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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ３月分
No.２６８

青梨子熊野前遺跡(あおなしくまのまえいせき)
主要地方道前橋箕郷線地方道路交付金事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.2 22p 写真図版 16p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 4 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

あんなか 旬の花巡り
安中市商工観光課他/発行
[2009.2] 二つ折り A3 判

・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。

【読売 3/9】

安中市［安中］ 旧 安中市 1 2009 03
ゼンリン/発行
2009.3 16,154,4p 39cm 16000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

・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。

安中市［松井田］ 旧 松井田町 2
ゼンリン/発行
2009.3 12,107,1p 39cm 9000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）

・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。

2009 03
【購入】

英語で学ぶ館林 Our Hometown Tatebayashi
館林市教育委員会/発行
2009.2 14p 30cm
｢小学校英語活動推進事業｣地域素材集テキスト
【受贈、毎日 3/27】
大原地区遺跡群(おおはらちくいせきぐん) －県
営ふるさと農道緊急整備事業(関口大原地区)に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書－
月夜野町教育委員会/編集･発行
2002.3 64p 写真図版 30p 30cm
【受贈】

０ 総記
きりゅう 第４７号（２００９）
桐生市立図書館・桐生読書会連絡協議会/発行
2009.3 50p 21cm
【受贈】
チャレンジＩＴビジネス賞 人と産業の未来に挑
戦するぐんまのＩＴビジネス 平成２０年度
群馬県産業経済部商政課/発行
2009.1 24p 21cm
【受贈】

楽前遺跡(がくまえいせき)（１）北関東自動車道
(伊勢崎～県境))地域埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3
208p 写真図版 69p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

博物館はマーケット 個人経営ミュージアムの集
客と黒字経営のしくみ
横田正弘/著 春日出版/発行
2009.3 255p 19cm 1500 円
｢伊香保おもちゃと人形自動車博物館｣に関する
著作。著者は同博物館館長
【ぐんま経済 3/12、TRC 新刊案内 1611 号】

上強戸遺跡群(かみごうどいせきぐん)（１）北関
東自動車道(伊勢崎～県境))地域埋蔵文化財発掘
調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.1
176p 写真図版 54p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
上郷西遺跡(かみごうにしいせき) 八ッ場ダム建
設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第25集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2008.10 37p 写真図版 12p 30cm
【受贈】
上津地区遺跡群(かみずちくいせきぐん)Ⅰ 昭和
60～62年度県営ほ場整備事業上津地区に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
月夜野町教育委員会/編集･発行
1992.3 150p 写真図版 80p 26cm
【受贈】

1 哲学･宗教
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〔2009.4〕

軽井沢・草津
JTB パブリッシング/発行
2009.4 191p 21cm 880 円
（ 楽楽 らくらくにっぽん、再発見! ）
【TRC 新刊案内 1612 号】

渋沢栄一『論語と算盤』が教える人生繁栄の道
渡部昇一/著 致知出版社/発行
2009.3 254p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1613 号】
十二原地区遺跡群(じゅうにはらちくいせきぐん)
－県営中山間地域総合整備事業(みくに地区十二
原工区)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
月夜野町教育委員会/編集･発行
2002.3 22p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

甘楽条理遺跡(かんらじょうりいせき)（庭谷深町
地区）(にわやふかまちちく) 甘楽条理遺跡（造
石大町地区）(つくりいしおおまちちく) 塚田遺
跡(つかだいせき) 田島遺跡(たじまいせき)
国道254号(甘楽吉井バイパス)事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第3集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.2 60p 写真図版 22p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

上毛倶楽部六十年史
上毛倶楽部六十年史編纂委員会/発行
2009.2 105p 22cm
【受贈】
白井北中道Ⅲ遺跡(しろいきたなかみちさんいせ
き)（１） 一般国道17号(鮎沢バイパス)改築工
事に伴う埋蔵文化財調査(その2)報告書 第5集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.2
260p 写真図版 50p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

桐生市菱町歴史・文化マップ
桐生市第１７区菱地区生涯学習推進委員会/編
集･発行
[2009.2] 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈、上毛 3/11】
草津・伊香保・四万
JTB パブリッシング/発行
2009.3 143p 21cm 880 円
（ 楽楽 らくらくにっぽん、再発見! ）
【TRC 新刊案内 1610 号】

新都道府県クイズ 2 関東
北俊夫/監修 国土社/発行
2009.3 75p 27cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1610 号】
大道東遺跡(だいどうひがしいせき)（１）－縄文
時代編－ 北関東自動車道(伊勢崎～県境))地域
埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3
205p 写真図版 88p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

群馬 草津・伊香保・尾瀬 '10
昭文社/発行
2009.4 183p 26cm 781 円
（ マップルマガジン）
【TRC 新刊案内 1609 号】
研究紀要 ２７
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 158p 30cm
【受贈】

高崎掃苔録 －高崎市の寺子屋師匠たち－
中村茂/著･発行
2009.3 277p 26cm
著者は藤岡市在住
【受贈】

後閑地区遺跡群(ごかんちくいせきぐん) －圃場
整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
月夜野町教育委員会/編集･発行
2002.3 129p 写真図版 72p 30cm
【受贈】

立馬Ⅲ遺跡(だつめさんいせき) 八ッ場ダム建設
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第26集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.2 100p 写真図版 51p 30cm
【受贈】

子どもとでかける群馬あそび場ガイド 2009年版
空っ風キッズ/著 メイツ出版/発行
2009.3 160p 21cm 1460 円
【TRC 新刊案内 1609 号】

秩父事件研究・顕彰 №１６
秩父事件研究顕彰協議会/発行
2009.3 84p 26cm

山王廃寺(さんのうはいじ) 平成19年度調査報告
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2009.2 96p 写真図版 24p 30cm
【受贈】

町内遺跡(ちょうないいせき)Ⅲ －試掘確認調査
報告書－ 平成５～７年度
月夜野町教育委員会/編集･発行
1996.3 27p 26cm
【受贈】

渋川広域あじさいマップ
渋川広域ものづくり協議会・渋川フラワーガイ
ドの会/発行
2009 A3 判
【上毛 3/4】

〔2009.4〕

【受贈】

町内遺跡(ちょうないいせき)Ⅳ －試掘確認調査
報告書－ 平成８～１２年度
月夜野町教育委員会/編集･発行
2002.3 30p 26cm
【受贈】
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町内遺跡(ちょうないいせき)Ⅷ －平成19年度埋
蔵文化財緊急発掘調査報告書－
吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2009.3 18p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

西横野東部地区遺跡群(にしよこのとうぶちくい
せきぐん)発掘調査概報２ 人見枝谷津遺跡(ひと
みえだやついせき) 人見東向原遺跡(ひとみひが
しむかいはらいせき) －県営畑地帯総合整備事
業松義東部地区(第3工区)に伴う埋蔵文化財発掘
調査概要報告書－
安中市教育委員会/編集･発行
2009.3 50p 写真図版 6p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

天神(てんじん)Ⅲ遺跡 レオパレス21小鮒邸新築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2008.8 12p 30cm
【受贈】
同志社談叢 第２９号
同志社社史資料センター/編集･発行
2009.3 190,185p 21cm

日本の地誌 6 首都圏 ２ 群馬県・栃木県・
茨城県・長野県・山梨県・新潟県
斎藤功・石井英也・岩田修二/編
朝倉書店/発行
2009.3 12,582p 27cm 23000 円
【TRC 新刊案内 1611 号】

【受贈】

富田新井遺跡(とみだあらいいせき)・富田大泉坊
(とみだだいせんぼう)B遺跡・富田大泉坊A遺跡・
富田宮田遺跡(とみだみやたいせき)・富田宮下遺
跡(とみだみやしたいせき) 主要地方道藤岡大胡
線に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 398p 写真図版 116p 30cm
【受贈】

楡木Ⅱ遺跡(にれぎにいせき)（２）(縄文時代編)
八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書 第27集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3
306p 写真図版 61p 付図 3 枚 30cm
【受贈】

長野原一本松遺跡(ながのはらいっぽんまついせ
き)（５）八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書 第２８集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 2 冊 付図 1 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 634p
第 2 分冊：写真図版編 228p
【受贈】

はるかな尾瀬 Vol.８
尾瀬保護財団/発行
2009.3 13p 30cm

【受贈】

古氷条里制水田跡･二の宮遺跡(ふるごおりじょう
りせいすいでんあと･にのみやいせき) 北関東自
動車道(伊勢崎～県境))地域埋蔵文化財発掘調査
報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3
321p 写真図版 66p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

生品西浦遺跡(なましなにしうらいせき)Ⅱ 一般
県道冨士山横塚線地方特定道路整備事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 2 冊 付図 2 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 383p
第 2 分冊：図版編 176p
【受贈】

ふるさと通信しぶかわ
渋川市/発行
2009.3 8p A4 判

新島研究 第１００号
同志社社史資料センター第一部門研究/編集
同志社大学同志社社史資料センター/発行
2009.2 298,46,35p 21cm
【受贈】

第６号
【上毛 3/19】

冒険に生きる 谷川岳・青春・あの時代
長洋弘/著 社会評論社/発行
2009.2 254p 20cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1610 号】

新島研究 第１００号別冊
阿部磯雄日記 －青春編－
阿部磯雄日記翻刻委員会/編集
同志社大学同志社社史資料センター/発行
2009.2 198,34p 21cm
【受贈】

細谷B遺跡(ほそがいびーいせき) 一般県道林岩
下線道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 92p 写真図版 23p 30cm
【受贈】

西野原遺跡(にしのはらいせき)（５）（７）
第1分冊－縄文･弥生時代編－ 石田川流域調節池
事業(D池)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.2 112p 写真図版 48p 30cm
【受贈】

前橋城(まえばしじょう) 車橋門丸馬出遺構(く
るまばしもんまるうまだしいこう)の調査
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2008.6 26p 30cm
【受贈】
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〔2009.4〕

前橋･高崎の中世をあるく 東国千年の都 女堀
開削･箕輪城築城
前橋市･前橋市教育委員会･高崎市･高崎市教育
委員会/発行
[2009] 7p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１６）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.2 60p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

三後沢(みつごさわ)E遺跡発掘調査報告書
月夜野町教育委員会/編集･発行
1994.3 14p 26cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１７）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.3 90p 写真図版 28p 30cm
【受贈】

南町市之坪遺(みなみちょういちのつぼいせき)
レオパレス21山口邸新築工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2008.9 16p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１８）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.3 66p 写真図版 17p 30cm
【受贈】

峯山遺跡(みねやまいせき)Ⅰ－旧石器･縄文時代
編－ 北関東自動車道(伊勢崎～県境))地域埋蔵
文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 209p 写真図版 73p 30cm
【受贈】

八束脛洞窟遺跡(やつはぎどうくついせき)
みなかみ町教育委員会/編集･発行
2008.12 24p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
横壁中村遺跡(よこかべなかむらいせき)（８）
－縄文時代後期住居編１－ 八ッ場ダム建設工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第２９集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3
239p 写真図版 76p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（２）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2006.3 74p 写真図版 20p 30cm
【受贈】
元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１２）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2007.3 93p 写真図版 24p 30cm
【受贈】

横壁中村遺跡(よこかべなかむらいせき)（９）
－縄文時代後期住居編２－ 八ッ場ダム建設工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第３０集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.3 387p 写真図版 136p 付図 5 枚 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１３）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.3 146p 写真図版 35p 30cm
【受贈】

るるぶ草津伊香保四万軽井沢 '10
JTB パブリッシング/発行
2009.4 135p 26cm 819 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1613 号】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１４）（１９）前橋都市計画事業元総社蒼
海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.3 84p 写真図版 15p 30cm
【受贈】

るるぶナビ関東ドライブ '09～'10
JTB パブリッシング/発行
2009.3 197p 28cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）
丸沼･片品･草津に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1609 号】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（１５）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2008.2 62p 写真図版 15p 30cm
【受贈】

〔2009.4〕
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群馬県立県民健康科学大学紀要 第４巻
２００９年３月
群馬県立県民健康科学大学/発行
2009.3 150p 30cm
【受贈】

3 社会科学
安中教育 第３号
安中市教育委員会/発行
2009.3 92p 21cm

【受贈】

いずみ 第６０号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2009.3 202p 21cm

【受贈】

かじかの里学園修園記念文集 かじか文集
平成２０年度 第１７期生
山のふるさと合宿かじかの里学園(多野郡上野
村)/発行
2009.3 96p 26cm
【受贈】
学校における人権教育 第１２集
安中市教育委員会/発行
2009.3 42p 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

【受贈】

群馬高専レビュ－ 第２７号（平成２０年度）
群馬工業高等専門学校教育研究委員会/編集
群馬工業高等専門学校
2009.3 48,35p 30cm
【受贈】

【受贈】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第１７回
平成２０年度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2009.3 99p 21cm
【受贈】

関東学園大学紀要 第１７集
関東学園大学紀要 Liberal Arts 刊行委員会/編集
関東学園大学/発行
2009.3 308p 26cm
【受贈】

群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編 第４４巻（２００９）
群馬大学教育学部/編集･発行
2009.2 198p 26cm
【受贈】

行政監査結果報告書（団体に対する負担金等につ
いて） 平成２０年度
群馬県監査委員/発行
2009.3 12p 30cm
【受贈】

群馬大学教育学部紀要 自然科学編
第５７巻（２００９）
群馬大学教育学部/編集･発行
2009.2 84p 26cm

協働実践ハンドブック 業務に使えるNPOと行政
との協働のススメ
群馬県生活文化部 NPO・ボランティア推進課
/発行
2009.3 51p 21cm
【受贈】

【受贈】

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編
第５８巻（２００９）
群馬大学教育学部/編集･発行
2009.2 174p 26cm
【受贈】

桐生市議会会議録 平成２０年第４回定例会
平成２０年１２月２日開会 平成２０年１２月
１８日閉会
桐生市議会事務局/発行
2008.12 391,39p 30cm
【受贈】
ぐんま企業ガイドブック ２０１０
群馬県雇用開発協会/編集･発行
2009.3 307p 26cm

群馬県立女子大学紀要 第３０号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2009.2 134,54p 26cm

群馬大学社会情報学部研究論集 第１６巻
群馬大学社会情報学部/編集･発行
2009.3 279p 26cm
【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１９年度
群馬大学地域連携推進室/発行
2009 34p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２０年１２月定例会
自平成２０年１２月２日 至平成２０年１２月
１９日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2009.2 258p 30cm
【受贈】

群馬大学地域貢献事業 群馬大学主催理科体験教
室「群馬おもしろ科学展」－実施報告書－
平成２０年度
群馬大学地域連携推進室/発行
2009.3 83p 30cm
【受贈】
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〔2009.4〕

群馬通信三田会４０周年記念誌
４０周年記念事業実行委員会/編集
慶應義塾大学群馬通信三田会/発行
2009.2 45p 30cm

自分のキャリア（生き方・働き方）は自分でデザ
インする そしてじぶんの地域は自分でつくる
群馬キャリアデザイン支援事業普及資料№５
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2009.3 [4p] 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬の県民経済計算 平成１８年度
群馬県企画部統計課/編集 群馬県/発行
2009.2 64p 30cm
【受贈】

少年非行 平成２０年の
群馬県警察本部/発行
2009 4p 30cm

群馬保健学紀要 第２９巻（２００８年度）
群馬大学医学部保健学科/発行
2009.3 148p 30cm
【受贈】
研究紀要 第２９号 平成２０年度
前橋市小･中学校校長会研究部/発行
2009.3 70p 26cm

【受贈】

研究の記録 平成２０年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2009.3 [120p] 30cm

【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要 第７巻第１号
（通算第６０号）
上武大学ビジネス情報学部/発行
2008.10 117p 26cm
【受贈】
上武大学ビジネス情報学部紀要 第７巻第２号
（通算第６１号）
上武大学ビジネス情報学部/発行
2009.3 137p 26cm
【受贈】
青少年自立支援者のための研究交流フォーラム
～体験から学び主体的に人生を生きることをめざ
す支援～ 平成20年度国立赤城青少年交流の家特
別事業
国立赤城青少年交流の家/発行
[2009] 26p 30cm
【受贈】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第５巻第１号（２００８）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2008.9 46p 26cm
【受贈】

創造学園大学紀要 第４集
２００７（平成１９）年度
創造学園大学/発行
2008.3 87p 30cm

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第５巻第２号（２００８）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2008.12 39p 26cm
【受贈】

高崎商科大学紀要 第２３号（２００８年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2008.12 288p 30cm
【受贈】
地域政策研究 第１１巻第４号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2009.2 78p 26cm

【受贈】

【上毛 3/10】
地域メディアの市民編集の研究－｢笠懸公民タイ
ムス｣を事例として－
群馬大学社会情報学部･森谷健/発行
2009.3 286p 30cm
【受贈】

獅子舞雑記ノート １１
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2009.3 40p 21cm
上新田獅子舞・森の獅子舞(藤岡市)についての
記事あり
【受贈】

地方教育費調査結知事部局における生涯学習関連
費調査果速報 地方教育費調査－平成１９会計年
度－
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2009.2 50p 30cm
【受贈】

児童生徒数調査 小・中・高・盲・聾・養護・中
等教育学校 平成２０年度 平成20年5月1日現在
群馬県教育委員会事務局総務課/発行
【受贈】
2008.5 41p 30cm

〔2009.4〕

【受贈】

高崎経済大学論集 第51巻第3号（通巻１８２号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2008.12 106p 26cm
【受贈】

工事に係る行政監査結果報告書（公共工事の繰越
について） 平成２０年度
群馬県監査委員/発行
2009.3 15p 30cm
【受贈】
こんにちは千羽会 老人会新聞
[桐生市老人会第一区]/発行
[2009.2] A4 判
毎月 1 回発行

【受贈】
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定例県議会議案 平成２１年２月
群馬県/発行
[2009.2] 135p 30cm
定例県議会議案 平成２１年２月
（附予算説明書）企業局関係
群馬県/発行
[2009.2] 100p 30cm
定例県議会議案 平成２１年２月
（附予算説明書）病院局関係
群馬県/発行
[2009.2] 36p 30cm
定例市議会議案書 平成２０年第４回
（予算議案を除く第１次送付分）
前橋市/発行
[2009.3] 119p 30cm

【受贈】

ほくもう 県立北毛青年の家４０周年記念誌
群馬県立北毛青年の家/発行
2009.3 34p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書平成２０年度
３月補正予算議案及び同説明書
前橋市/発行
[2009.3] 393p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋市各会計予算及び同説明書
予算議案及び同説明書
前橋市/発行
[2009.3] 567p 30cm

【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要
３月補正予算説明資料
前橋市/発行
[2009.3] 20p 30cm

定例市議会議案説明資料 平成２１年第１回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
[2009.4] 48p 30cm
【受贈】
定例市議会議案説明資料
（第２次送付分）
前橋市/発行
[2009.3] 10p 30cm

前橋市各会計予算(案)
前橋市/発行
2009.2 41p 30cm

平成２０年度
【受贈】

平成２１年度
【受贈】

【受贈】
真理(まこと)の丘 [閉校記念誌]
[桐生市立菱中学校/発行]
[2009.3] 70p B5 判

統計おおた 平成２０年版
太田市企画部広報統計課統計係/編集
太田市役所/発行
2009.3 103p 30cm
【受贈】

みどり市勢要覧 ２００９
みどり市/発行
2009.2 32,12p 30cm

～概要と特徴～

新島学園短期大学紀要 第２９号
新島学園短期大学/発行
2009.3 213p 26cm
坂東太郎 第１４４号
群馬県立前橋高等学校/発行
2009.3 282p 21cm

【受贈】

前橋市当初予算市長説明 平成２１年度
（平成２１年度当初予算）
前橋市/発行
[2009.3] 20p 30cm
【受贈】

平成２１年第１回

当初予算(案) 平成２１年度
前橋市/発行
2009 48p 21 × 30cm

平成２１年度

【受贈】

【上毛 3/31】

【受贈】

【受贈】

幼児のよりよい成長をめざして 平成21年度幼稚
園等新規採用教員研修資料
群馬県総合教育センター幼児教育センター/編
集 群馬県教育委員会･群馬県/発行
2009 28p 30cm
【受贈】
２月定例県議会

【受贈】

予算説明書 平成２１年度
群馬県/発行
[2009.2] 355p 30cm
予算附属説明書 当初予算
群馬県企業局/発行
2009 11p 30cm

平成２１年度

東新井の獅子舞 伊勢崎市指定重要無形民俗文化
財 平成20年度ふるさと文化再興事業
関孝夫/執筆 板橋春夫/監修
東新井獅子舞保存会/発行
2009.2 39p 21cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

６０年のあゆみ 創立６０周年記念誌
群馬県身体障害者福祉団体連合会創立 60 周年
記念誌編集委員会/編集
群馬県身体障害者福祉団体連合会/発行
2009.3 159p 30cm
【受贈】

包括外部監査の結果報告書 平成２０年度
田中誠/著[･発行]
[2009] 21,18,68,13,70p 30cm
【受贈】
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〔2009.4〕

食育推進全国大会 第３回 －ぐんま食育フェス
タ2008－ REPORT 開催結果報告(公表版)
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
[2008.8] 38p 30cm
【受贈】

4 自然科学
感染症発生動向調査報告書 平成20年（2008年）
群馬県感染制御センター(群馬県衛生環境研究
所)/編集･発行
2009.3 47p 30cm
【受贈】
群馬県衛生環境研究所年報 第４０号
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2008.11 100p 30cm

富岡市食育推進計画
富岡市/発行
2008.12

２００８
【受贈】

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表
第１号（平成２０年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2009.3 56p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県鉱工業指数 平成１９年 平成１２年基準
群馬県企画部統計課(経済産業係)/編集･発行
2008.8 53p 30cm
【受贈】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表
第３９号（平成２０年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2009.3 70p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】
群馬県歯科医学会雑誌 Vol.１３
群馬県歯科医学会/発行
2009.3 57p 30cm

群馬県の工業 工業統計調査結果報告書
平成１９年工業統計調査結果
群馬県企画部統計課/発行
2009.3 123p 30cm
【受贈】

２００９
【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
2008.9 84p 30cm

ぐんま食育フェスタ2008 ｢おいしい笑顔のある
食卓｣写真コンテスト入賞発表報告書
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2008.8 24p 30cm
【受贈】

平成19年度
【受贈】

ぐんまの建設業者新分野進出事例集～学生が紹介
する20の新分野チャレンジャー～
群馬県監理課/発行
2009.2
【上毛 3/24】

群馬県食品安全検査センター業務報告 NO.２
２００８
群馬県食品安全検査センター/編集･発行
2008.12 65p 30cm
【受贈】

群馬美少女図鑑 創刊号
トロワデザイン(高崎市)/発行
2009.2 81p 21cm
県内在住の女性をモデルに起用した美容･ファ
ッションなどの情報誌
【受贈、上毛 3/21、読売 4/4】

ぐんまの後期研修！取得可能な専門医一覧ガイド
群馬県/発行
[2008.12] 3p 30cm
【受贈】
ぐんまの食品安全データブック 平成１９年度版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2009.1 26p 30cm
【受贈】
群臨衛技会誌 通巻第４８巻第１号（２００９年）
群馬県臨床衛生検査技師会/発行
2009.3 100p 30cm
【受贈】

需要・販路拡大へ向けた組積構造物の調査研究
活路開拓調査事業報告書
群馬県コンクリートブロック事業協同組合/発
行
[2009.2]
【受贈、群馬経済 3/11】
焼きまんじゅうガイドブック
群馬県観光物産課/発行
2009.3 65p A5 判 180 円
【読売 3/18、朝日 3/19、日経 3/30】

食育推進全国大会 第３回 －ぐんま食育フェス
タ2008－ 食育ミニステージ実施報告書
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2008.8 9p 30cm
【受贈】

〔2009.4〕

【上毛 3/19】
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水利報 第２１号
農業土木学会・農業水利研究部会/編集･発行
2009.3 80p 26cm
｢昭和初期救農土木事業の実証的研究－群馬県
藤岡市三名川貯水池を事例として－｣関口覺・
岡部守/著収録。関口氏は藤岡市在住 【受贈】

6 産業
いきいき百笑(ひゃくしょう)かあちゃんマップ
利根沼田農村生活アドバイザー協議会/発行
[2009.2] A3 判
利根沼田の農園･農産物直売所紹介
【上毛 3/22、毎日 4/3】
[おりひめバス新時刻表]
桐生市/発行
[2009.3] 折りたたみ A1 判

地価公示標準地価格
(付標準地案内図)
群馬県/発行
2009 122p 30cm

【上毛 3/27】

【受贈】

藤岡市桜山公園１００年の歩み 1908ー2008
藤岡市鬼石総合支所産業建設課/編集･発行
2009.3 57p 30cm
【受贈、上毛 3/10】

近世の旅先地域と諸営業 －上野国吾妻郡草津村
を事例に－
高橋陽一/著･発行
2009.4 5-24p 21cm
『地方史研究』338 号の抜き刷り
【受贈】
群馬県水産試験場研究報告
附 平成１８年度業務報告
群馬県水産試験場/発行
2007.3 50,23p 30cm

平成２１年

第１３号（２００７）

藤岡市桜山公園１００年の歩み 1908ー2008
ダイジェスト版
藤岡市鬼石総合支所産業建設課/編集･発行
2009.3 8p 30cm
【受贈、上毛 3/10】
ふるさと林道湯の沢線工事誌
群馬県西部県民局富岡土木事務所/発行
2009.3 241p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県の農業市町村別累年統計
平成７年～平成１８年
関東農政局群馬農政事務所統計部/編集･発行
2009.3 345p 30cm
【受贈】

民有林林道事業の概要 平成２０年度
群馬県環境森林部林政課/発行
2008 100p 30cm

【受贈】

群馬県蚕糸技術センター年報 平成１９年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2008.12 75p 30cm
【受贈】

緑化だより 平成２１年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2009.3 6p 30cm

【受贈】

ぐんまの逸品 ぐんまの名産品カタログ
２００９～２０１０
群馬県物産振興協会/発行
2008.11 96p 22cm
【受贈】
ぐんまの園芸 ２００９
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2009.3 17p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
【受贈】

ぐんまのおすすめサービス 平成２０年度
群馬県産業経済部商政課/発行
2009.2 67p 21cm 【受贈、ぐんま経済 4/9】

あしあと 赤城源流 至誠館金子道場史
金子定雄/著 あさを社/発行
2009.3 317p 写真図版 4 枚 22cm
著者は渋川市在住
【受贈】

群馬農林水産統計年報
第５５次（平成１９年～平成２０年）
関東農政局群馬農政事務所統計部/編集･発行
2009.3 157p 30cm
【受贈】

ARATA ISOZAKI SEVEN ART GALLERIES
群馬県立近代美術館・磯崎新アトリエ/編集
磯崎新アトリエ/発行
2008.4 128p 16 × 16cm
【受贈】

「ご当地ラーメン」の地域ブランド戦略
関満博・古川一郎/編 新評論/発行
2009.2 247p 19cm 2500 円
｢上州ラーメン／ブームの後の B 級グルメを考
える｣収録
【TRC 新刊案内 1609 号】

群馬県立近代美術館研究紀要 第３号
群馬県立近代美術館/編集･発行
2008.3 74p 30cm

【受贈】

群馬県立近代美術館年報 平成１９年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2008.12 38p 30cm
【受贈】
-9-

〔2009.4〕

群馬県立近代美術館 リニューアル
磯崎新アトリエ・群馬県立近代美術館/編集
群馬県立近代美術館/発行
2008.3 4p 30cm
【受贈】

甦る美術館
群馬県立近代美術館/編集･発行
2008 折りたたみ 42 × 60cm

【受贈】

群馬県立館林美術館年報 平成１８年度
２００６.４－２００７.３
群馬県立館林美術館/編集･発行
2008.3 67p 30cm
【受贈】
群馬青年ビエンナーレ2008 THE 9TH
群馬県立近代美術館/編集･発行
2008.9 27p 28cm

8 語学
おもいやり 第28回全国中学生人権作文コンタス
ト群馬県大会入賞作文集・ハンセン病に関する夏
休み親と子のシンポジウム発表要旨・ハンセン病
に関する夏休み親と子のシンポジウム写真集
前橋地方法務局･群馬県人権擁護委員連合会/発
行
2009.2 67p 21cm
【受贈】

【受贈】

こどもとおとなの美術入門 たねとしかけ
群馬県立近代美術館/発行
2008 47p 26cm
【受贈】
新編風の旅 四季抄
星野富弘/著 学研/発行
2009.3 96p 26cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1612 号】
全国高等学校野球選手権記念群馬大会 開催要項
第９０回 期間：平成２０年７月５日～２５日
朝日広告社群馬支局/編集
群馬県高等学校野球連盟・朝日新聞前橋総局
/発行
2008.6 140p 26cm
【受贈】

9 文学
杏と三輪車 詩集
関根由美子/著･発行
2009.3 38p 21cm
著者は前橋市在住

たのしくおぼえる都道府県かるた
太田レクリエーション研究会/発行
[2009.2] 1000 円
【上毛 3/17】

【受贈】

アンティークFUGA 4 宝探しは眠りの森で
あんびるやすこ/作 十々夜/絵 岩崎書店/発行
2009.3 197p 19cm 900 円
（ YA!フロンティア ）
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】

富田文隆 木の美しさ、家具の造形
群馬県立近代美術館/編集
群馬県立近代美術館友の会・｢富田文隆展｣実行
委員会/発行
[2008] 63p 30cm
【受贈】
年報 第３８集（平成１９年度文化財調査報告書）
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/発行
2008.12 84p 30cm
【受贈】

絲的サバイバル
絲山秋子/著 講談社/発行
2009.3 227p 20cm 1400 円
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1613 号】

ビエネス 群馬県文化財研究会論文報告集
第１５号
群馬県文化財研究会/編集･発行
2009.2 24p 26cm
【受贈】

今村堂雨（俳句集）
今村堂雨(周道)/著 上信電鉄/発行
2008.12 45p 15 × 21cm
著者は富岡市在住
【受贈、上毛 3/6】

山口薫展
群馬県立近代美術館/編集
読売新聞東京本社・美術館連絡協議会/発行
【受贈】
[2008] 183p 27cm

おうい雲よゆうゆうと馬鹿にのんきさうぢやない
か
山村暮鳥/詩 童話屋/発行
2009.3 157p 16cm 1250 円
【TRC 新刊案内 1613 号】

四葉のクローバー 第６号（'０９・春季）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2009.4 4p 30cm
【受贈】

〔2009.4〕
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かくかくしかく
得田之久/ぶん 織茂恭子/え 童心社/発行
2009.3 [28p] 19 × 21cm 800 円
（ とことこえほん ）
織茂氏は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1613 号】

人生、捨てたもんやない
俵萠子/著 海竜社/発行
2009.3 195p 20cm 1429 円
著者は赤城山に『俵萠子美術館』を設立
【TRC 新刊案内 1611 号】

上毛野(かみつけの) 句集
吉田未灰/著 北溟社/発行
2009.3 171p 19cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 4/5】

水煙 水曜短歌会年刊作品集 第２１集
水曜短歌会(渋川市)/発行
2009.3 80p 21cm
【受贈、上毛 3/22】
捨て猫という名前の猫
樋口有介/著 東京創元社/発行
2009.3 381p 20cm 1800 円
（ 創元クライム・クラブ ）
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1613 号】

きのこ文学大全
飯沢耕太郎/著 平凡社/発行
2008.12 319p 18cm 880 円
（ 平凡社新書 447 ）
｢国際きのこ会館(桐生市)の思ひ出｣岸本佐知子
/著・｢神かくし｣南木佳士(群馬県生まれ)/著に
関する記述あり
【上毛 3/17】

嘶馬(せいま) 詩誌 創刊号
長谷川安衛/編集･発行
2009.3 16p 21cm
長谷川氏は邑楽町在住

群馬県高校生文学賞作品集 第３集
第３回平成２０年度作品
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2009.3 65p 21cm
【受贈】

太白堂弧月研究 江戸時代後期の俳諧宗匠
松尾真知子/著･発行
2009.3 58p 21cm
資料『桃家春帖』に群馬の江戸時代の俳諧に関
する記述あり
【受贈】

群馬県文学賞作品集 第４６回（平成２０年度）
群馬県･群馬県文学会議･群馬県教育文化事業団
/編集･発行
2009.3 196p 19cm 1000 円
【受贈】

高柳重信読本
高柳重信/著 『俳句』編集部/編
角川学芸出版/発行
2009.3 332p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1611 号】

戀と恋－『蒲団』での挑戦－ 田山花袋記念文学
館20周年記念 『蒲団』発表100年記念
田山花袋記念文学館/発行
[2007.10] 7p 30cm
【受贈】
この夏、五線譜にのせて
園部史郎/著 文芸社/発行
2009.3 299p 19cm 1500 円
著者は藤岡市在住
桜事情 詩集
須田芳枝/著･発行
2009.4 44p 21cm
著者は渋川市在住

【受贈】

谷静湖と石川啄木
北沢文武/著 塩ブックス/発行
2009.2 105p 21cm 600 円
谷静湖は藤岡中学に通学
『東北評論』、田園詩社(現･多野郡新町)など
に関する記述あり
【受贈】

【受贈】

たのしいまちがいさがし ミミーとニャンタがだ
いかつやく
本間正夫/さく はんにゃちあき/え
主婦の友社/発行
2009.4 127p 19cm 800 円
本間氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1610 号】

【受贈】

自筆原稿で楽しむ蘆花・愛子の世界旅行記『日本
から日本へ』 第一巻第一篇 英語・エスペラン
ト語対訳
吉田正憲/翻訳･編集
熊本エスペラント会・舒文堂河島書店/発行
2008.5 231p 26cm 2500 円
【受贈】

田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館/発行
2009.3 40p 26cm

人権の常識 人間らしく幸せに生きるために
根岸喜代志/著･発行
2009.2 129p 21cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 3/8】

田山花袋記念文学館年報 ７
２００４年度～２００６年度
館林市教育委員会/発行
2008.1 [8p] 30cm

- 11 -

第21号（２００８）
【受贈】

【受贈】

〔2009.4〕

問いかける 詩集
井上朝之/著 土曜美術社出版販売/発行
2008.12 94p 22cm 200 円
著者は高崎市生まれ
【受贈】

よおぐおでんすたなす 遠野の旅
ッセイ集
吉田ひさの/著 あさを社/発行
2009.3 151p 20cm
著者は高崎市在住

日本エスペラント学会研究発表会予稿集
２００８年度
日本エスペラント学会研究教育部/編集
日本エスペラント学会/発行
[2008.10] 10p 30cm
徳富蘆花･愛子に関する記述あり
【受贈】

流氷期 句集
斉藤満/著 文学の森/発行
2009 2700 円
著者は太田市在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 16
すごいぞ!ポンタの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.3 94p 22cm 1200 円
館林に関する記述あり
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1610 号】
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １７
やさしいやまんばの巻
なすだ みのる／作 あべ はじめ／絵
ひくまの出版/発行
2009.3 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1610 号】
花の歳月 歌集
中野薫/著･発行
2009.3 147p 19cm
著者は渋川市在住

【受贈、上毛 4/5】

ピース
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2009.2 331p 16cm 686 円
（ 中公文庫 ひ 21-5 ）
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1609 号】
ミステリアス・セブンス 封印の七不思議
如月かずさ/作 佐竹美保/絵 岩崎書店/発行
2009.3 167p 22cm 1300 円
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】
見たこと思ったこと －教師生活の区切りに－
飯野良二/著･発行
2009.3 107p 19cm
著者は元群馬県立高崎北高校校長
【受贈、朝日 3/3】

【受贈】

【上毛 3/27】

ルルとララの天使のケーキ
あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店/発行
2009.3 71p 22cm 1000 円
作者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1612 号】

県関係者の一般著作
家造り成功の法則
福田峰雄/著･発行
[2009] 37p B5 判
著者は高崎市にある建築事務所代表
【群馬よみうり 3/20】
一億稼ぐ!放送作家になる
安達元一/著 ゴマブックス/発行
2009.3 191p 19cm 1200 円
（ マニュアルのない職業就活ガイドシリーズ
3 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1610 号】
祈りの道善光寺
あかぎ出版(太田市)/発行
2009.3 135p 22cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1612 号】
医療制度改革はどうすべきか
菊地公則/著 新風舎/発行
2004.9 60p 19cm 1000 円
著者は前橋市在住

【受贈】

角砂糖とエネルギー エネルギーと工学の身近な
接点を探る
新井雅隆/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.3 74p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 4 ）
【TRC 新刊案内 1613 号】

柔らかい土をふんで、
金井美恵子/著 河出書房新社/発行
2009.3 276p 15cm 720 円
（ 河出文庫 か 9-5 ）
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1610 号】

〔2009.4〕

吉田ひさのエ
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『ガラスのうさぎ』:未来への伝言 平和の語り
部高木敏子の軌跡
笠原良郎/編著 金の星社/発行
2009.2 94p 26cm 3900 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
笠原氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1609 号】
近代東アジア美術留学生の研究 東京美術学校留
学生史料
吉田千鶴子/著 ゆまに書房/発行
2009.2 253p 22cm 3500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1610 号】
空海 塔のコスモロジー
武澤秀一/著 春秋社/発行
2009.3 5,254p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】
公会計 新訂版
稲沢克祐/著 同文舘出版/発行
2009.4 7,169p 21cm 2000 円
（ 基本テキスト・シリーズ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】

太宰治含羞のひと伝説 増補・新版
松本健一/著 辺境社/発行
2009.2 289p 20cm 2300 円
（ 松本健一伝説シリーズ 7 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1609 号】
中間報告 橋下府知事の365日
田所永世/著 ゴマブックス/発行
2009.4 189p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】
定本二十歳(はたち)のエチュード
原口統三/著 筑摩書房/発行
2005.6 489p 15cm 1100 円
橋本一明(高崎市生まれ)による既刊本の跋文な
どを収録
【朝日 3/31】
D･H･ロレンスの文学人類学的考察 性愛の神秘主
義、ポストコロニアリズム、単独者をめぐって
大熊昭信/著 風間書房/発行
2009.3 5,401p 22cm 10000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】
なぜ世界は不況に陥ったのか 集中講義・金融危
機と経済学
池尾和人・池田信夫/著 日経 BP 社/発行
2009.3 301p 20cm 1700 円
池田氏は上武大学大学院経営管理研究科教授
【TRC 新刊案内 1609 号】

子どもの世話にならずに死ぬ方法
俵萠子/著 中央公論新社/発行
2009.3 299p 16cm 648 円
（ 中公文庫 た 79-1 ）
著者は赤城山に『俵萠子美術館』を設立
【TRC 新刊案内 1612 号】
財務会計理論 5訂版
橋本尚/著 同文舘出版/発行
2009.4 6,225p 21cm 2000 円
（ 基本テキスト・シリーズ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1613 号】

謎の1セント硬貨 真実は細部に宿るin USA
向井万起男/著 講談社/発行
2009.2 287p 19cm 1300 円
向井千秋氏(著者の妻)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1609 号】
ニッポンの恐竜
笹沢教一/著 集英社/発行
2009.3 222p 18cm 700 円
（ 集英社新書 0483 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1612 号】

自閉症の本 じょうずなつきあい方がわかる
佐々木正美/監修 主婦の友社/編集･発行
2009.3 144p 21cm 1400 円
（ セレクト BOOKS ）
佐々木氏は前橋市生まれ
【TRC 新刊案内 1609 号】
新・介護保険で現場はこう変わる 09年介護報酬
改正!
田中元/著 ぱる出版/発行
2009.3 189p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1612 号】
新流通・経営概論
金弘錫･佐藤敏久･松永美弘･竹上健･中野文平
/共著 高崎商科大学ネットビジネス研究所/編
成山堂書店/発行
2009.2 8,117p 22cm 2000 円
（ 高崎商科大学叢書 ）
松永氏･中野氏は高崎商科大学流通情報学部教
授、金氏･竹上氏は同准教授、佐藤氏は同専任
講師
【受贈】

日本語学習・生活ハンドブック
文化庁文化部国語課/編集 [文化庁/発行]
2009.1 204p 21cm
英語版･韓国語版･スペイン語版･中国語版･ポル
トガル語版あり
第 4 章に伊藤健人氏(群馬県立女子大学文学部
国文学科専任講師)執筆
【受贈】
ねんドル岡田ひとみのねんどで食育!ミニチュア
フード図鑑
岡田ひとみ/著 ダイヤモンド社/発行
2009.3 103p 26cm 1429 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1612 号】
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「ひとり贅沢」のススメ
中山庸子/著 中経出版/発行
2009.4 155p 15cm 505 円
（ 中経の文庫 な-4-2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1612 号】
マインドマップ問題解決 「らくがき」で劇的に
身につくロジカルシンキング
高橋政史/著 ダイヤモンド社/発行
2009.2 333p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1610 号】
山本宣治-人が輝くとき
本庄豊/著 学習の友社/発行
2009.3 159p 21cm 1429 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1610 号】
夢をかなえる365日の言葉
中山庸子/著 アスペクト/発行
2009.3 1 冊(ページ付なし) 17cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1612 号】
流氷の伝言 アザラシの赤ちゃんが教える地球温
暖化のシグナル
小原玲/著 教育出版/発行
2009.2 96p 18 × 19cm 1500 円
著者は幼児期から高校まで群馬県在住
【上毛 3/9】

ぐんまの伝統芸能 (DVD)
群馬銀行/企画 群馬テレビ/制作
2009.1 47 分
ど性船 (CD)
鳥羽光夫(岡部光男)/歌･発行
2008
鳥羽氏は太田市在住

【受贈】

【上毛 3/6】

富岡製糸場 ツアーガイド養成ビデオ (DVD)
群馬県/発行
[2009.3] 90 分
収録内容：１．指導員による解説
２．富岡製糸場の文化的価値【受贈】
東新井の獅子舞 －群馬県伊勢崎市境東新井－
(平成20年度ふるさと文化再興事業) (DVD)
東新井獅子舞保存会/企画 中日映画社/制作
[2009.2]
【受贈】
ブラヴォーグ (CD)
山中千尋/演奏
ユニバーサル・ミュージック/発行
2008.9 12 曲 2857 円
山中氏は桐生市生まれ
【上毛 3/4】
港みれん (CD)
水里(美沢めぐみ)/詞･曲 美沢めぐみ/歌
[ユニオン/発行]
[2009] 3 曲 1200 円
美沢氏は吉井町在住
【日刊きりゅう 3/19】

視聴覚資料
[あなたにつなぐ空] (CD)
駒形まゆ子/歌
2009.3 3 曲 1260 円
同時収録：｢恋日和｣｢夢のカケラ｣
駒形氏は前橋市生まれ
【上毛 3/10】

電子資料
群馬大学教育実践研究 第２６号 (CD-ROM)
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2009.3
【受贈】

アフター・アワーズ：オスカー・ピーターソンへ
のオマージュ (CD)
山中千尋/演奏
ユニバーサル・ミュージック/発行
2008.2 8 曲 2190 円
第 23 回日本ゴールドディスク大賞受賞作品
山中氏は桐生市生まれ
【上毛 3/4】

青少年自立支援者のための研究交流フォーラム
～体験から学び主体的に人生を生きることをめざ
す支援～ 平成20年度国立赤城青少年交流の家特
別事業 (CD-ROM)
国立赤城青少年交流の家/発行
[2009]
【受贈】

思いでの扉 (DVD)
桐生市立北中学校閉校行事推進委員会/発行
2009.3 約 60 分
桐生北中閉校に寄せた混声三部合唱曲｢輝ける
季節に｣(大高篤史/詞･西川教之/曲)を収録。
大高氏･西川氏は同校教諭 【受贈、上毛 3/12】

〔2009.4〕
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