詞･曲･歌
2004
小暮氏は前橋市在住

【上毛 4/14】

電子資料
業務年報 平成１９年度 (CD-ROM)
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
2008

【受贈】

河川におけるアユ冷水病の疫学調査に基づく対策
博士学位論文 平成１８年度 (CD-ROM)
新井肇/著
2007.3
群馬県に関する記述あり
【受贈】

〔2009.5〕
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