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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 １月分
No.２６６

伊勢崎市文化財保護年報 平成１９年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2008.12 50p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 2 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

一ノ関古墳(いちのせきこふん) 史跡整備事業お
よび発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会/発行
2008.3 32p 写真図版 8p 30cm
【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。

今井北原遺跡(いまいきたはらいせき)Ⅷ 工事建
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
2008.8 31p 写真図版 12p 30cm
【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。

大泉町間之原遺跡(おおいずみまちあいのはらい
せき)Ⅲ・Ⅳ 東毛幹線(大泉工区)街路事業に伴
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
2008.11 82p 写真図版 47p 30cm
【受贈】

・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。

大道上遺跡(おおみちうえいせき)Ⅱ (仮称)伊勢
崎東部ショッピングモール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
2008.3 122p 写真図版 35p 30cm
【受贈】
上渕名遺跡(かみふちないせき)Ⅵ 老人福祉施設
に伴う埋蔵文化財調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2008.3 140p 写真図版 46p 30cm
【受贈】

０ 総記

亀泉坂上遺跡(かめいずみさかうえいせき) 一般
国道17号線(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査(その２)報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2008.11 293p 写真図版 78p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
谷中如意輪観世音 パンフレット
[邑楽町谷中地区住民有志/発行]
[2008] 三つ折り B4 判
【上毛 1/20】

喜多町遺跡(きたまちいせき) 伊勢崎都市計画事
業伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業に伴う埋蔵
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 218p 写真図版 56p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】
群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 事業概要
２７（２００８）
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2008.9 68p 30cm
【受贈】
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〔2009.2〕

古代東国の石碑
前沢和之/著 山川出版社/発行
2008.12 110p 21cm 800 円
（ 日本史リブレット 72 ）
多胡碑に関する記述あり
著者は館林市役所市史編さんセンター専門委員
【TRC 新刊案内 1602 号】

福島飯玉遺跡(ふくしまいいだまいせき) 国道35
4号道路改築事業に係わる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
2008.10 192p 写真図版 39p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
本関町古墳群(ほんせきちょうこふんぐん) 国道
462号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
2008.12 104p 写真図版 38p 付図 3 枚 30cm
【受贈】

下田遺跡(しもだいせき)（２) 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
2008.7 500p 写真図版 215p 30cm 【受贈】
菅塩遺跡群(すがしおいせきぐん) 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
2008.12 164p 写真図版 51p 30cm 【受贈】

前橋市 北［大胡 宮城 粕川］勢多郡富士見村
旧 前橋市（一部）大胡町 宮城村 粕川村
2009 01
ゼンリン/発行
2009.1 24,233,3p 39cm 17000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

多比良天神原遺跡(たいらてんじんばらいせき)Ⅱ
地方特定道路整備事業(主要地方道神田吉井停車
場線)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
2008.12 22p 写真図版 13p 30cm
【受贈】
タフ 野生児タカハシ奮闘記
高橋正/著 国際出版/発行
2008.7 366p 21cm 1600 円
著者は藤岡市生まれ

【上毛 1/8】

利根川文化研究 ３２
利根川文化研究会/編集･発行
2008.12 84p 26cm

【受贈】

前橋市 南［前橋］ 旧 前橋市（一部）2009 01
ゼンリン/発行
2009.1 24,309,45p 39cm 17000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】
マンガで読む新島襄 自由への旅立ち
本井康博/監修 能田茂/作画
和順高雄/シナリオ 同志社大学葉
2008.12 243p 21cm 952 円
【TRC 新刊案内 1601 号】
明治の快男児トルコへ跳ぶ 山田寅次郎伝
山田邦紀/著 坂本俊夫/著 現代書館/発行
2009.1 222p 20cm 1800 円
【上毛 2/7、TRC 新刊案内 1603 号】

中山道ぶらり歩き
笠松治良/著 文芸社/発行
2009.1 235p 19cm 1400 円
（ 読む地図 ）
【TRC 新刊案内 1601 号】
新島襄検定100問 同志社大学の軌跡
同志社大学/編 コトコト/発行
2008.12 127p 15cm 667 円
（らくたび文庫 ポケットに京都ひとつ 別冊）
【TRC 新刊案内 1601 号】
西野原遺跡(にしのはらいせき)(３)(４)島谷戸遺
跡(しまがいといせき) 北関東自動車道(伊勢崎
～県境)建設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
2008.12 236p 写真図版 59p 付図 7 枚 30cm
【受贈】
遙かなる峰を見据えて母は逝く
大沢俊雄/著[･発行]
[2009.1] 108p 四六判
著者は太田市在住

〔2009.2〕

【上毛 1/17】
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ぐんま総文 第３２回全国高等学校総合文化祭
記録集
第３２回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会/編集･発行
2009.1 384p 30cm
【受贈】
付属資料：記録映像 DVD

3 社会科学
あの太田市の課長たち PartⅡ 日々の思いを熱
く語る
太田市役所幹部会/発行
[2008] 256p 600 円 【上毛 1/17、日経 1/17】
あゆみ №６２（平成２０年）
吾妻郡連合婦人会/発行
2009.1 194p 21cm

特定非営利活動法人設立手続の手引 第7版
群馬県ＮＰＯ・ボランティア推進課/発行
2008.11 115p 30cm 200 円
【受贈】

【受贈】

伊勢崎市土地開発公社決算書 平成１９年度
自平成19年4月1日 至平成20年3月31日
伊勢崎市土地開発公社/発行
2008 27p 30cm
【受贈】

4 自然科学

伊勢崎市土地開発公社予算、事業計画及び資金計
画 平成２０年度
伊勢崎市土地開発公社/発行
2008 7p 30cm
【受贈】

衛星画像で知る温泉と自然の湯 アースウォッチ
の旅ガイド 東日本編
福田重雄/著 草思社/発行
2009.2 95p 26cm 3200 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
草津・水上・三国山脈の自然の湯に関する記事
あり
【TRC 新刊案内 1604 号】

生命のこえ 情報紙 創刊号
｢生命のメッセージ展 in 桐生｣準備委員会(桐生
市)/発行
2009.1 A4 判
【桐生ﾀｲﾑｽ 1/20】
神楽の集い 高崎の伝統芸能
高崎市神楽保存会連絡協議会/発行
[2008.12] [8p] 30cm

群馬医学 第８８号 平成１９年度群馬県医学会
特別講演
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2008.12 34p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬県職 機関紙縮刷版 第１巻
702号 ｢群馬県職｣1000号記念
群馬県職員労働組合/発行
[2008] 1024p 30cm

第501号～第

群馬県職 機関紙縮刷版 第２巻
862号 ｢群馬県職｣1000号記念
群馬県職員労働組合/発行
[2008] 1028p 30cm

第703号～第

群馬県職 機関紙縮刷版 第３巻
1000号 ｢群馬県職｣1000号記念
群馬県職員労働組合/発行
[2008] 1028p 30cm

第863号～第

関孝和論序説
上野健爾・小川束・小林龍彦・佐藤賢一/著
岩波書店/発行
2008.12 12,281p 22cm 3400 円
【TRC 新刊案内 1601 号】

【受贈】

利根生物談話会報 第１２８号
利根生物談話会/発行
2008.11 46p 26cm

【受贈】

【受贈】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書３４
群馬県自然環境課/編集･発行
2008.11 201p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果 平成２０年１０月１日現在
群馬県企画部統計課/編集･発行
2008.12 70p 30cm
【受贈】

-3-

〔2009.2〕

5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

水源から蛇口まで（水質年報）平成１９年度
桐生市水道局水質センタ－/編集
桐生市水道局/発行
2008.11 105p 30cm
【受贈】

群馬県樹木診断協会のご案内
群馬県樹木医会/発行
[2008] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 1/8】

全国都市緑化ぐんまフェア 第２５回 花と緑の
シンフォニーぐんま２００８ 公式記録
第 25 回全国都市緑化ぐんまフェア実行委員会
/発行
2008.8 181p 30cm
【受贈】

群馬の商業 商業統計調査結果
平成１９年６月１日現在
群馬県/発行
2009.1 186p 30cm

【受贈】

市民と産・学・行政の連携による公共バスネット
ワークシステムモデル調査報告書 ～公共交通と
自動車の共存による市民と環境にやさしい都市づ
くり～
国土交通省関東運輸局/発行
2006.3 99p 30cm
伊勢崎市についての調査報告書
【受贈】

「まちづくり」のアイデアボックス
橋本憲一郎・山中新太郎/編著 彰国社/発行
2009.1 213p 19cm 2000 円
桐生市についての記事あり
【TRC 新刊案内 1601 号】

昭和電車絵巻吊掛讃歌 イラストで綴る、古き佳
き時代を駆け抜けた電車たち ４ 東武鉄道・江
ノ島電鉄・京阪電気鉄道
片野正巳/著 ネコ・パブリッシング/発行
2008.12 98p 30cm 2190 円
（ NEKO MOOK 1227 ）
【TRC 新刊案内 1601 号】
みどり市ブランド厳選逸品 パンフレット
みどり市/発行
2008.12 三つ折り 21 × 60cm
全 32 商品を紹介
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 1/9】

〔2009.2〕
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

浅間から世界GPへの道 昭和二輪レース史1950～
1980
八重洲出版/発行
2008.12 194p 30cm 4200 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
（ ヤエスメディアムック 212 ）
【購入】
明日へ 写真集
森村高明/著[･発行]
[2009.1]
著者は伊勢崎市在住

中学生の作文集 平成20年度
吾妻保護区保護司会/編集･発行
2008.12 142p 26cm

【受贈】

9 文学

【上毛 1/15】

あゆみ 創立５０周年記念誌
群馬県フォークダンス協会/発行
[2009.1] 148p B5 判
【上毛 1/21】

吾妻路 吾妻路短歌会年刊歌集
吾妻路短歌会/発行
2009.1 56p 20cm

群馬県写真展目録 第５６回
第３２回県民芸術祭参加
群馬県写真文化協会/編集･発行
2008.10 42p 26cm

あの世からのバトンリレー
木暮正夫・国松俊英/編 山本孝/画
岩崎書店/発行
2009.1 149p 19cm 600 円
（ うわさの怪談 BUNKO 10 ）
木暮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1604 号】

群馬県書道展覧会作家名鑑 第５９回
第３２回県民芸術祭参加
[群馬県書道協会/発行]
2008 66p 写真図版[35p] 26cm

【受贈】

平成２０年
【受贈】

一握の砂
石川啄木/著 近藤典彦/編
朝日新聞出版/発行
2008.11 12,322p 15cm 520 円
（ 朝日文庫 い 72-1 ）
近藤氏は元群馬大学教育学部教授【上毛 1/19】

【受贈】

群馬県美術展 県展 第５９回（２００８）
第３２回県民芸術祭参加
群馬県美術会事務局/編集 群馬県美術会/発行
2008.11 53p 26cm
【受贈】
シリーズにっぽんの高校野球 地域限定エディシ
ョン 9
関東編 2 栃木・群馬・埼玉・山梨
ベースボール・マガジン社/発行
2009.3 161p 29cm 1200 円
（ B.B.MOOK 594 ）【TRC 新刊案内 1604 号】

風の日和 伊藤信吉の足跡
飯塚薫/採録･著
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2009.1 384p 21cm 1000 円
飯塚氏は土屋文明記念文学館副館長
【受贈、上毛 1/16、朝日 1/27】

ソフトボール眼(アイ)
宇津木妙子/著 講談社/発行
2009.1 221p 19cm 1300 円
著者はルネサス高崎総監督
【TRC 新刊案内 1602 号】

画本厄除け詩集
井伏鱒二/著 金井田英津子/画 パロル舎/発行
2008.12 1 冊(ページ付なし) 23cm 2300 円
金井田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1601 号】
関東俳諧叢書 第32巻 研究・索引編②
加藤定彦・外村展子/編
関東俳諧叢書刊行会/発行
2009.1 194,205p 19cm 6500 円
【受贈】
クレーン ３０号
前橋文学伝習所/発行
2008.2 172p 21cm 700 円
特集：井上光晴
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【受贈】

〔2009.2〕

月光を浴びて
藤田三四郎/著 新葉館出版/発行
2009.1 325p 20cm 2000 円
著者は草津町在住

淵(ふち) 短歌同人誌 第177号
淵の会/発行
2009.1 40p 21cm
｢明治維新の再考・虚と実｣｢前号佳作抄｣松田治
男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

【受贈】

嫌戦 坂口安吾アンソロジー
坂口安吾/著 吉田和明・新田準/編
凱風社/発行
2009.1 189p 19cm 1400 円
（ PD 叢書 ）
山茶花 山茶花短歌会年刊作品
山茶花短歌会(前橋市)/発行
2009.1 59p 21cm

マジックショーは死のかおり
木暮正夫・国松俊英/編 山本孝/画
岩崎書店/発行
2009.1 145p 19cm 600 円
（ うわさの怪談 BUNKO 9 ）
木暮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1604 号】

第６集
【受贈】

真田昌幸 家康狩り ３
朝松健/著 ぶんか社/発行
2009.1 268p 15cm 676 円
（ ぶんか社文庫 あ-5-3 ）
【TRC 新刊案内 1602 号】

名作は隠れている
千石英世・千葉一幹/編著
ミネルヴァ書房/発行
2009.1 7,223p 20cm 2500 円
（ミネルヴァ評論叢書<文学の在り処> 別巻 3 ）
坂口安吾「街はふるさと」収録
【TRC 新刊案内 1604 号】

山紫会 句集
山紫会句会([前橋市])/発行
[2009.1] 114p Ｂ 6 判
発足 5 周年記念の合同句集

【上毛 1/26】

優しい月 詩集
みっく(金山真由美)/著
2008.10
著者は高崎市在住

終列車 傘寿の荷をのせて
箕輪眞一/著 あさを社/発行
2009.1 320p 22cm
著者は高崎市在住

【受贈】

せつぶん
もとしたいづみ/文 野村たかあき/絵
講談社/発行
2009.1 [32p] 28cm 1200 円
（ 講談社の創作絵本 ）
野村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1603 号】

【上毛 1/19】

県関係者の一般著作
「いいこと」レシピ
中山庸子/著 PHP 研究所/発行
2009.1 220p 15cm 533 円
（ PHP 文庫 な 23-6 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1602 号】

日清戦争異聞 萩原朔太郎が描いた戦争
樋口覚/著 青土社/発行
2008.12 157p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1601 号】

いつも目標達成している人の営業術
林丈司/著 明日香出版社/発行
2009.1 229p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1603 号】

初めての梅
樋口有介/著 筑摩書房/発行
2009.1 305p 20cm 1600 円
（ 船宿たき川捕物暦 ）
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1604 号】

がんをどう考えるか 放射線治療医からの提言
三橋紀夫/著 新潮社/発行
2009.1 220p 18cm 700 円
（ 新潮新書 295 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1604 号】

福祉・教育・ボランティア ちょっといい話
妹尾信孝/著[･発行]
[2008.12] 75p A5 判 500 円
著者は日本福祉教育研究所(渋川市)理事長
【上毛 1/10、群馬よみうり 1/23】

〔2009.2〕

日本文学館/発行
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建築社会学者からみた住まいの健康学
樫野紀元/著 住宅産業塾/発行
2008.11 480 円
著者は前橋工科大学建築学科教授
【群馬建設 1/21】

ハチのふしぎとアリのなぞ
矢島稔/著 偕成社/発行
2008.12 173p 図版 8 枚 22cm 1600 円
（ わたしの昆虫記 6 ）
著者は群馬県立ぐんま昆虫の森園長【読売 1/21】

出産 産育習俗の歴史と伝承「男性産婆」
板橋春夫/著 社会評論社/発行
2009.1 254p 19cm 2000 円
（ 叢書|いのちの民俗学 1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1603 号】

病院の仕事としくみ
木村憲洋・秋山健一/著 ナツメ社/発行
2009.1 239p 19cm 1450 円
（ 図解雑学 絵と文章でわかりやすい! ）
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福
祉情報学科講師
【TRC 新刊案内 1601 号】

縄文石器研究序論
大工原豊/著 六一書房/発行
2008.7 253p 27cm 8000 円
著者は安中市教育委員会勤務(学芸員)
【朝日 1/6】

訪問ゼロ!残業ゼロ!で売る技術 ダメ営業マンを
トップセールスに変える
菊原智明/著 日本実業出版社/発行
2009.1 214p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1604 号】

職場活性化の「すごい!」手法 モチベーション
を一気に高める48の処方箋
大塚寿/著 PHP 研究所/発行
2009.1 220p 18cm 800 円
（ PHP ビジネス新書 084 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1604 号】

まじないの秘法 願いがかない夢が実現する!
角田章/著 日本文芸社/発行
2009.1 127p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1601 号】
面積のひみつ
瀬山士郎/著 さ・え・ら書房/発行
2009.1 93p 22cm 1200 円
著者は群馬大学教育学部教授
（ 考え方の練習帳 ）【TRC 新刊案内 1601 号】

図解+設例でわかるキャッシュ・フロー計算書の
読み方・作り方 3訂版
岩崎勇/著 税務経理協会/発行
2009.1 6,7,262p 21cm 1900 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1601 号】

40歳からの女性の医学 骨盤臓器脱 QOLを高める
ために
高橋悟/著 岩波書店/発行
2008.12 8,97,10p 19cm 1400 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1601 号】

生産管理の基礎知識が面白いほどわかる本 5S、
生産計画、材料計画、資材・購買管理、外注管理
…生産管理の基本と正しい知識が身につくポイン
ト35
田島悟・木村博光/著 中経出版/発行
2008.12 159p 19cm 1200 円
（ 知りたいことがすぐわかる PLUS ）
田島氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1601 号】
戦国忍者は歴史をどう動かしたのか？
清水昇/著 KK ベストセラーズ/発行
2009.1 214p 18cm 743 円
（ ベスト新書 ）
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1603 号】
総務・人事・労務の担当者のための労働法
鈴木航児/著
上毛新聞社出版メディア局/[発行]
2008.12 179p 21cm 1334 円
著者は伊勢崎市で法律事務所開設
【TRC 新刊案内 1603 号、上毛 2/5】
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〔2009.2〕

視聴覚資料

電子資料

伊香保おどり（CD)
[伊香保町婦人会/発行]
[2008] 1200 円
民踊指導者研究集会で認められ全国発売となる
【上毛 1/10】

群馬の体育・スポーツ 平成１９年度
群馬県スポーツ健康課/発行
2008 1 枚

神楽の集い 高崎の伝統芸能 (DVD)
高崎市神楽保存会連絡協議会/発行
[2008.12] 2 枚組
第一巻：開式・倉賀野神社附属太々神楽保存会
・小祝神社太々神楽保存会・金古諏訪
神社神楽保存会・進雄神社太々神楽保
存会・上小塙伝統芸・能保存会(烏子
神社太々神楽)
第二巻：榛名神社神代舞保存会・八幡原大和舞
里神楽保存会・椿名神社太々神楽保存
会・八幡八幡宮太々神楽保存会・山名
八幡宮神楽保存会
【受贈】
ぐんま総文 第３２回全国高等学校総合文化祭
記録映像DVD (DVD)
第３２回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会/発行
[2009.1] 1 枚
【受贈】
敷島駅を降りれば（CD)
小幡理/詞 倉間敏夫/曲
[2009.1]
小幡氏は渋川市在住 倉間氏は前橋市在住
【上毛 1/31】
Ｄｒｅａｍｉｎｇ （CD)
MAY'S/演奏 片桐舞子/歌
2009.1 16 曲
メジャーファーストアルバム
片桐氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 1/17】
春祭り並榎獅子舞奉納巡行
高崎市広報広聴課/発行
2008.4 1 枚 10 分

〔2009.2〕

平成２０年

(DVD)

【受贈】
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(CD-ROM)
【受贈】

