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No.２６３

赤坂遺跡Ⅰ(あかさかいせきいち) 分譲受託地造
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
2007.10 16p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 20(2008)年 11 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

吾妻郡東吾妻町 旧 東村 吾妻町 2008 10
ゼンリン/発行
2008.10 16,90,1,20,1p 39cm 9000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

・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。

有馬堂山古墳群(ありまどうやまこふんぐん)
平成6年度市道1341号線道路改良工事及び平成9年
度有馬企業団地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査・平成7年度有馬企業団地造成予定地内におけ
る確認調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
1999.3 34p 写真図版 9p 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。
・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。

石原清水田遺跡(いしはらしみずだいせき) 平成
6年東京電力株式会社群馬支店渋川工務所建設工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
1995.3 108p 写真図版 47p 26cm
【受贈】
石原東遺跡・中村日焼田遺跡・中村久保田遺跡
(いしはらひがしいせき・なかむらひやけだいせ
き・なかむらくぼたいせき) 県道渋川吾妻線道
路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
1993.3 2 冊 26cm
第１分冊：204p 巻頭図版 8p 写真図版 46p
第２分冊：10p 写真図版 47 ～ 54p
【受贈】

０ 総記

石原東遺跡(いしはらひがしいせき)Ｅ区（第2次）
住宅市街地整備総合支援事業関連埋蔵文化財発掘
調査報告書Ⅲ
渋川市教育委員会/編集･発行
2004.3 40p 写真図版 31p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教

太田市北住宅明細図 東武伊勢崎線以北記載
地籍版 改訂第17版 20年版
刊広社/発行
2008.10 14,484,25p 37cm 25714 円
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】
太田市南住宅明細図 東武伊勢崎線以南記載
地籍版 改訂第17版 20年版
刊広社/発行
2008.10 14,320,32p 37cm 25714 円
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】
大沼上遺跡Ⅱ(おおぬまうえいせきに) 波志江沼
環境ふれあい公園整備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
2007.3 135p 写真図版 33p 30cm
【受贈】
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〔2008.11〕

ＧＡＳＳＥ(ガッセ）ロマンチック裏街道絶景紅
(黄)葉回廊の旅
吾妻県民局中之条行政事務所・沼田県民局沼田
行政事務所/発行
[2008.10] 15p A4 判
【上毛 10/2、ぐんま経済 10/16、日経 10/18】

高源地東Ⅱ遺跡(こうげんじひがしにいせき)
市道2241号線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2006.3 9p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
越切遺跡Ⅲ(こしきりいせきさん) 伊勢崎市茂呂
第二土地区画整備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 30p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

金井前原Ⅱ遺跡(かないまえはらにいせき) 平成
6年度分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
渋川市教育委員会/編集･発行
1997.3 14p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

[新町マップ]
新町商店会連絡協議会(高崎市)他/発行
2008
商店用・飲食店用 2 種類あり
【上毛 10/10】

釜ノ口遺跡Ⅳ(かまのくちいせきよん) 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
2007.10 39p 写真図版 19p 30cm
【受贈】

諏訪ノ木Ⅲ遺跡(すわのきさんいせき) 県道中村
上郷線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2001.3 61p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

上西根遺跡Ⅱ(かみにしねいせきに)
三和工業
団地造成事業流末排水工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
群馬県企業局伊勢崎市教育委員会/編集･発行
2004.3 14p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

諏訪ノ木Ⅳ遺跡(すわのきよんいせき)
市道254
4号線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2001.3 72p 写真図版 26p 30cm
【受贈】

神沢川南遺跡Ⅱ・岡屋敷遺跡Ⅲ・西屋敷遺跡Ⅱ・
中野面遺跡Ⅱ(かんざわがわいせきに・おかやし
きいせきさん・にしやしきいせきに・なかのめん
いせきに) (主)伊勢崎大胡線補助緊急地方道路
整備Ａ(交安)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/編集･発行
2002.3 84p 写真図版 27p 30cm
【受贈】

諏訪ノ木Ⅷ・Ⅸ遺跡(すわのきはち・きゅういせ
き) 平成14年度(都)３.３.１中村上郷線緊急地
方道路整備事業Ａ及び市道2139号線建設工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2004.3 36p 写真図版 11p 30cm
【受贈】

関東むかし町歩き
JTB パブリッシング/発行
2008.11 143p 21cm 1500 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
桐生、富岡、小幡に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1592 号】

大根谷戸遺跡Ⅰ(だいこんがいといせきいち)
国定駅周辺地区整備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
2006.3 33p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

近代日本の視覚的経験 絵地図と古写真の世界
中西僚太郎・関戸明子/編
ナカニシヤ出版/発行
2008.11 19,195p 26cm 2600 円
｢明治四三年の群馬県主催連合共進会と前橋市
真景図｣関戸明子/著収録
【受贈】

戦う植村正久
雨宮栄一/著 新教出版社/発行
2008.9 398p 20cm 3100 円
｢内村不敬事件｣に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1590 号】
田中田遺跡Ⅱ(たなかだいせきに) (仮称)伊勢崎
PAスマートIC整備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
2007.12 120p 写真図版 15p 30cm 【受贈】

剣に生きた森寅雄 フェンシングに賭けた剣道家
野間清治顕彰会広報部/編集
野間清治顕彰会/発行
2008.10 100p 21cm
森寅雄は桐生市生まれ、野間清治のおい
【受贈、上毛 9/29、桐生ﾀｲﾑｽ 10/17】

〔2008.11〕

-2-

挑戦の人生
小野寺慶吾/著 光陽出版社/発行
2008.8 225p 20cm 1524 円
著者は日本共産党群馬県委員会名誉役員【受贈】
利根川文化研究 ３１ 埼玉県特集
利根川文化研究会/編集･発行
2008.9 88p 26cm

学校法人昌賢学園論集 第６号 ２００７年
昌賢学園群馬社会福祉大学・群馬社会福祉大学
短期大学部/発行
2008.3 254,61p 26cm
【受贈】

【受贈】
群馬県議会会議録 平成２０年５月定例会
自平成20年5月27日 至平成20年6月12日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2008.9 244p 30cm
【受贈】

富岡市 旧 富岡市 妙義町 2008 10
ゼンリン/発行
2008.10 16,135,4,44,1p 39cm 16000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

群馬県市町村要覧 平成２０年度
群馬県総務部市町村課/発行
2008 168p 31cm

中村岡前遺跡(なかむらおかまえいせき)
渋川市教育委員会/編集･発行
2001.3
100p 写真図版 21p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県統計年鑑 第５４回（平成２０年刊行）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2008.9 296p 31cm
【受贈】

中村岡前Ⅱ遺跡(なかむらおかまえにいせき)
渋川市教育委員会/編集･発行
2008.3 48p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成19年度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2008.8 53p 30cm
【受贈】

新島襄と下村孝太郎 倜 儻不羈の事業家
志村和次郎/著 大学教育出版/発行
2008.10 11,225p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1591 号】

ぐんまの伝統食 第３回 伝統食のつどい記録集
(2008.2.29）
群馬の食文化研究会/発行
2008.2 25p 30cm
【受贈】

日本的基督教の探究 新島襄・内村鑑三・手島郁
郎らの軌跡
池永孝/著 竹林館/発行
2008.10 124p 18cm 800 円
（ 春秋新書 No.020 ）
【TRC 新刊案内 1592 号】

国立赤城青少年交流の家概要 ２００８年度
国立赤城青少年交流の家/発行
2008 15p 30cm
【受贈】
少年の主張中部地区大会
中部教育事務所/発行
2008 40p 30cm

道の風景 写真集
小林禎仁/著[･発行]
2008 196p B5 判変型
吉井町で撮影した写真を集めたもの
著者は吉井町在住
【上毛 10/3】
吉井町の境界を歩く
小林禎仁/著[･発行]
2008 156p Ａ 5 判変型
著者は吉井町在住

3 社会科学

消防概要 平成２０年度
伊勢崎市消防本部/発行
2008.8 92p 30cm

発表文集

第３０回
【受贈】

【受贈】

上毛モスリン株式会社史 －明治から大正にかけ
躍動した館林－
小堀直人/著･発行
2008.9 158p 21cm 800 円
著者は館林市在住
【受贈】

【上毛 10/3】

松籟百年 記念誌
桐生市境野養老会/発行
2008.10 212p 26cm
【受贈、日刊きりゅう 10/12】
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〔2008.11〕

税務概要 平成２０年度
渋川市総務部税務課・納税課/編集
渋川市/発行
2008.9 44p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
[桐生ファッションウイークパンフレット]
桐生ファッションウイーク実行委員会/発行
[2008.10]
【桐生ﾀｲﾑｽ 10/22】

【受贈】

高崎経済大学論集 第51巻第2号（通巻181号）
高崎経済大学経済学会/発行
2008.9 80p 26cm
【受贈】
犯罪概況書 平成１９年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課/発行
2008 223p 30cm
【受贈】
六十年の歩み
群専各６０周年
群馬県専修学校各種学校協会/発行
2008.3 73p 30cm

【受贈】

とーぶこども探検隊
'０８
東武鉄道/発行
2008 10p 21cm

【受贈】

こども版社会環境報告書

【受贈】

Ｌｏｃｏ Ｄｏｃｏ 創刊号
ユメックス/発行
2008.10
高崎･玉村周辺版、高崎･前橋周辺版 2 版の新聞
折込求人紙。毎週日曜発行【群馬よみうり 10/24】

4 自然科学
群馬県からのお知らせ
群馬県健康づくり財団・群馬県/発行
2008 二つ折 A3 判
脳死患者の臓器提供意思を家族に確認するため
のパンフレット
【上毛 10/5】
ぐんまのあ～そうなんだ
家族みんなでいただきます ぐんまの食と食育
カゴメ/編集･発行 群馬県/協力
2008.6 15p 26cm
【受贈】
群臨衛技会誌 通巻第４７巻第３号（２００８年）
群馬県臨床衛生検査技師会/発行
2008.9 30p 30cm
【受贈】
癩者の憲章 大江満雄ハンセン病論集
大江満雄/[著] 木村哲也/編 大月書店/発行
2008.9 308p 20cm 3200 円
大江氏は草津町の栗生楽泉園で詩作活動を指導
する。｢『草津の柵』序｣収録
【上毛 10/26】

〔2008.11〕

社会環境報告書 ２００８
東武鉄道/発行
2008 30p 30cm
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豚肉料理グルメマップ TONTONのまちまえばし
Version４
[前橋市にぎわい観光課/発行]
[2008.10] 38p 30cm
【受贈、朝日 10/18、毎日 10/23】

6 産業
駅

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

Station 昭和の駅の風景
吉野賢壱/写真 リイド社/発行
2008.10 142p 26cm 2381 円
両毛線に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1590 号】

あかぎ・風ラインミュージアムガイド 富弘から
夢二まで、美との出会い
あかぎ・風ライン研究会/発行
[2008.10] 20p A4 変形判
【桐生ﾀｲﾑｽ 10/29、上毛 11/1、群馬よみうり 11/7】

世界遺産フォーラム報告書 ｢富岡製糸場と絹産
業遺産群｣の世界遺産登録に向けて
群馬県企画部世界遺産推進室/発行
2008 30p 30cm
【受贈】

企画展 No.７８ 師・藤島武二～藤島武二の素
描と彼をめぐる画家たち～
大川美術館/発行
2008.10 47p 23cm
【受贈】

地方都市再生への提言 群馬の県都・前橋市をモ
デルとした地方都市再生論
久保原禅/著 上毛新聞社出版メディア局/発行
2008.9 74p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 3 ）
【TRC 新刊案内 1589 号】

新ぐんまカルタ 群馬再発見
ぐんまカルタ制作実行委員会/発行
2008

生活スリムかるた
前橋市消費生活啓発員の会/発行
2008.6【受贈、東京 10/30、読売 10/30、朝日 11/6】

農業土木遺産を訪ねて
安斎忠雄著 安斎宣伝研究室/編集･制作
土地改良建設協会/発行
2008.10 234p 27cm
雄川堰用水(甘楽町)についての記事あり【受贈】
前橋の農業 平成２０年度
前橋市/発行
2008.9 122p 30cm

【受贈】

創作こけしとその作家たち
渋川市・渋川市教育委員会/発行
[2008.10] 57p 長 A4 版 300 円 【上毛 10/29】
創立20周年記念誌
桐生市第１３区体育協会/発行
2008
【桐生ﾀｲﾑｽ 10/30】

【受贈】
高山かるた
高山村教育委員会/発行
2005.3

【上毛 10/6】

紡む(つむ) －紡錘車が語る多胡郡－
企画展
吉井町多胡碑記念館/発行
2008.9 65p 30cm

第３２回
【受贈】

永井潔画文集 絵と写真でたどる芸術の旅
永井潔/著 水沢武夫/編集 みずさわ画廊/発行
2008.10 127p 27cm 3000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1592 号】
版亭 創刊号
小方正法・岩佐なを・大野隆司/著･発行
2008.7 15 枚 21 × 16cm 24000 円
詩と版画の同人誌、小方氏は桐生市在住
【受贈、東京 10/18、上毛 10/22】
水と緑日本の原風景 Water and Forest:Primal
Landscapes of Japan
写真集
富山和子/著 家の光協会/発行
2008.10 89p 21 × 22cm 2800 円
太田市出土の鍬を担いだ埴輪の写真収録
著者は前橋市生まれ
【上毛 10/17、TRC 新刊案内 1589 号】
-5-

〔2008.11〕

那珂太郎－〈無〉の詩学－前橋文学館特別企画展
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2008.10 111p 26cm
【受贈】

8 語学

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １２
ゆかりひめがきえたの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2008.10 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1590 号】

9 文学
伊勢崎の川柳遺産ここにあり
秋山春海/編纂[･発行]
2008 59p B5 判
秋山氏は伊勢崎市在住

冬ざくら (七) あのころ あの日
伊勢崎自分史の会(伊勢崎市)/発行
2008.7 61p 21cm

【産経 10/8】

一回こっくり
立川談四楼/著 新潮社/発行
2008.9 186p 20cm 1400 円
著者は邑楽郡邑楽町生まれ
【TRC 新刊案内 1589 号】

ペーパー離婚
冨岡知世子/著 文芸社/発行
[2008.11] 152p 四六判 1200 円
著者は前橋市在住
【上毛 10/27】

思ひ草 現代詩歌作家による愛の詞華集
美研インターナショナル/発行
2008.2 125p 22cm 1000 円
津田和壽澄氏(創造学園大学客員教授)評論執筆
宮﨑嘉久氏(沼田市在住)の作品を収録 【受贈】
雲がスクランブルエッグに見えた日 詩集
塚越祐佳/著 思潮社/発行
2008.9 109p 21cm 2400 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1590 号】
桜の森の満開の下・白痴 他十二篇
坂口安吾/作 岩波書店/発行
2008.10 413p 15cm 760 円
（ 岩波文庫 31-182-2 ）
【TRC 新刊案内 1592 号】
真田昌幸 家康狩り ２
朝松健/著 ぶんか社/発行
2008.10 267p 15cm 676 円
（ ぶんか社文庫 あ-5-2 ）
【TRC 新刊案内 1590 号】
タッジーマッジーと三人の魔女
あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社/発行
2008.10 149p 21cm 1000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1591 号】
タラの木 詩と童話 第16号
おの･ちゅうこう生誕100年記念特集号
タラの木文学会/発行
2008.9 180p 21cm 1200 円【受贈、上毛 10/8】

〔2008.11〕

【受贈】
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満州の夕焼け雲
田端美恵子/著[･発行]
2008.10 231p 20cm 1500 円
著者は高崎市在住

【受贈】

典座和尚の精進料理 家庭で楽しむ110レシピ
高梨尚之/著 大泉書店/発行
2008.10 207p 21cm 1200 円
著者は沼田市永福寺住職
【上毛 10/28、TRC 新刊案内 1592 号】

県関係者の一般著作
エキゾ音楽超特急 完全版
サラーム海上/著
文化放送メディアブリッジ/発行
2008.10 223p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1592 号】

日本石巡礼
須田郡司/著 日本経済新聞出版社/発行
2008.10 221p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1592 号】

江戸三百藩大名100選 江戸時代の全国の大名を
一挙100名紹介!!
清水昇/著 リイド社/発行
2008.10 283p 15cm 524 円
（ リイド文庫 し-2-2 ）
著者は藤岡市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1591 号】

日本人沈没 紫文式“粋”マナー高座
柳家紫文/著 主婦と生活社/発行
2008.11 175p 19cm 950 円
（ プラチナ BOOKS ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1592 号】

江戸時代の哲学思想
柳沢南/著・発行
2008.9 912p 27cm
著者は元国立群馬工業高等専門学校教授【受贈】
覚えておこう応急手当 小さなけがの手当から命
を救うAEDまで
加藤啓一/監著 少年写真新聞社/発行
2008.10 79p 27cm 2100 円
（ ビジュアル版新体と健康シリーズ ）
【TRC 新刊案内 1590 号】

[プロフェッショナルCAEエンジニア養成講座]
ベリテ(太田市)/発行
2008.11
【ぐんま経済 10/23】
三浦梅園の哲学思想
柳沢南/著・発行
2008.9 1103p 27cm
著者は元国立群馬工業高等専門学校教授【受贈】

咬み合わせ不良の予防と治療 肩こり・頭痛から
不定愁訴まで
亀井琢正/著 農山漁村文化協会/発行
2008.9 199p 19cm 1300 円
（ 健康双書 ）
著者は丸橋全人歯科(高崎市)勤務
【ぐんま経済 10/23】
魏志倭人伝
田村孝/書写・発行
2008.7 30p Ｂ 5 判 3100 円
田村氏は伊勢崎市在住

「ひとり時間」のススメ
中山庸子/著 中経出版/発行
2008.10 221p 15cm 533 円
（ 中経の文庫 な-4-1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1589 号】

【上毛 10/1】

北一輝の革命 天皇の国家と対決し「日本改造」
を謀った男
松本健一/文 ふなびきかずこ/イラスト
現代書館/発行
2008.10 173p 21cm 1400 円
付属資料：録音ディスク(1 枚 12cm)
（ FOR BEGINNERS シリーズ 103 ）
松本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1592 号】
食べごろ摘み草図鑑 採取時期・採取部位・調理
方法がわかる
篠原準八/著 講談社/発行
2008.10 143p 18cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1591 号】
-7-

〔2008.11〕

視聴覚資料
魂の歌 (CD)
清水博正/歌 [テイチクレコード/発行]
2008.10 12 曲 2800 円
清水氏のファーストアルバム
清水氏は群馬県立盲学校高等部在学、渋川市在
住
【読売 10/16、東京 10/20】
なめんなよ なめ猫25周年記念ミニアルバム (CD)
ストロングマシン 2 号(村上真魚)/歌
ポニーキャニオン/発行
2008.10 6 曲 2100 円
村上氏は桐生市在住
【桐生ﾀｲﾑｽ 10/15】

電子資料
東武鉄道の踏切問題(電子版) 2005年3月15日に
竹の塚駅構内｢伊勢崎線第37号踏切｣で発生した死
傷惨事と、関連する諸問題の記録 (CD-ROM)
半沢一宣/著・発行
2008.10
【受贈】

〔2008.11〕
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