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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ２月分
No.２６７

関東・甲信越道の駅パーフェクトガイド 東京・
神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・
山梨・長野・新潟
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2009.2 176p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1607 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)年３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。
・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。

甘楽郡甘楽町 群馬県 2009 02
ゼンリン/発行
2009.2 8,61,1p 39cm 7000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

【購入】

企画展 みどり市の縄文土器
岩宿博物館/編集･発行
2009.1 37p 30cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
草津・伊香保 四万・水上
昭文社/発行
2009.3 80p 15cm 600 円
（ Poketa ） データ:2008 年 9 ～ 10 月現在
【TRC 新刊案内 1607 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。

群馬学の確立にむけて 群馬学連続シンポジウム
３
群馬県立女子大学/編
上毛新聞社出版メディア局/発行
2009.1 261p 21cm 1524 円
【TRC 新刊案内 1606 号、上毛 2/13】

０ 総記
群馬県図書館大会報告書 第６回
開かれた図書館－知識は人生を豊かにする－
群馬県立図書館・群馬県図書館協会/編集･発行
2009.2 25p 30cm
【自館作成】

群馬県人物・人材情報リスト ２００９
日外アソシエーツ株式会社/編集
日外アソシエーツ(制作)/発行
2008.12 32,35,555p 31cm 85000 円
【TRC 新刊案内 1605 号】
群馬県兵士のみた日露戦争
丑木幸男/著 みやま文庫/発行
2008.7 231p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 190 ）

1 哲学･宗教
群馬の浄土信仰
近藤義雄/著 みやま文庫/発行
2008.7 185p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 191 ）

【購入】

桜見所マップ
群馬県富岡行政事務所・かぶら･ぶらぶら街道
推進協議会/発行
2009
【上毛 2/24】
【購入】

自然公園ふれあい全国大会の記録 平成２０年度
つなげようはるかな尾瀬からみんなの自然
平成 20 年度自然公園ふれあい全国大会実行委
員会/編集･発行
2008.12 46p 30cm
【受贈】

準西国三十三ヶ所めぐり
樋口正洋/著[･発行]
[2009.2] 15p A4 判
太田・大泉・足利(栃木)の寺院を巡る案内書
著者は太田市在住
【上毛 2/12】
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〔2009.3〕

戦争と群馬 古代～近代の戦場と民衆
岩根承成/編著 みやま文庫/発行
2008.11 213p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 192 ）

3 社会科学
育英短期大学研究紀要 第２６号
図書・紀要委員会/編集 育英短期大学/発行
2009.2 43p 26cm
【受贈】

【購入】

高崎市住宅明細図 21年版 ＪＲ信越本線・上越
線以南 地籍版 改訂第19版 南
刊広社/発行
2009.3 18,568,75p 37cm 28571 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ ）
【購入】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）
平成２０年度
群馬県企画部統計課/発行
2008.12 12p 30cm
【受贈】
教育委員会の点検・評価 平成１９年度対象
群馬県教育委員会/発行
2008.11 31p 30cm
【受贈】

高崎市住宅明細図 21年版 ＪＲ信越本線・上越
線以北 地籍版 改訂第19版 北
刊広社/発行
2009.3 18,562,44p 37cm 28571 円
（ メーサイズ ）
【購入】
利根郡片品村 群馬県 2009 01
ゼンリン/発行
2009.1 8,60,1p 39cm 5000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

群馬県移動人口調査結果（年報）平成２０年
群馬県企画部統計課/編集･発行
2009.1 53p 30cm
【受贈】
群馬県会社要覧 ２００９年版
群馬経済研究所/発行
2009.1 293p 21cm

【購入】

二宮尊徳の遺言
長澤源夫/著 新人物往来社/発行
2009.2 232p 20cm 2800 円
渋沢栄一に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1607 号】

【受贈】

群馬県公営企業決算（参考資料）平成１８年度
群馬県企業局/発行
2008 7p 30cm
【受贈】
群馬県公営企業決算書
群馬県/発行
2008 192p 30cm

古市町のあゆみ
前橋市古市町自治会/編集･発行
2008.12 167p 27cm
【受贈、上毛 2/7】

平成19年度

群馬県公営企業会計決算審査意見書
群馬県監査委員/発行
2008.7 60p 30cm

企業局関係
【受贈】
平成19年度
【受贈】

群馬県歳入歳出決算審査意見書群馬県基金運用状
況審査意見書 平成１９年度
群馬県監査委員/発行
2008.9 50p 30cm
【受贈】
ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書
平成２０年度
群馬県企画部統計課人口社会係/発行
2009.1 88p 30cm
【受贈】
決算特別委員会記録 平成２０年９月５日～平成
２０年９月１０日
桐生市議会事務局/発行
[2008.9] 202p 30cm
【受贈】
事業概要 平成１９年度実績
西部県民局富岡保健福祉事務所/発行
2008.12 56p 30cm
【受贈】

〔2009.3〕
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渋川市統計書 平成２０年版
渋川市企画部広報情報課/編集
2009.1 148p 30cm

まったなしの景気対策！『日本と地方の再生を考
える』シンポジウム
群馬県建設業協会/発行
2009.1 61p 30cm
【受贈、群馬建設 2/17】

渋川市/発行
【受贈】

就活の道具函 Ｊｕｍｐｓ群馬県就職ガイドブッ
ク ２０１０
上毛新聞社/発行
2009.1 83p 21cm
【受贈】

予算説明書 平成２１年度
群馬県/発行
2009.2 355p 30cm

首都圏北部４大学連携ニュース 創刊号
群馬大学研究･産学連携戦略推進機構・首都圏
北部４大学連合運営協議会(４ｕ)事務局/編集･
発行
2009.1 4p 30cm
群馬大、埼玉大、宇都 宮大、茨城大による首
都圏北部４大学連合の広報紙
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 2/9】
地方教育通史２００８年版
国立教育政策研究所/発行
2008.12 45p 30cm
群馬県内の教育史に関する記述あり

逆転 人類は恐竜の滅び行く姿を見ていた
佐藤乙彦/著 あさを社/発行
2009.1 165p 22cm
群馬に関する記述あり
著者は高崎市在住
【受贈】
群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2009.2 50p 30cm

【受贈】

定例県議会議案 平成２１年２月
群馬県/発行
2009.2 135p 30cm

【受贈】

【受贈】

4 自然科学

【受贈】

定例県議会議案 平成２０年１２月
（附予算説明書）
群馬県/発行
2008.12 116p 30cm

２月定例県議会

年報 平成１９年度
前橋赤十字病院/発行
2008 168p 30cm

平成２０年（２００８）
【受贈】

【受贈】

ホタルの里だより Vol.１ 2008年11月
宮田ほたるの里を守る会(渋川市)/編集・発行
2008.11 8p 30cm
【受贈、上毛 12/11】

４U フォー・ユー 未来とあなたをつなぐとびら
首都圏北部４大学研究室紹介 産学官連携の入
り口 Vol.２
首都圏北部４大学連合(4u)技術移転分科会事務
局・群馬大学研究･産学連携戦略推進機構共同
研究イノベーションセンター/編集[･発行]
2009.2 164p 30cm
【受贈】
防災マップ（高崎市若松町地区）
NPO 法人わんだふる(高崎市)/発行
2009 A2 判
【ぐんま経済 2/26、毎日 3/4】
前橋市小中学校校長会会誌 第５９号
前橋市小中学校校長会/発行
2009.3 65p 21cm

【受贈】

前橋市統計書 平成１９年版
前橋市役所/発行
2009.2 242p 30cm

【受贈】
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〔2009.3〕

5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

瓦の本
新屋根開拓集団屋根舞台(甘楽町)/発行
[2009.2] 2 冊 各 36p 15 × 15cm 980 円
第 1 分冊：①だるま窯ができた
第 2 分冊：②瓦手形をつくろう
甘楽ふるさと館(甘楽町)にある｢達磨窯｣につい
ての冊子【上毛 2/19、朝日 2/26、朝日ぐんま 3/13】

観光まちづくり まち自慢からはじまる地域マネ
ジメント
西村幸夫/編著 岡村祐/[ほか]著
学芸出版社/発行
2009.2 285p 21cm 3000 円
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1607 号】

桐生市の環境 平成２０年度版
桐生市市民生活部生活環境課/発行
2009.1 56p 30cm

[グリーンベル２１検討委員会報告書・検討会議
意見提言書]
沼田市/発行
2009
グリーンベル２１は沼田市内の大型商業施設
【上毛 2/16･22】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１４７回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2008.12 10p 30cm
【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成２０年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2008.12 114p 30cm

【受贈】

絹先人考
上毛新聞社/発行
2009.2 320p 19cm 1575 円
（ シルクカントリー双書 ３ ） 【上毛 2/23】
交通安全運動実施計画 平成２１年度
群馬県交通対策協議会/発行
2009 [11p] 30cm

【受贈】

交通年鑑 平成１９年
群馬県警察本部/発行
2008.9 355p 30cm

【受贈】

昭和前期土地改良事業展開と農民対応
関口覺/著 筑波書房/発行
2009.1 295p 22cm 5000 円
藤岡地域の土地改良事業についての資料
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1606 号、上毛 2/21】
中部農業事務所農業振興課事業実績 平成19年度
群馬県中部農業事務所農業振興課/発行
2008.12 60p 30cm
【受贈】
木材需給の現況 平成２０年版
群馬県環境森林部/発行
2008 73p 30cm

〔2009.3〕
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№３６
【受贈】

日本100岩場 フリークライミング 2 関東
増補改訂版
北山真/編 山と溪谷社/発行
2009.2 151p 21cm 2000 円
群馬北部の岩場に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1605 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
インド紀行 写真集
大和建昭/著･発行
2009.1 71p 20 × 22cm 2300 円
著者は桐生市文化協会会長
【受贈、産経 2/3、桐生ﾀｲﾑｽ 2/5、読売 3/3】

名画の館から
大川栄二/著 大川美術館/発行
2009.2 109p 22cm
著者は大川美術館(桐生市)設立者

絵てがみってどう描くの
糸井八千代/著 日本絵てがみ/発行
[2009.1] 16 × 22cm 1000 円
著者は高崎市在住
【上毛 2/7】

【受贈】

夢二グラフィック 抒情カット・図案集
[竹久夢二/画] ピエ・ブックス/発行
2009.2 207p 図版 8 枚 22cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1607 号】

企画展 №７９ 叙情と幻想のイメージ ～古賀
春江、神原泰、北脇昇、三岸好太郎、伊藤久三郎、
鶴岡政男、藤井令太郎、小山田二郎～
大川美術館/発行
2009.1 27p 23cm
【受贈】
[寄贈作品図録]
みなかみ町/発行
[2009.2] 79p A4 判
みなかみ町収蔵の東京芸術大卒業生・同大学院
修了生の寄贈作品 75 点紹介
【上毛 2/12】

8 語学
群馬県中学生の税についての作文入選作品集
第３２回・平成２０年度
群馬県納税貯蓄組合連合会/発行
2008.11 58p 30cm
【受贈】

サンデー毎日増刊：ニューイヤー駅伝inぐんま
全日本実業団対抗駅伝競走大会公式ガイドブック
２００９（第53回）
毎日新聞社/発行
2008.12 128p 29cm 571 円
【受贈】

友情の作文と図画心の輪を広げる体験作文障害者
週間のポスター
平成２０年度
群馬県肢体不自由児協会・群馬県健康福祉部障
害政策課/発行
2008.12 [48p] 30cm
【受贈】

情熱力。 アスリート「上野由岐子」からの熱い
メッセージ
上野由岐子/著 創英社/発行
2009.1 247p 21cm 1500 円
著者はルネサス高崎女子ソフトボール部所属
【TRC 新刊案内 1605 号】
高木文一初登攀の軌跡 われ、谷川岳にアルピニ
ズムの濫觴を見ゆ
岡部紀正/著 新ハイキング社/発行
2009.2 181p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1607 号】
拓本 先人の碑(いしぶみ) Ⅸ
高橋昌博/著･発行
2009.1 99p 26cm 2000 円
伊香保神社｢千代乃緑の碑｣、前橋市｢野村たか
あき詩画碑｣、伊香保町｢追悼之碑徳富蘆花詞碑｣
の拓本あり
【受贈】
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〔2009.3〕

ＳＰＯＲＴＳ ＳＴＯＲＩＥＳ さいたま市スポ
ーツ文学賞受賞作品集 第４回
埼玉県さいたま市/発行
2009.1 384p 19cm 1000 円
｢カムイエクウチカウシ山残照｣太田実(高崎市
在住)/著収録
【受贈】

9 文学
稲の匂い 歌集
堀越フサ子/著 黄花発行所/発行
2009.2 249p 19cm
著者は高崎市在住

【受贈】
セールス魔女はおことわり
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2009.2 128p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 20 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1605 号】

遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌 第４１号
高崎市文化協会群馬支部/発行
2009.2 188p 21cm
【受贈、上毛 2/22】
沖で待つ
絲山秋子/著 文藝春秋/発行
2009.2 184p 16cm 457 円
（ 文春文庫 い 62-2 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1607 号】

漱石のマドンナ
河内一郎/著 朝日新聞出版/発行
2009.2 206p 20cm 1800 円
伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1607 号】

企画展 第64回 川柳とマンガ－そのエスプリ－
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2009.2 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】
絆

ダイレクション 真木潤追悼号
ダイレクションの会(前橋市)/発行
2009 1000 円
真木潤氏は高崎市生まれ
【上毛 2/22】

歌集
杉戸紀和子/著 短歌新聞社/発行
2009.2 234p 20cm 2500 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 2/22】

草笛 岡田敬夫短歌集
岡田敬夫/著･発行
2008.12 102p 19cm
著者は前橋市在住

長野業政
野口泰彦/著 学陽書房/発行
2009.1 450p 15cm 880 円
（ 人物文庫 の 3-1 ）
｢是生滅法｣(上毛新聞社出版局 2005 年)の改題
【TRC 新刊案内 1604 号】

【受贈】

恋の万葉・東歌
高橋順子/著 書肆山田/発行
2008.12 136p 20cm 1500 円
第 3 章に県内の東歌ゆかりの地｢伊香保風｣｢多
胡の碑｣などに関する記述あり
【上毛 2/10】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １５
一郎太はほらふき名人の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.2 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1606 号】

坂口安吾と太平洋戦争
半藤一利/著 PHP 研究所葉
2009.2 322p 20cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1605 号】

ぬかるみに注意
生田紗代/著 講談社/発行
2009.1 168p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1605 号】

詩的モダニティの舞台 増補新版
絓秀実/著 論創社/発行
2009.1 341p 20cm 2500 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1605 号】

萩原朔太郎撮影写真集 完全版
野口武久/編 みやま文庫/発行
2009.1 142p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 193 ）

【購入】

被災者を救え！ 災害看護師奮闘記
矢嶋和江/著 文芸社/発行
2009.3 227p 19cm 1400 円
著者は玉村町在住

【受贈】

詩友国境を越えて 草野心平と光太郎･賢治･黄瀛
北条常久/著 風濤社葉
2009.2 285p 20cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1605 号】

〔2009.3〕
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魔女っ子チッチ「夢」
松永亜鈴/著 文芸社/発行
2009.3 23p 19cm 1050 円
著者は神流町と都内を生活拠点とする
【上毛 2/20】

シャカラビッツUKIのザ・ルーレットショウワー
ルド SHAKALABBITS UKI'S The Roulette SHOW
WORLD 2
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2009.3 117p 26cm 2000 円
UKI 氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1607 号】

箕輪城残月記 信玄を悩ませたほまれ高き名将伝
田村貞男/著
上毛新聞社出版メディア局(発売)/[発行]
2009.2 289p 20cm 1600 円
著者は甘楽町生まれ
【上毛 3/2、TRC 新刊案内 1608 号】

シュガー&スパイス
ジーン・ユーア/作 渋谷弘子/訳 小林郁/絵
フレーベル館/発行
2009.2 223p 22cm 1400 円
渋谷氏は桐生市在住
【上毛 2/28、TRC 新刊案内 1608 号】

ラブの贈りもの 盲導犬誕生物語 ２ 改訂版
登坂恵里香/作 汐文社/発行
2009.2 143p 22cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1607 号】

天智天皇と大化改新
森田悌/著 同成社/発行
2009.2 6,284p 22cm 6000 円
（ 同成社古代史選書 2 ）
著者は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1606 号】
般若心経 テクスト・思想・文化
渡辺章悟/著 大法輪閣/発行
2009.2 340,36p 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1607 号】

県関係者の一般著作
怯えの時代
内山節/著 新潮社/発行
2009.2 190p 20cm 1000 円
（ 新潮選書 ）
著者は東京と群馬の山村で暮らす
【TRC 新刊案内 1608 号】

ヒトラーの特攻隊 歴史に埋もれたドイツの「カ
ミカゼ」たち
三浦耕喜/著 作品社葉
2009.2 253p 20cm 1800 円
著者は中日新聞(東京新聞)前橋支局･渋川通信
部元勤務
【TRC 新刊案内 1605 号】

火山爆発に迫る 噴火メカニズムの解明と火山災
害の軽減
井田喜明・谷口宏充/編
東京大学出版会/発行
2009.2 9,225p 22cm 4500 円
谷口氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1608 号】

風土素材の源流を歩け 家づくりの醍醐味を求め
て
徳井正樹/著 彰国社/発行
2009.2 225p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1606 号】
蕪雑組(ぶざっそ) 和漢の故事・古典に学ぶ
脇屋真一/著 あさを社/発行
2009. 245p 21cm 1800 円
著者は東吾妻町在住
【受贈】

カリスマ・カメラマンになる
野村誠一/著 ゴマブックス/発行
2009.2 183p 19cm 1200 円
（マニュアルのない職業就活ガイドシリーズ 1）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1605 号】

双子のヴァイオレット
ジーン・ユーア/作 渋谷弘子/訳 笹森識/絵
文研出版/発行
2009.2 191p 22cm 1400 円
（ 文研じゅべにーる ）
渋谷氏は桐生市在住 【TRC 新刊案内 1608 号】

教育の不平等
小内透/編著 日本図書センター/発行
2009.2 7,367p 22cm 3500 円
（ リーディングス日本の教育と社会 13 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1607 号】

欲望するシステム
黒石晋/著 ミネルヴァ書房/発行
2009.2 3,325p 20cm 3000 円
（ シリーズ社会システム学 2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1605 号】

裁判おもしろことば学
大河原眞美/著 大修館書店/発行
2009.2 945 円
著者は高崎経済大学教授
【毎日 2/16】
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視聴覚資料
小さなチェンバロ (CD)
渡辺敏晴/演奏 ポセイドン/発行
[2009.1] 22 曲 2700 円
渡辺氏は高崎市在住

【朝日 2/3】

忘戀情歌(ぼうれんじょうか) (CD)
たかたかし/詞 弦哲也/曲 清水博正/歌
テイチクレコード/発行
2009.2 1200 円
カップリング曲：｢こんな私でよかったら｣
清水氏は渋川市生まれ 【上毛 2/18、東京 2/25】
水の旅路 板東太郎物語 第一章 (DVD)
群馬テレビエンタープライズ/制作
関東建設弘済会/発行
2008.12 163 分
【受贈】

電子資料

〔2009.3〕
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