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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００８年 ８月分
No.２６１

飯塚西金井(いいづかにしかない)Ⅱ遺跡
店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2007.8 39p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 20(2008)年９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

幾山河 木村弘平七十六年のあゆみ
木村弘平/著[･発行]
2007.12 243p 21cm
著者は利根郡みなかみ町在住

・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。

殖蓮歴史散歩
星野正明/著[･発行]
2008 81p A4 判
著者は伊勢崎市在住【上毛 8/28、あみ～ご 9/13】

・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。

生原八反畠遺跡(おいばらはったんばたいせき)
宅地造成に伴う埋蔵文化財調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2007.8 39p 写真図版 12p 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。

邑楽郡千代田町 2008 08
ゼンリン/発行
2008.8 8,62,1p 39cm 9000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）

【購入】

太田地域の道とひと－道路誌と人物誌ものがたり
茂木晃/著[･発行]
2008 1500 円
太田市広報の連載記事などをまとめたもの
著者は太田市在住
【上毛 8/29】

０ 総記
渋川教学 堀口藍園 旧蔵書目録（渋川市立図書
館寄贈分）昭和48年整理収録分
小山宏/編集・発行
2008.8 21p 26cm
小山氏は渋川市在住
【受贈】
高崎市の図書館 平成２０年度要覧
高崎市立図書館/発行
2008.8 45p 30cm

【受贈】

元祖リベラリスト
本井康博/著 思文閣出版/発行
2008.7 8,247,9p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 5 ）
新島襄に関する入門書【TRC 新刊案内 1582 号】

【受贈】

虚心而成道（きょしんにしてみちなる）
右島和夫/著 右島和夫さんを囲む会/発行
2008 280p B6 判 1500 円
県文化財保護課・埋蔵文化財調査事業団などで
の調査研究を振り返る著作
著者は旧境町生まれ
【上毛 8/12】

1 哲学･宗教

桐生市 旧 桐生市 新里村 黒保根村 2008 08
ゼンリン/発行
2008.8 16,254,13p 39cm 15000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

門頭掲示伝道録
鶴牧信雄/著･発行
2008
著者は曹洞宗同聚院(伊勢崎市)住職
【いせさき 8/1】

群馬・山梨の力石
高島愼助/著 岩田書院/発行
2008.8 172p 22cm 3800 円
群馬県内の力石に関する記述あり
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【受贈】

〔2008.9〕

史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅷ－史跡
箕輪城跡内容確認調査報告書－
高崎市教育委員会/発行
2008.3 2 冊 付図 17 枚 30cm
本文編：395p
写真図版編：219p
【受贈】

棟高遺跡群(むなたかいせきぐん) 棟高水窪(む
なたかみずくぼ)Ⅱ・棟高辻の内(むなたかつじの
うち)Ⅳ遺跡 大型店建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 391p 写真図版 105p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

市内遺跡発掘調査報告書(しないいせきはっくつ
ちょうさほうこくしょ)
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 32p 30cm
【受贈】

棟高辻久保遺跡(むねたかつじくぼいせき)
店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 22p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

下佐野一本木遺跡(しもさのいっぽんぎいせき)
宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.5 28p 写真図版 4 枚 30cm
【受贈】

山名伊勢塚古墳(やまないせづかこふん) 前方後
円墳の確認調査 高崎市指定史跡山名古墳群確認
調査報告書(1)
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 192p 写真図版 62p 巻頭図版 12 枚
30cm
【受贈】

菅谷万年貝戸遺跡(すがやまんねんがいどいせき)
宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告
高崎市教育委員会/編集･発行
2007.12 22p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
高関東沖(たかぜきひがしおき)Ⅲ遺跡
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 9p 写真図版 5p 30cm

山名古墳群(やまなこふんぐん)群集墳の確認調査
高崎市指定史跡山名古墳群確認調査報告書(1)
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 189p 写真図版 47p
付図 1 枚 30cm
【受贈】

店舗建設
【受贈】

和田山古墳群(わだやまこふんぐん) 民間開発
(宅地造成)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 9p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

日本百名山登山ガイド 改訂新版 上
北海道・東北 北関東・尾瀬・日光
山と溪谷社/発行
2008.8 159p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1581 号】
八景の分布と最近の研究動向 －過去の景観評価
データ－
青木陽二・榊原映子/編 国立環境研究所/発行
2008.1 255p 30cm
群馬県・県内市町村の八景に関する記事あり
【受贈】
福島富士腰南遺跡(ふくしまふじこしみなみいせ
き) 介護施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2007.7 35p 写真図版 9p 30cm
【受贈】
保渡田中里前遺跡(ほとだなかざとまえいせき)
工場増設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 12p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
みなみやはたの歩み 大正・昭和・平成の郷土史
第８集 昭和の記録その２
南八幡郷土史会(高崎市)/編集･発行
2008.8 138p 26cm 【受贈、あみ～ご 9/13】

〔2008.9〕
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群馬県専修学校各種学校進学ガイド ２００９
群馬県専修学校各種学校協会/編集･発行
2008.6 87p 26cm
【受贈】

3 社会科学
あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ年報
平成１９年度
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
[2008.8] 28p 30cm
【受贈】

消防概要 平成２０年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部
/編集･発行
2008 76p 30cm
【受贈】

あんしんみ～つけた
NTT ドコモ群馬支店(前橋市)/発行
2008 36p A5 判
【上毛 8/29･9/1】
学校基本調査結果速報 平成２０年度
平成２０年５月１日現在
群馬県企画部統計課/発行
2008.8 19p 30cm

消防年報 平成２０年刊行
通信指令課/編集 高崎市等広域消防局/発行
2008.7 87p 30cm
【受贈】

【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（確報）
群馬県企画部統計課/発行
2008.4 15,[9]p 30cm
【受贈】
観光学研究 第７号
東洋大学国際地域学部/編集･発行
2008.3 175p 30cm

【受贈】

教育課程 平成２０年度
群馬大学教育学部附属幼稚園/発行
2008 88p 30cm

【受贈】

新制大学誕生の頃
群馬大学工学部CD科第2回生の想い出
桐福会/編集･発行
2008.8 247p 21cm

【受贈】

年報 ２００７（平成１９年度）
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2008.8 68p 30cm

【受贈】

文芸部門プログラム
第32回全国高等学校総合文化祭 ぐんま総文
[第 32 回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会事務局/編集･発行］
[2008.7] 42p 30cm
【受贈】
前橋市企業ガイドブック
前橋市商工部商工振興課/編集 前橋市/発行
2008.3 133p 30cm
前橋市内の 192 社を紹介
【受贈、上毛 8/14、東京 8/20】

教員の多忙を解消する
教員・学校・教育委員会ができる業務改善
群馬県教育委員会・社会経済生産性本部コンサ
ルティング部/編著 学事出版/発行
2008.8 191p 21cm 1900 円
群馬県の取組を紹介【TRC 新刊案内 1583 号】

前橋の市政概要 平成２０年度版
前橋市議会事務局/発行
2008 370p 30cm

桐生市議会会議録 平成２０年第１回定例会
平成２０年６月５日開会 平成２０年６月２０日
閉会
桐生市議会事務局/発行
2008 389,76p 30cm
【受贈】

【受贈】

幼児の発達を支える保育の在り方を探る～その４
～ 幼児の心をとらえる園庭の環境
平成１９年度 研究紀要
群馬大学教育学部附属幼稚園/発行
2008.5 150p 30cm
【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧
平成２０年４月１日現在
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2008.7 236p 30cm
【受贈】
群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２１年度
群馬県教育委員会/発行
2008 74p 30cm
【受贈】
群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２１年度
群馬県教育委員会/発行
2008 15p 30cm
【受贈】
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〔2008.9〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県立自然史博物館自然史調査報告書 第４号
Ⅰ外来生物調査 Ⅱ利根川・神流川の河川礫調査
Ⅲ山中層群の古生物学的研究
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2008.3 98p 30cm
【受贈】
高崎医学 第５８巻（平成１９年）
高崎市医師会学術委員会/編集
高崎市医師会/発行
2008.7 203p 26cm

【受贈】

フイールド・バイオロジスト
１７巻１号（２００８年６月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2008.6 24p 26cm

【受贈】

草木ダム３０年誌－水とみどりのふるさと
水資源機構・草木ダム管理所/発行
2008 34p A4 判
【上毛 8/23】
ぐんまの道 ２００８
群馬県県土整備部/発行
2008.8 折りたたみ 84 × 119cm

【受贈】

新幹線
小賀野実/写真・文
JTB パブリッシング/発行
2008.8 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 3 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1582 号】
全国五つ星の手みやげ 永久保存版
岸朝子/選 東京書籍/発行
2008.8 814p 20cm 2800 円
桐生市｢わびさびや｣等群馬県 12 店の記事あり
【桐生ﾀｲﾑｽ 8/27、TRC 新刊案内 1582 号】
登録有形文化財建造物目録 平成１９年１０月
[文化庁文化財部参事官(建造物担当)/発行]
2007.10 470p 30cm
群馬の登録有形文化財一覧あり
【受贈】
都市公園における利用と管理の評価構造に関する
研究
塚田伸也/著・発行
2008.8 184p 30cm
前橋市の公園に関する記述あり
著者は前橋市在住
【受贈】
はたらく自動車
小賀野実/写真・文
JTB パブリッシング/発行
2008.8 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 4 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1582 号】
[ランチマップ]
[伊香保温泉旅館協同組合青年部・榛名湖畔観
光協会青年部/発行]
2008 A3 判
伊香保温泉と榛名湖周辺の飲食店を紹介
【毎日 8/14】

〔2008.9〕
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

<CAP>… 日本航空JA8119墜落事故
花澤義巳化/著 技報堂出版/発行
2008.7 229p 26cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1582 号】

あしあと 第３号 創立３０周年記念誌
前橋ランナーズ３０周年記念誌編集委員会/編
前橋ランナーズ/発行
2008.6 101p 30cm
【受贈】

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
2008 44p 30cm

切り絵で見る新しい街の風景
首都圏・平成の変貌 画文集
日本切り絵百景館(川場村)/発行
2008 100p A4 判 2500 円 【あみ～ご 8/9】

平成１９年度

群馬の農業 平成２０年度
群馬県農政部農政課/編集･発行
2008 40p 30cm

【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第２９回 会期：８月１７日～３０日
１８世紀の音楽～バロックからクラシックへ
関信越音楽協会/発行
2008 100p 26cm
【受贈】

【受贈】

国土調査のあらまし 平成２０年度版
群馬県農政部農村整備課・群馬県国土調査推進
協議会事務局/発行
2008.8 28p 30cm
【受贈】
上州小軍鶏 1941年8月1日国指定
吾妻ちゃぼ
小山宏著・発行
2008.8 37p 14 × 19cm
著者は渋川市在住

群馬県立伊勢崎東高等学校ラグビー部閉校記念誌
群馬県立伊勢崎東高等学校ラグビー部閉校記念
誌刊行委員会/発行
2008.1 79p 30cm
【受贈】

天然記念物・

ケイビングジャーナル №３３
ケイビングジャーナル編集委員会/編集
日本洞窟学会/発行
2008.8 57p 30cm 600 円
『前人未踏の竪穴に挑む 昭和 37 年群馬県上
野村｢不二穴(現：不二洞)｣探検』収録【受贈】

【受贈】

昭和初期における貯水池築造と入会的養魚権の調
整問題 －群馬県藤岡市矢場池の事例－
関口覺・増井好男/著[･発行]
2007.10 167 ～ 187p 26cm
『地域漁業研究』第 47 巻第 2,3 号の抜き刷り
関口氏は藤岡市在住
【受贈】

高校野球甲子園-名投手物語 球史に残る感動の
熱投
鈴木俊彦/著 心交社/発行
2008.8 269p 19cm 1600 円
斎藤佑樹投手(群馬県生まれ)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1581 号】

日本鉄道旅行地図帳 全線・全駅・全廃線 3号
関東 1
今尾恵介/監修 新潮社/発行
2008.7 44p 26cm 648 円
（ 新潮「旅」ムック ）
【群馬建設 8/8】

甲子園熱闘伝説 王貞治から斎藤佑樹まで
西宮野球倶楽部/編 双葉社/発行
2008.8 231p 19cm 476 円
斎藤佑樹投手は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1582 号】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien
第６４号～第７２号
ディー・プラス/編集
草津温泉フットボールクラブ/発行
2008 [4p] 30cm

【受贈】

淡彩・木洩れ日の草花たち
浅見明子/著 日貿出版社/発行
2008.8 109p 26cm 2000 円
著者はギャラリー「木洩れ日館」(勢多郡富士
見村)を開館
【TRC 新刊案内 1582 号】
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〔2008.9〕

長楽寺いろはかるた
小此木実次/文言・監修 山鹿富久/絵
長楽寺(太田市)/企画・発行
2005.4 1 セット 解説書 1 冊[16p] 【受贈】

歌人江口きち その境涯と作品
山口益之/著[･発行]
2008 260p 四六判
著者は太田市在住

中之条町の石造物
中之条町教育委員会/発行
2008.3 211p 30cm 2000 円 【受贈、上毛 9/3】

風と虹 川柳句集
宮地孟至/著・発行
2008.8 135p 22cm
著者は桐生市在住

文学カルタ 全国の高校生が作る
第32回全国高等学校総合文化祭文芸部門大会
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/発行
2008.7 1 セット 解説書 1 枚
【受贈】
水と緑と詩の街まえばしを描く
山中のり子/著・発行
2008 12 枚 800 円
山中氏は前橋市在住

【受贈、上毛 8/22】

九峰集 伍陸篇
高橋道斎/著 須賀昌五/訓釈・発行
2008.8 68p 22cm
須賀氏は草津町在住

【受贈】

群馬の夭折の詩人たち
久保田穣/著・発行
ノイエス朝日企画編集部/編集
2008.7 296p 19cm 3500 円
著者は桐生市生まれ

【受贈】

絵はがきセット
【上毛 8/26】

ことばにのせて 全国学生俳句英訳秀句選
日航財団/編集 ブロンズ新社/発行
2008.6 285p 19cm 1500 円
応募当時群馬県在住の 8 人の作品収録
【上毛 8/6】

8 語学

師匠!
立川談四楼/著 ランダムハウス講談社/発行
2008.8 275p 15cm 640 円
（ ランダムハウス講談社文庫 た 5-2 ）
著者は邑楽郡邑楽町生まれ
【TRC 新刊案内 1582 号】

9 文学

死の冬
桜井二郎(北村秋馬)/著
2008 160p 四六判
引き揚げ体験記
著者は富岡市在住

青き上に 榛名・伊香保文学紀行
群馬県立土屋文明記念文学館/編集[･発行]
2008 336p B6 判 2200 円
榛名山や伊香保が登場する文学作品を収録。
竹久夢二・土屋文明・徳富蘆花・萩原朔太郎・
村上鬼城等の作品あり
【上毛 8/20】
一日暮らし
金谷常平/著[･発行]
2008 280p B5 判 1050 円
著者は渋川市在住

【上毛 8/25】

文芸社/発行
【上毛 8/23】

写真俳句のすすめ
森村誠一/著 朝日新聞出版/発行
2008.8 267p 15cm 1000 円
（ 朝日文庫 ）
256p･262p に志水芯氏(高崎市在住)の作品収録
【受贈】

【上毛 8/27】

一塊の風 宮澤燁歌集
宮澤燁/著 短歌研究社/発行
2008.8 189p 20cm 1381 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 8/21】

須賀楠舟漢詩集
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2008.8 83p 22cm
須賀氏は草津町在住

おいしいなぞなぞ
片山令子/作 久本直子/絵 教育画劇/発行
2008.7 [32p] 18 × 18cm 850 円
片山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1583 号】

ともに生きる ２ 難病療養者とその家族の手記
群馬県難病相談支援センター/発行
2008.6 85p 21cm
【受贈】

〔2008.9〕
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【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ９
そらをとんだいちりん車の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2008.7 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1581 号】

県関係者の一般著作
いのちを救う先端技術 医療機器はどこまで進化
したのか
久保田博南/著 PHP 研究所/発行
2008.9 219p 18cm 720 円
（ PHP 新書 540 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1583 号】

陽なた坂 詩集
飯島章/著 榛名まほろば出版/発行
2008 1680 円
著者は前橋市在住
【上毛 8/21、TRC 新刊案内 1584 号】

皇統保守
竹田恒泰・八木秀次/著 PHP 研究所/発行
2008.8 229p 20cm 1500 円
八木氏は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 1582 号】

文芸部門作品集 第32回全国高等学校総合文化祭
第 32 回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会事務局/編集･発行
2008.7 292p 30cm
【受贈】

自分で作る本作り教室
佐々木金義/著・発行
2008.7 265p 21cm 3000 円
著者は渋川市在住

未在Ⅰ 句集
関口ふさの/著 あさを社/発行
2008.7 258p 20cm
著者は群馬県俳句作家協会長、高崎市在住
【受贈、上毛 8/26】

少年野球「コーチ術」のすべて 子どもの力がグ
ングン伸びる
本間正夫/著 主婦の友社/発行
2008.8 191p 21cm 1300 円
（ 主婦の友ベスト BOOKS ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1581 号】

昔のミセス
金井美恵子/著 幻戯書房/発行
2008.8 229p 20cm 1900 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1581 号】
やわら陽 歌集
坂梨道子/著・発行
2008.8 155p 22cm
著者は前橋市在住

【受贈】

素敵なマイホーム住みよくリフォームお宅訪問
家康工房(前橋市)/発行
2008
【ぐんま経済 8/28】
成年後見制度－高齢社会の新常識－
谷口聡/著 水山産業株式会社出版部/発行
2008.2 149p 19cm
著者は高崎経済大学卒業
【受贈】

【受贈】

ラブの贈りもの 盲導犬誕生物語 改訂版
登坂恵里香/作 汐文社/発行
2008.8 135p 22cm 1400 円
登坂氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1583 号】

専業主婦の私が1億円社長、ダンナが専務! カリ
スマ大家さんが明かす「新・夫婦起業」のススメ
鈴木ゆり子/著 ダイヤモンド社口
2008.7 232p 19cm 1429 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1582 号】

新入社員(ルーキー)は、会社のオモチャじゃな
い！
山神明智/著 文芸社/発行
2008.9 127p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

幕末維新の文人と志士たち
徳田武/著 ゆまに書房/発行
2008.7 253p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1582 号】
不良のタオ 無極山荘の仙人が教えた「老子」
安部英樹/著 講談社/発行
2008.8 250p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1581 号】
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〔2008.9〕

プロが教える子育て世代の家づくり
小暮徳行/著 エル書房/発行
2008.7 205p 19cm 1300 円
著者は太田市にある工務店社長
【群馬建設 8/13、TRC 新刊案内 1581 号】

視聴覚資料
心旅(こころたび) (CD)
安原清次/詞 丸山栄吉/歌 安原カヨ子/発行
2008
安原カヨ子氏は渋川市在住、亡夫昉氏を題材に
した曲
【上毛 8/14】

ベテラン技術者が教える機械加工現場ノウハウ
100選
斎藤勝政・酒庭秀康・渡辺強/著
日刊工業新聞社/発行
2008.7 8,201p 21cm 2200 円
斎藤氏は(株)ぐんま産業高度化センター元代表
取締役社長
酒庭氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1581 号】

さすらいの剣 (CD)
城山のぼる/詞 南浩二/曲 下田敏江/歌
城山のぼる/発行
2008
上泉伊勢守信綱の生涯を歌にしたもの
城山氏は甘楽町在住
南氏・下田氏は前橋市在住
【上毛 8/2】

牧民の思想 江戸の治者意識
小川和也/著 平凡社/発行
2008.8 390p 20cm 2800 円
（ 平凡社選書 229 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1583 号】

故郷の祭り (CD)
金子のぼる/詞・曲・歌 キングレコード/発行
[2008]
金子氏は桐生市在住
【日刊きりゅう 8/24】

丸山眞男八・一五革命伝説 増補・新版
松本健一/著 辺境社/発行
2008.7 285p 20cm 2300 円
（ 松本健一伝説シリーズ 6 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1581 号】

私はピエロ 虹色のクレヨン (CD)
心奏(らら)/詞･曲（虹色のクレヨン)
心奏/歌
2008.7 1050 円
渋川市生まれ心奏氏のデビュー CD【上毛 8/7】

電子資料

〔2008.9〕
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