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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００８年 １２月分
No.２６５

伊勢崎市境歴史資料 第２３５号
境地区近現代史拾遺集
伊勢崎市境史談会/発行
2008.12 65p 26cm

発行日
発 行

平成 21(2009)年 1 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

【受贈】

一服満腹 2006 歩いてみよう新高崎市
高崎市商業課/編集･発行
2006 八つ折り 30 × 42cm
【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。

尾瀬の自然保護 群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第３１号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2008.3 120p 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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

尾瀬の自然保護 30年の取り組み
尾瀬国立公園誕生記念号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2008.3 201p 30cm
【受贈】

・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。

ぐるりんで周る小旅行ガイド
高崎青年会議所(JC)/発行
2008
高崎経済大学の学生との共同作成【日経 12/20】
企画展 縄文ムラができるころ－稲荷山遺跡発掘
30周年－
岩宿博物館/編集･発行
2008.10 45p 30cm
【受贈】

０ 総記
沼田市小・中学生読書感想文コンク－ル入賞作品
集 第３４回（平成２０年度）
沼田市立図書館・沼田市読書グループ連絡協議
会/発行
2008 20p 30cm
【受贈】

企画展 第８回 ストーンツールズ－縄文石器の
世界－
安中市ふるさと学習館/編集･発行
2008.10 79p 30cm
【受贈】
群馬の地名を探る 群馬地名研究会二十年誌
群馬地名研究会/発行
2008.11 334p 26cm
【受贈】

1 哲学･宗教

心のふれあいは生きる力
三輪真純/著 三輪真純先生著作刊行会/発行
2008
著者は安中市の東光院住職
【上毛 12/28】
365日、花に会える。 ブログに綴ることば書き
に寄せた、北関東の花の名所紹介
枝松美紀子/著 丸善プラネット/発行
2008.11 83p 13 × 19cm 1200 円
【TRC 新刊案内 1598 号】
しぶかわ馬の考古学 －古墳時代の渋川には馬が
いた－ 平成20年度渋川市赤城歴史資料館企画展
展示解説図録
渋川市教育委員会/発行
2008.9 56p 30cm
【受贈】
-1-

〔2009.1〕

渋沢栄一 「道徳」と経済のあいだ
見城悌治/著 日本経済評論社/発行
2008.11 12,234p 20cm 2500 円
（ 評伝・日本の経済思想 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1597 号】

ひとすじの歩み 自叙伝
新井靖衛/著 上毛新聞社出版メディア局/発行
2008
著者は高崎市在住
【上毛 12/29】
北橘－ロマンあふれる歴史と伝説のまち
渋川市/発行
[2008.11]
渋川市北橘地区の散策マップ
【上毛 12/4】

渋沢栄一日本を創った実業人
東京商工会議所/編 講談社/発行
2008.11 316p 16cm 819 円
（ 講談社+α文庫 G184-1 ）
【TRC 新刊案内 1597 号】

ミナカミ・タウン・ガイド・ブック
みなかみ町観光まちづくり協会/発行
[2008.11] 12p 20cm
英語･韓国語･中国語(台湾･北京)の 4 言語版あ
り
【上毛 12/12】

昭和村のあゆみ 昭和村５０周年記念誌
昭和村(利根郡)/編集･発行
2008.11 182p 31cm
【受贈、上毛 1/14】
たつなみ 顕彰会機関誌 第２８号
小栗上野介135年祭記念
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2003.12 46p 21cm

【受贈】

たつなみ 顕彰会機関誌 第２９号
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2004.12 51p 21cm

【受贈】

[わたらせ渓谷鉄道リーフレット]
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会/発行
2008
【上毛 12/19】

たつなみ 顕彰会機関誌 第３０号
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2005.12 44p 21cm

【受贈】

たつなみ 顕彰会機関誌 第３１号
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2006.12 48p 21cm

【受贈】

たつなみ 顕彰会機関誌 第３２号
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2007.12 46p 21cm

【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２０年第４回
平成２０年９月１日開会 平成２０年９月２６日
閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2008.9 236p 30cm
【受贈】
桐生保健福祉事務所事業概要
桐生保健福祉事務所/発行
2008 56p 30cm

たてばやしキラキラマップ
館林市観光協会/発行
2008
イルミネーションの名所を紹介 【上毛 12/30】

【受贈】

桐生ユネスコ協会60周年記念誌
60th ANNIVERSARY
桐生ユネスコ協会/発行
[2008.11] 72p
Ｂ5判
【桐生ﾀｲﾑｽ 12/2】

地図で読み解く日本の地域変貌
平岡昭利/編 海青社/発行
2008.11 333p 27cm 3048 円
前橋市・高崎市についての記事あり
【TRC 新刊案内 1597 号】

群馬県議会会議録 平成２０年９月定例会
自平成20年9月18日 至平成20年10月10日
群馬県議会事務局/発行
2008.11 315p 30cm
群馬県企業局史 続 ５０周年
群馬県企業局/発行
2008.10 460p 27cm

沼田市 旧 沼田市 白沢村 利根村 2008 12
ゼンリン/発行
2008.12 12,255,4p 39cm 25000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
2008 419p 30cm

〔2009.1〕

平成１９年度版
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【受贈】
平成１９年度
【受贈】

群馬大学工業会報 №１３８ ２００８．３
群馬大学工業会/発行
2008.3 72p 30cm
特集Ⅰ：企業訪問座談会
特集Ⅱ：社会で活躍する卒業生(埼玉県編)
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２０年第４回（第
２次送付分）（議案第１６２号関係）
前橋市/発行
2008 2p 30cm
【受贈】
定例市議会議案説明資料 平成２０年第４回（第
３次送付分）（議案第１６４号関係）
前橋市/発行
2008 2p 30cm
【受贈】

事業概要 平成２０年版 平成１９年度事業実績
群馬県中央児童相談所・群馬県西部児童相談所
・群馬県東部児童相談所/発行
2008.10 70p 30cm
【受贈】

東洋大学大学院紀要 第44集 国際地域学研究科
東洋大学大学院/発行
2008.3 187p 30cm
国際地域学研究科は邑楽郡板倉町にあり【受贈】

続以文会記 以文会・前高昭和２５年卒同期会
以文会(前高昭和２５年卒同期会)/発行
2008.7 182p 22cm
【受贈、上毛 12/13】
地域政策研究 第１１巻第３号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2008.11 76p 26cm

都道府県別日本の祭り・行事調査報告書集成 3
関東地方の祭り・行事 １ 栃木・群馬
栃木県教育委員会/編 群馬県教育委員会/編
海路書院/発行
2008.11 432p 23cm 28000 円
【TRC 新刊案内 1600 号】

【受贈】

地域連携GUNMAと歩む資料集 平成19年10月～平
成20年9月
群馬工業高等専門学校/編集･発行
2008.10 99p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書 平成２０年第４回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2008 403p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２０年第４回
（第２次送付分）
前橋市/発行
2008 3p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２０年第４回
（第３次送付分）
前橋市/発行
2008 2p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２０年第４回
（第４次送付分）
前橋市/発行
2008 17p 30cm

【受贈】

豊中創立五十周年記念誌
豊岡中学校 50 周年記念事業実行委員会(高崎
市)/編集･発行
2008.12 154p 30cm
【受贈】
前橋市各会計補正予算の概要 平成２０年度
１２月補正予算説明資料（平成２０年第４回定例
市議会）
前橋市/発行
2008 13p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２０年第４回（議
案第１５３号関係議案）（公の施設の指定管理者
の指定議案関係）
前橋市/発行
2008 15p 30cm
【受贈】
定例市議会議案説明資料 平成２０年第４回（第
１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2008 160p 30cm
【受贈】
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4 自然科学

6 産業

群馬県立病院事業概要 平成１９年度
群馬県病院局総務課/発行
2008.10 71p 30cm
子どもの救急ってどんなとき？
パンフレット]
群馬県/発行
2008 20 円
事業年報 平成１８年度 第５号
群馬県健康づくり財団/発行
2008.12 115p 30cm

第２９号

一服満腹 2007 知ってる!?たかさき
いしいおみやげ
高崎市商業課/編集･発行
2007 八つ折り 30 × 42cm

【受贈】

高崎のお
【受贈】

[小児医療啓発
桐生市買場紗綾市(かいばさやいち) マップ
買場紗綾市実行委員会/発行
[2008.12] 三つ折り 42 × 30cm
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 12/26】

【上毛 12/24】

桐生新町織物産業史近代建築図
桐生商工会議所産業観光推進プロジェクト/発
行 桐生森芳工場運営委員会/制作
2008.12 四つ折り 60 × 42cm
裏面：桐生産業観光マップ【受贈、上毛 12/29】

【受贈】

市町村別鳥類生息密度調査報告書
第９次鳥獣保護事業計画（平成１４年度～平成１
９年度）第六次報告
群馬県/発行
2008.9 132p 30cm
【受贈】

ぐんま地産地消カレンダー ２００９年版
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2008 32p 26 × 37cm 500 円
【受贈、日経 12/12】
ぐんまの普及活動のあゆみ 普及事業推進資料
群馬県農政部技術支援課/発行
2008.11 64p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

商店街再生計画 大学とのコラボでよみがえれ!
三浦展・神奈川大学曽我部昌史研究室/著
洋泉社/発行
2008.12 125p 21cm 1500 円
桐生市×群馬大学の取り組みに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1598 号】

相川家茶室「觴華庵」保存修理工事報告書
相川考古館(伊勢崎市)/編集･発行
2008.3 83p 図版(写真)34p 30cm
【受贈】
一服満腹 2008 たかさきパスタ探検隊
高崎市商業課/編集･発行
[2008.11] 八つ折り 30 × 42cm
【受贈、ぐんま経済 12/4、産経 12/28、上毛 1/1】

鳥獣保護区等位置図 平成２０年度
群馬県/発行
2008.10 1 枚 88 × 125cm

【受贈】

群馬県の廃棄物 廃棄物政策課業務概要
平成１８年度版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/発行
2008.8 70p 30cm
【受贈】

特用林産物生産・流通の実態
平成２０年版（２００８年）
群馬県環境森林部林業振興課/発行
2008 33p 30cm

【受贈】

ぐんまであそぼMAP
市民メディアぺぱーみんとかんぱにー(前橋市)
/発行
[2008.12] 80p A4 判 600 円 【上毛 12/25】

ヤマダ電機<激安戦略>勝利のシナリオ 「家電量
販」戦国時代のゆくえ
田川克巳/著 講談社/発行
2008.1 220p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1598 号】

〔2009.1〕
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スポーツ科学群馬 平成１９年度（Vol.１０）
群馬県スポーツドクター協議会・スポーツ科学
委員会・スポーツ科学専門委員会・群馬県臨床
衛生検査技師会・群馬県栄養士会/編集
群馬県体育協会・群馬県スポーツ振興事業団
/発行
2008.9 73p 30cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
[カレンダー]
長野順子/発行
2008 800 円
長野氏は高崎市在住
甘楽町民カレンダー
甘楽町/発行
[2008.12] B3 判

【上毛 12/16】

美のおもちゃ箱
百点美術館/編 芸術現代社/発行
2009.1 141p 22cm 2000 円
竹久夢二の作品収録【TRC 新刊案内 1600 号】

【上毛 12/29】

[昨日今日明日 河村芳子の絵のあるはがきカレ
ンダー ２００９]
河村芳子/発行
2008 15 × 15cm
河村氏は前橋市在住
【朝日ぐんま 12/5】

民藝 １２月号
日本民藝協会/発行
2008.12
桐生市のレストラン｢芭蕉｣と、そこで発掘され
た棟方志功の壁画に関する記事あり
【桐生ﾀｲﾑｽ 12/26】

金メダリストに学ぶソフトボール
ベースボール・マガジン社/発行
2009.1 97p 26cm 1143 円
（ B.B.MOOK 583 ）
上野由岐子氏(ルネサス高崎女子ソフトボール
部所属)へのインタビュー収録
【TRC 新刊案内 1598 号】

8 語学

芸術新潮 第60巻第1号通巻709号
新潮社/発行
2008.1 168p 29cm 1400 円
｢棟方志功壁の下にも 55 年」(桐生市のレスト
ラン｢芭蕉｣とそこで発掘された棟方志功の壁画
に関する記事)収録
【桐生ﾀｲﾑｽ 12/26】

ぐんまの子ども 群馬児童生徒文詩集
通巻第３０集 なかよしの薬
『ぐんまの子ども』編集委員会/編集
群馬作文の会/発行
2009.1 208p 21cm
【受贈】

健康カルタ
倉茂達徳(東京福祉大学学長)/監修
東京福祉大学(伊勢崎市、本部･東京豊島区)/発
行
[2008.12]
【受贈、産経 12/20】
四季彩 カレンダー
館林市/発行
2008 13 枚 B3 判

【上毛 12/27】

四季の美景・撮影ガイド 季節をめぐる235景
中橋富士夫/責任編集
モーターマガジン社/発行
2008.11 177p 28cm 1900 円
尾瀬に関する記事あり【TRC 新刊案内 1597 号】
下田祐治が描く神田今昔紀行「神田百景」
手に持って歩く画集!
下田祐治/著 第一通信社/発行
2008.11 128p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1598 号】
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絆

9 文学
相合傘
鹿子島昌雄・保子/著･発行
[2008.11] 315p A5 判
著者は伊勢崎市在住
青椿 句集
阿部功・阿部米子/著
2009.1 221p 20cm
著者は高崎市在住

稲の花 句集
原ひろ志/著[･発行]
[2008.11]
著者は高崎市在住

國文學 12月臨時増刊号
學燈社/発行
2008.12 1785 円
村越化石氏(草津町栗生楽泉園在住の俳人)につ
いての記事あり。執筆は水野真由美氏(前橋市
在住)
【朝日 12/５】

【上毛 12/5】

あさを社/発行
【受贈】

ある女の半生 ハル女の苦難
一柳一男/著 あさを社/発行
2009.1 126p 19cm 1200 円
著者は高崎市在住

木精 歌集 木葉短歌会年刊作品
木葉短歌会(前橋市)/発行
2008.12 98p 21cm

秋紅 歌集
野村英男/著 地表短歌社/発行
2008.12 219p 22cm
著者は前橋市在住

おばあちゃんのおせち
野村たかあき/作・絵 佼成出版社/発行
2008.12 32p 25cm 1300 円
（ クローバーえほんシリーズ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1598 号】

【受贈】

金谷山人 市川恭卿
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2009.1 [94p] 21cm
須賀氏は草津町在住

【受贈】

髪の浮力 句集
今井久美子/著･発行
[2008.11]
著者は太田市在住

【受贈】

竹久夢二乙女詩集・恋
竹久夢二/[著] 石川桂子/編
河出書房新社/発行
2008.12 142p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1599 号】
中国の社会・文化あれこれ
ある日本語教師の記録
清水孝雄/著・発行
2008.12 360p 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

月への梯子
樋口有介/著 文藝春秋/発行
2008.12 317p 16cm 590 円
（ 文春文庫 ひ 7-7 ）
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1598 号】

【上毛 12/9】

企画展 第６３回 土屋文明戦時下の思い
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2008.12 20p 30cm
【受贈】

〔2009.1〕

【受贈】

少女病
田山花袋/著 藤牧徹也/写真
青山出版社/発行
2008.11 125p 16cm 1200 円
【TRC 新刊案内 1598 号】

【上毛 12/28】

風暦(かぜごよみ) 歌集
井田金次郎/著 地表社/発行
2008.12 199p 22cm 2700 円
（ 地表叢書第 125 篇 ）
著者は前橋市在住

第１７集

CO2CO2(コツコツ)くまさんのストップおんだん
か！だいさくせん！
後村美香/著[･発行]
[2008]
著者は太田市在住
【上毛 12/28】

【受贈】

【上毛 12/3･19･22】

思ひ出の韻 歌集
真庭義夫/著[･発行]
2008
著者はみなかみ町在住

創立二十周年記念
ぬかるみ俳句会千代田支部(邑楽郡)/発行
2008.10 215p 22cm
【受贈】

日本、四季彩々～Japan-Four Season's flavour
and beauty～
日田久美子/[著･]編集・発行
2008.12 57p 19cm 1500 円
日田氏は前橋市生まれ
【受贈】
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忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 14
ばけだぬきをやっつけろの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2008.12 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1600 号】
[俳句集]
大室小学校(前橋市)/発行
[2008.12] 36p Ｂ 5 判
全校児童の俳句を収録

県関係者の一般著作
敬語指導の基礎・基本 小学校編
須田実/編著 明治図書出版/発行
2008.12 162p 22cm 2060 円
須田氏は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1598 号】
敬語指導の基礎・基本 中学校編
須田実/編著 明治図書出版/発行
2008.12 163p 22cm 2060 円
須田氏は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1598 号】

【上毛 12/20】

遊神(ゆうしん) 橋爪良恒遺句集
橋爪良恒/著 あさを社/発行
2008.12 261p 20cm
著者は高崎市生まれ

【受贈】

ゆきあひ 歌集
吉川悦子/著 地表短歌社/発行
2008.12 210p 22cm
著者は前橋市在住

現代社会と社会学
干川剛史/著 同友館/発行
2008.12 6,239p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1600 号】

【受贈】

高性能膨張コンクリート
辻幸和・佐久間隆司・保利彰宏/著
技報堂出版/発行
2008.11 10,229p 26cm 3600 円
辻氏は群馬大学大学院工学研究科教授
佐久間氏は群馬大学大学院工学研究科博士後期
課程修了
【TRC 新刊案内 1598 号】

湯本雷村俳句俳文集
湯本雷村/著 山本越太郎/解読 須賀昌五/編集
湯本恒三/監修 草津温泉日新館/発行
2008.12 [22p] 21cm
須賀氏は草津町在住
【受贈】

豪族のくらし 古墳時代～平安時代
田中広明/著 すいれん舎/発行
2008.12 262p 20cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1597 号】

ラクダのキャメルン空を飛ぶ
空羽(くう)ファティマ[/作]
海扉(かいと)アラジン[/絵] 文芸社/発行
2008.11 44p 22 × 31cm 2310 円
空羽氏は前橋市在住。海扉氏は高崎市在住
【朝日ぐんま 12/12、読売 12/24】

しあわせサプリ
あさみ笑子/著 彩雲出版/発行
2008.9 141p 19cm 1400 円
著者は前橋市在住

【上毛 12/6】

自然治癒力を発動させる3つの条件 家庭ででき
る「心」「食」「体」の健康管理術 改訂版
井草克一/著 黒丸尊治/監修 現代書林/発行
[2004.1] 206p 19cm 1200 円
著者は高崎市生まれ
【受贈】
社長さん!銀行員の言うことをハイハイ聞いてた
らあなたの会社、潰されますよ! 金融機関と対
等に渡り合うために知っておくべき79のツボ
篠崎啓嗣/著 川北英貴/監修
すばる舎リンケージ/発行
2008.12 237p 19cm 1600 円
著者は元群馬銀行勤務【TRC 新刊案内 1600 号】
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〔2009.1〕

新・楽しくおぼえる3アマ攻略 「ガールスカウ
ト群馬県第4団アマチュア無線クラブ」式国試必
勝法
大泉早智子・河津いづみ/共著 CQ 出版/発行
2008.8 173p 21cm 1800 円
大泉氏・河津氏はガールスカウト群馬県第 4 団
団員
【朝日 12/9】

視聴覚資料
Ｔｗｏ ｈｅａｒｔ (CD)
S-Treat/歌･演奏
2008.12 6 曲 1680 円
ボーカル Se-ya 氏は前橋市生まれ
ギター Kyo-ya 氏は太田市生まれ【上毛 12/19】

すぐに役立つ電磁気学の基本
小暮裕明・小暮芳江/著 誠文堂新光社/発行
2008.11 231p 21cm 2400 円
（ 直感でマスター! ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1597 号】

ローカルヒーロー大百科 [アイラブ地方！もう
一つのヒーロー烈伝がここにある！] (DVD)
[シオン、TC エンタテイメント/発行]
2008.12 3990 円
超速戦士 G-FIVE の映像を収録
【桐生タイムス 12/6】

精神症状の把握と理解 精神医学の知と技
原田憲一/著 中山書店/発行
2008.12 13,296p 20cm 3200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1600 号】
徳川一族 時代を創った華麗なる血族
清水昇・川口素生/著 新紀元社/発行
2009.1 303p 21cm 1900 円
（ Truth In History 14 ）
清水氏は藤岡市在住
【受贈】

電子資料

中山庸子のもっと笑って「生き方上手」 「小さ
な一歩」から毎日の元気と新しい私が生まれる
中山庸子/著 主婦の友社/発行
2008.12 191p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1597 号、朝日ぐんま 11/28】
マーケティングを学ぶ 上 売れる仕組み
上田隆穂・青木幸弘/編 中央経済社/発行
2008.12 4,7,243p 21cm 2600 円
青木氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1598 号】
妄想工作
乙幡啓子/著
廣済堂あかつき株式会社出版事業部/発行
2008.12 141p 18cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1597 号】
ロバート・バーンズ スコットランドの国民詩人
木村正俊・照山顕人/編 晶文社/発行
2008.12 601p 20cm 6000 円
照山氏は関東学園大学准教授
【TRC 新刊案内 1600 号】

〔2009.1〕
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