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2 歴史･伝記･地理

−群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報−
２００８年 ４月分
No.２５７

浅間・白根・志賀さわやか街道 日本風景街道
№３ ２００８・春／夏号
浅間・白根・志賀さわやか街道協議会/発行
2008.4 [3p] 30cm
【受贈、上毛 4/9】

発行日
発 行

平成 20(2008)年 5 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

一地区一自慢 平成１９年度
前橋市政策部政策課/編集 前橋市/発行
2008.3 37p 21cm
【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。

宇津野・有瀬遺跡(うつの・ありせいせき)
渋川市教育委員会/編集･発行
2008.3 15p 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。

温泉主義
横尾忠則/著 新潮社/発行
2008.2 220p 22cm 3200 円
草津温泉・伊香保温泉についての記事あり
【購入、上毛 4/6】

・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。

[観光マップ]
甘楽町観光協会/発行
2008 三つ折り A3 判

関東周辺いま評判の泊まりたい宿600軒
成美堂出版/発行
2008.5 159p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）【TRC 新刊案内 1566 号】

０ 総記

ＣＡＯ！(キャオ)吾妻 吾妻観光情報マガジン
第10号(2008) 巻頭特集・日本ロマンチック街道
を行く 吾妻の温泉
上毛新聞社出版局・吾妻広域町村圏振興整備組
合/発行
2008.4 104p 28cm 800 円
【寄贈、上毛 4/17･19、TRC 新刊案内 1566 号】

群馬新百科事典 The gunma neo encyclopedia
上毛新聞社/発行
2008.3 54,899p 31cm 16191 円
群馬の自然・歴史・文化・経済・政治・民俗・
教育・スポーツ・医療などについて 6000 項目
余を掲載
【TRC 新刊案内 1564 号】
双文 第２５号
群馬県立文書館/編集･発行
2008.3 117p 21cm

【上毛 4/11】

群馬おでかけ情報 2008
ニューズ・ライン/発行
2008.3 154p A4 変形判 980 円
【上毛 4/11、あみ〜ご 4/26】

【受贈】

1 哲学･宗教

群馬観光総合要覧 ２００８年版
群馬県観光国際協会/編集･発行
2008.3 441p 26cm

【受贈】

ぐんま史料研究 第25号
群馬県立文書館/編集･発行
2008.2 133p 21cm 850 円

【受贈】

ぐんまにおもてなしのトイレあります。
群馬県/発行
2008 31p 30cm
｢ぐんまビジタートイレ｣ 103 カ所と周辺の観光
地を紹介
【日経 4/9】
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〔2008.5〕

史跡瀧沢石器時代遺跡(しせきたきざわせっきじ
だいいせき) 平成９・10年度内容確認調査に伴
う発掘調査報告書
渋川市教育委員会/発行
2 冊 2008.1 30cm
第 1 分冊：Ⅰ 351p 写真図版 28p
第 2 分冊：Ⅱ 292p 写真図版 61p
【受贈】

渋川市北橘地区埋蔵文化財分布地図 渋川市北橘
地区埋蔵文化財詳細分布調査報告書
渋川市文化財調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2008.3 85p 写真図版 7p 30 × 42cm【受贈】
渋沢栄一と<義利>思想 近代東アジアの実業と教
育
于臣/著 ぺりかん社/発行
2008.3 306p 20cm 3800 円
【TRC 新刊案内 1565 号】

史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅰ
平成11年度調査概要報告
箕郷町教育委員会/発行
2000.3 28p 30cm
【受贈】

下遠原遺跡A・C区(しもとうはらいせき)
平成3年(1991)農産物直売所建設に伴う発掘調査
A区 平成3年(1991)歴史民俗資料館建設に伴う発
掘調査C区報告書
縄文時代前期集落 縄文時代中期集落 弥生時代
〜古墳時代前期集落
渋川市教育委員会/編集･発行
2008.3 95p 写真図版 51p 30cm
【受贈】

史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅱ
平成12年度調査概要報告
箕郷町教育委員会/発行
2001.3 26p 30cm
【受贈】
史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅲ
平成13年度調査概要報告
箕郷町教育委員会/発行
2002.3 24p 30cm
【受贈】

上信電鉄沿線みどころマップ 改訂版
西部県民局富岡行政事務所/発行
2008 A3 判
【上毛 4/7】

史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅳ
平成14年度調査概要報告
箕郷町教育委員会/発行
2003.3 31p 30cm
【受贈】

石造不動明王立像 鎌倉時代から、地元の厚い尊
崇が伝える、｢宮田のお不動様｣
渋川市教育委員会/発行
[2008] 三つ折り 21 × 30cm
【受贈】

史跡箕輪城跡(しせきみのわじょうあと)Ⅴ
平成15年度調査概要報告
箕郷町教育委員会/発行
2005.3 26p 30cm
【受贈】
市内遺跡Ⅰ(しないいせき)
渋川市教育委員会/編集･発行
2008.3 104p [写真図版 22p]

高崎市住宅明細図 北 20年版 ＪＲ信越本線・
上越線以北 地籍版 改訂第18版
刊広社/発行
2008.4 18,562,44p 37cm 26381 円
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

30cm 【受贈】
高崎市住宅明細図 南 20年版 ＪＲ信越本線・
上越線以南 地籍版 改訂第18版
刊広社/発行
2008.4 18,568,75p 37cm 28286 円
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

市内遺跡１５(しないいせき)
半田剣城遺跡i地点 半田剣城遺跡j地点 半田薬
師遺跡L地点 半田南原Ⅱ遺跡 行幸田辻原Ⅱ遺
跡 有馬金石遺跡 石原西浦Ⅲ遺跡
渋川市教育委員会/編集･発行
2002.3 120p [写真図版 26p] 30cm 【受贈】

館林市内遺跡発掘調査報告書 平成19年度各種開
発に伴う埋蔵文化財調査
館林市教育委員会文化振興課文化財係/編集･発
行
2008.3 28p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

市内遺跡１８(しないいせき)
半田中原Ⅱ遺跡 半田薬師遺跡N地点 石原西浦
Ⅴ遺跡 石原西浦Ⅵ遺跡 坂之下Ⅱ遺跡 諏訪ノ
木Ⅹ遺跡 有馬中井Ⅱ遺跡
渋川市教育委員会/編集･発行
2005.3 63p 30cm
【受贈】
市内遺跡１９(しないいせき)
渋川市教育委員会/編集･発行
2006.3 62p 30cm

〔2008.5〕

統計・資料で見る日本地図の本 ３
北関東・甲信越
こどもくらぶ/編 岩崎書店/発行
2008.4 51p 29cm 3200 円
【TRC 新刊案内 1565 号】

【受贈】
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東京陸軍被服本廠・朝霞作業所(東京陸軍被服支
廠)の疎開について −太平洋戦争開戦から終戦
処理まで−
中村哲/著･発行
[2008.3] 21p 26cm
『文化財研究紀要』第 21 集の抜き刷り
国定作業所(伊勢崎市)、安中支庫(安中市)の記
事あり
【受贈】

横野地区遺跡群Ⅷ 見立八幡遺跡(よこのちくい
せきぐんⅧみたちはちまんいせき)
平成18年度県営農村振興総合整備事業横野地区に
係る埋蔵文化財発掘調査報告書 −縄文時代前期
・後期集落、終末期古墳の調査−
渋川市教育委員会/発行
2008.3
138p 写真図版 50p 30cm 【受贈】
るるぶ草津伊香保四万軽井沢 '09
JTB パブリッシング/発行
2008.4 135p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1564 号】

のんびり行こう!関東山歩きガイド 自然を満喫
しながら歩く厳選50コース
旬の山愛好会/著 メイツ出版葉
2008.4 144p 21cm 1500 円
荒船山・一ノ倉沢出合などの記事あり
【TRC 新刊案内 1565 号】

るるぶナビ関東ドライブ これは使える!充実地
図とガイドで楽々走行
JTB パブリッシング/発行
2008.4 195p 28cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1565 号】

花めぐり ぐんま花の名所150選
上毛新聞社出版メディア局/発行
2008.4 173p 19cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1566 号、上毛 4/6】

歴史を秘めた新田の湧水地
太田市環境部環境政策課/発行
2008.3 16p 21cm
【受贈、上毛 4/16】

はるかなる尾瀬を永遠に〜尾瀬を守り、育む、伝
える〜
尾瀬林業/編[･発行]
[2008] 14p A4 判
【上毛 4/30】

わがまち案内人 渋川広域ガイドの会
群馬県渋川行政事務所/発行
2008 14p 26cm
｢渋川旅先案内人｣｢伊香保温泉観光ガイドの会
(遊友)｣｢白井宿観光(光)案内人の会｣｢北たちば
なふるさとガイドの会｣｢渋川フラワーガイドの
会｣を紹介
【受贈、上毛 4/17、読売 4/18】

評伝高野長英 1804-50
鶴見俊輔/著 藤原書店/発行
2007.11 422p 20cm 3300 円
境町の蘭方医村上随憲、中之条町の鍋屋旅館主
人田村八十七、沢渡温泉の蘭学医福田宗禎、吾
妻横尾(現中之条町)の高橋景作に関する記事あ
り
【朝日 4/22】

わたらせコンシェルジュ わたらせ渓谷鐵道沿線
ガイドマップ
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会/発行
[2008.3] 折りたたみ 30 × 44cm
【受贈、あみ〜ご 4/5】

ふれて遊んで通りゃんせ
渋川・伊香保ネットワーク/発行
2008 折りたたみ
加盟する異業種の 129 店を紹介
【朝日 4/22、上毛 4/22】

わたらせふるさと散策マップ 群馬発
〜小夜戸(さやど)編〜
[わたらせ渓谷鉄道連絡協議会/発行]
[2008.3] [2p] 21 × 30cm
【受贈、あみ〜ご 4/5】

BOØ WY STORY 大きなビートの木の下で
紺待人/著 ソニー・マガジンズ/発行
2008.4 277p 18cm 900 円
（ ソニー・マガジンズ新書 M001 ）
BOØWY の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松は高
崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1567 号】

わたらせふるさと散策マップ 群馬発
〜沢入(そうり)編〜
[わたらせ渓谷鉄道連絡協議会/発行]
[2008.3] [2p] 21 × 30cm
【受贈、あみ〜ご 4/5】

暴虐行政反則火葬場誘致反対哀史（全国初）
唐沢豊米蔵/著
中之条町一区火葬場誘致反対期成同盟/資料提
供･発行
2003 178p 22cm
【受贈】

わ鐵ぶらり旅
みどり市/発行
2008 8p A4 判
わたらせ渓谷鉄道沿線の名所を紹介【上毛 4/30】
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〔2008.5〕

ぐんまの健康福祉 ２００８
群馬県健康福祉部健康福祉課/編集･発行
2008.4 18p 30cm
【受贈】

3 社会科学
かじかの里学園修園文集 かじか文集 第16期生
かじかの里学園文集委員会/編集
山のふるさと合宿かじかの里学園(多野郡上野
村)/発行
2008.3 88p 26cm
【受贈、上毛 4/26】

群馬の県民経済計算 平成17年度
群馬県総務部統計課/編集･発行
2008.3 59p 30cm

けやき №20 第20号記念特集号
特集再生への提言〜輝く明日のために〜
群馬市民大学講座/発行
2008.3 66p 26cm 500 円
【受贈】

上三原田の歌舞伎舞台 世界でも類を見ない特殊
舞台機構をもつ日本唯一にして最古の常設農村歌
舞伎舞台
渋川市教育委員会/発行
[2008] 三つ折り 21 × 30cm
【受贈】
関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第１６集
関東学園大学 Liberal Arts 刊行委員会/編集
関東学園大学/発行
2008.3 123p 26cm
【受贈】
関東学園大学法学紀要 第31号（第17巻第1号・
第２号合併号）
関東学園大学紀要編集担当/編集
関東学園大学法学部/発行
2008.3 147p 21cm
【受贈】
桐生市基本構想審査特別委員会記録
平成19年12月3日〜平成19年12月7日
桐生市議会事務局/発行
[2008] 123,33p 30cm

研究の記録 平成１９年度
伊勢崎市教育研究所/発行
[2008.3] [102p] 30cm

【受贈】

研修講座案内 平成２０年度
群馬県総合教育センター/発行
2008.3 108p 30cm

【受贈】

[交通安全防犯マップ]
県立藤岡中央高校/発行
2008

【上毛 4/21】

困ったときの家庭支援ハンドブック
NPO 法人市民メディアぺぱーみんとかんぱに
ー(前橋市)/編集･発行
2008.3 80p 30cm 【受贈、ぐんま経済 4/10】

【受贈】

知っておきたい緊急時の対応
〜テロや武力攻撃への備え〜
群馬県総務部危機管理室/発行
2008 [3p] 30cm

近代英国社会史序説 歴史叙述の作法における19
世紀と20世紀
伊藤栄晃/著 関東学園大学/発行
2008.3 402p 21cm
（ 関東学園大学研究叢書 17 ）
【受贈】
くらしのガイド市民便利帳
館林市/発行
2008 36p A4 判

【受贈】

【受贈】

渋川市総合計画
やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち
企画部企画課/編集 渋川市/発行
2008.4 185p 30cm
【受贈】

2008年度版
【上毛 4/18】

首都圏高校受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2009年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2008.4 1567p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1566 号】

群馬県建設事業計画書 平成20年度
日本工業経済新聞社前橋支局/編集･発行
2008 314p 巻末付属資料[43p] 26cm
【購入、群馬建設 4/11】
ぐんま青少年基本調査報告書 第5回
平成19年9月現在
群馬県健康福祉部青少年こども課/発行
2008.2 123p 30cm
【受贈】

首都圏中学受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2009年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2008.4 805p 21cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1566 号】

[ぐんま総文 上州に舞え創造の風] (PRブック)
第 32 回全国高等学校総合文化祭群馬大会(ぐん
ま総文)県実行委員会/発行
2008
【上毛 4/17】

松韻 群馬県高等学校長協会会誌
第３０号 平成１９年度
群馬県高等学校長協会/発行
2008.3 131p 26cm

〔2008.5〕
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【受贈】

少年非行 平成１９年の
群馬県警察本部/発行
2008 [4p] 30cm

新島学園短期大学紀要 第２８号
新島学園短期大学/発行
2008.3 172p 26cm

【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要
第６巻第２号（通算第５８号）
上武大学ビジネス情報学部/発行
2007.12 82p 26cm

【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要
第６巻第３号（通算第５９号）
上武大学ビジネス情報学部/発行
2008.3 105p 26cm

【受贈】

４ｕ(フォー・ユー)
Vol.１
群馬大学研究・知的財産戦略本部群馬大学
TLO/編集[･発行]
[2008.3] 210p 30cm
群馬大学・茨城大学・宇都宮大学・埼玉大学の
主な研究室を紹介
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 4/10】
藤岡市総合計画 第4次 ２００８−２０１７
市民が創り輝くやさしい藤岡 藤と冬桜が織りな
す幸せ実感のまちづくり
藤岡市/発行
2008.3 186p 30cm
【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第７号（２００８）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2008.3 238p 26cm
【受贈】

藤岡市総合計画 第4次 ２００８−２０１７
市民が創り輝くやさしい藤岡 藤と冬桜が織りな
す幸せ実感のまちづくり (概要版)
藤岡市/発行
[2008.3] 13p 30cm
【受贈】

玉村町町制５０周年記念誌
〜たたえよう50年はばたこう未来へ〜
玉村町/発行
2008.3 72p 30cm
【受贈、上毛 5/6】
地域政策研究 第１０巻第４号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2008.3 101p 26cm
定例市議会議案書 平成２０年第１回
（予算議案を除く第１次送付分）
前橋市/発行
2008 101p 30cm
定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2008 3p 30cm

平成２０年第１回

定例市議会議案書
（第３次送付分）
前橋市/発行
2008 4p 30cm

平成２０年第１回

【受贈】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2008.3 102p 30cm

第11号
【受贈】

【受贈】
前橋市各会計補正予算及び同説明書
３月補正予算議案及び同説明書
前橋市/発行
2008 381p 30cm

平成19年度

前橋市各会計補正予算及び同説明書
予算議案及び同説明書
前橋市/発行
2008 533p 30cm

平成20年度

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】
前橋市各会計補正予算の概要 平成１９年度
３月補正予算説明資料（平成２０年第１回定例市
議会）
前橋市/発行
2008 17p 30cm
【受贈】

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２０年第１回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2008 39p 30cm
【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第５７号
前橋市小中学校校長会/発行
2008.3 70p 21cm

前橋市総合計画 第六次 生命都市いきいき前橋
前橋市政策部政策課/編集 前橋市/発行
2008.3 141p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２０年第１回
（第２次送付分）（議案第４３号関係）
前橋市/発行
2008 9p 30cm
【受贈】
富岡市勢要覧 ２００８
人と自然と歴史が織りなす豊かなまち
富岡市/発行
2008.2 28p 資料編 20p 30cm

【受贈】

前橋市総合計画 第六次 普及版
ｍａｅｂａｓｈｉ的生活
前橋市政策部政策課/編集 前橋市/発行
2008.3 19p 30cm
【受贈】

とみおか
【受贈】
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〔2008.5〕

前橋市当初予算市長説明
前橋市/発行
2008 19p 30cm

平成２０年度当初予算

群臨衛技会誌 通巻第４７巻第１号（２００８年）
群臨衛技会誌編集委員会/編集
群馬県臨床衛生検査技師会/発行
2008.3 56p 30cm
【受贈】

【受贈】

みどり市総合計画 平成20年度−平成29年度
輝くひと輝くみどり豊かな生活創造都市
総務部企画課/編集 みどり市/発行
2008.3 191p 30cm
【受贈】
四十周年記念誌
太田ユネスコ協会/発行
2008 130p A5 判

こころの健康センター所報 第１８号
２００６年度（平成１８年度）
群馬県こころの健康センター/編集･発行
2008.1 82p 30cm
【受贈】
[重粒子線治療施設パンフレット]
群馬県観光物産課/発行
2008 4p 30cm
2009 年度中に開設予定の重粒子線治療施設を
中国語で紹介
【受贈、上毛 4/13】

【上毛 4/4】

わかりやすい予算書 平成２０年度版
今年の予算は直球勝負。
企画財政課・広報国際課/編集 大泉町/発行
2008.4 31p 29cm
【受贈】

高崎市医師会六十年史
高崎市医師会六十年史編集委員会/編集
高崎市医師会/発行
2008.3 691p 27cm
【受贈】
利根生物談話会報 第１２７号 発足50周年記念
利根生物談話会(沼田市)/発行
2008.2 41p 26cm
【受贈】

4 自然科学

みんなのけんこうカレンダー
桐生市/発行
2008
【日刊きりゅう 4/17】

赤城姫 第２０号
赤城姫を愛する集まり(前橋市)/発行
2008.3 101p 26cm
【受贈】

薬務行政概要 平成１９年版（平成１８年度）
群馬県健康福祉部薬務課/発行
2008.3 99p 31cm
【受贈】

感染症発生動向調査報告書
平成１９年（２００７年）
群馬県感染制御センター(群馬県衛生環境研究
所)/編集･発行
2008.3 48p 30cm
【受贈】
群馬県医療費適正化計画
群馬県/編集･発行
2008.3 60p 30cm

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書 33
良好な自然環境の調査
群馬県自然環境課/編集･発行
2008.3 270p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県歯科医学会雑誌 vol.１２
群馬県歯科医学会/発行
2008.3 80p 30cm

２００８
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県食品安全基本計画
群馬県/発行
[2008.4] 120p A4 判

２００８−２０１０

群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2008 37p 30cm

平成１９年（２００７）

680 円

ぐんま昆虫の森年報 平成１８年度
群馬県立ぐんま昆虫の森/発行
2008 45p 30cm

〔2008.5〕

【上毛 4/28】

【受贈】

おおいずみ食の祭典 大泉町食べ歩きマップ2008
大泉町商工会/発行
2008 63p 15cm
【受贈、上毛 4/19】
群馬県建設名鑑 平成20・21年度版
日本工業経済新聞社前橋支局/編集･発行
2008.4 478p 26cm 25000 円
【購入、群馬建設 4/11】

【受贈】
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工務店カタログ すみかくらぶ ２００８
素敵な住空間を届けます 地元の工務店で建てる
信頼の家
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2008.3 85p 30cm
【受贈、上毛 4/10】
新田地域湧水地保全整備事業
告書 平成17年度
太田市/発行
2008.3 89p 30cm

6 産業
群馬農林水産統計年報
第５４次（平成１８年〜平成１９年）
関東農政局群馬農政事務所統計部/編集･発行
2008.3 198p 30cm
【受贈】

調査・分析業務報

ぐんまの園芸 グッドぐんまの新鮮野菜 2008
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2008.3 16p 30cm
【受贈】

【自館作成】

はたらくじどう車スーパーずかん １
しょうぼう車 町や人をまもるじどう車 1
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2008.4 31p 27cm 2200 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1564 号】

ぐんまのおすすめサービス 平成１９年度
群馬県産業経済部商政課/発行
2008.3 67p 21cm 【受贈、ぐんま経済 4/10】
ぐんまの土地改良記念碑
ぐんまの土地改良記念碑編集委員会/編集
群馬県土地改良技術者会/発行
2008.3 368p 31cm
【受贈】

はたらくじどう車スーパーずかん ２
パトロールカー・きゅうきゅう車 町や人をまも
るじどう車 2
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2008.4 31p 27cm 2200 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1564 号】

計量モニタ−報告書 平成１９年度
群馬県計量検定所/発行
2008.2 25p 30cm

【受贈】

指定試験事業の歩み −80周年を記念して−
指定試験協議会/編集･発行
2008.3 194p 31cm
群馬県農業技術センターでの小麦育種・こんに
ゃく育種に関する記事あり
【受贈】

はたらくじどう車スーパーずかん ３
ブルドーザー・パワーショベル こうじげんばで
はたらくじどう車
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2008.4 31p 27cm 2200 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1564 号】

渋川地区の名産品
渋川地区物産振興協会/発行
2008 [28p] 21cm
【受贈、毎日 4/10】

はたらくじどう車スーパーずかん ４
バス トラック 人やものをはこぶじどう車
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2008.4 31p 27cm 2200 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1564 号】

上州の食材 玄
群馬県農政部農政課/編集･発行
2008 23p 30cm
群馬県産の農畜産物を紹介

【上毛 4/21】

ＳＨＩＮ−ＫＡ(しんか)２００８
日本の布づくりの創造性を伝える
中小企業基盤整備機構/発行
2008 63p 30cm
桐生旧金谷レース工業・ファブテックス・松井
ニット技研・朝倉染布についての記事あり
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 4/5】

はたらくじどう車スーパーずかん ５
せいそう車・いどうとしょかん車 くらしをささ
えるじどう車
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2008.4 31p 27cm 2200 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1564 号】

ＳＨＩＮ−ＺＵＩ(しんずい)
繊維製造業 挑戦の軌跡
中小企業基盤整備機構/発行
2008.3 126p 30cm
桐生の小林当織物・佐啓産業・フジレースにつ
いての記事あり
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 4/5】

豚肉料理グルメマップ TONTONのまちまえばし
Version3
[前橋市にぎわい観光課/発行]
[2008.4] 38p 30cm
【受贈、上毛 4/15、あみ〜ご 4/26】
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〔2008.5〕

世界遺産へ 赤岩の地域づくり
シルクカントリー群馬シンポジウム
群馬県企画部世界遺産推進室・フィールドミュ
ージアム｢ 21 世紀のシルクカントリー群馬｣推
進委員会/発行
2008.3 38p 30cm
【受贈】
地価公示 平成２０年
国土交通省土地鑑定委員会/発行
2008.3 864p 30cm
123 〜 134p に群馬県の記事あり
地価公示標準地の付近案内図 群馬県
[国土交通省/発行］
[2008.3] 123 〜 159p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
赤城山物語 画文集 切り絵
群馬県切り絵同好会プロジェクトチーム/切り
絵 石田利夫/文
日本切り絵百景館(利根郡川場村)/発行
2008.4 100p 30cm 1800 円【受贈、毎日 4/8】
ＩＫＡＨＯＤＥＮＳＹＡ 上州を走ったトラム
伊香保電車 田部井康修写真集
田部井康修/著 東武博物館学芸課/編集・発行
2008.3 90p 25cm
著者は高崎市在住
【受贈、読売 4/19】

【受贈】
平成20年
【受贈】

企画展 Ｎｏ．７６ 第2回松本コレクション展
〜松本夫妻の人柄が滲み出る作品群〜
大川美術館/発行
2008 23p 21cm
【受贈】

日本の世界遺産 東日本編
古田陽久・古田真美/監修
世界遺産総合研究所/企画・編集
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2008.2 124p 21cm 2000 円
富岡製糸場と絹産業遺産群についての記事あり
【TRC 新刊案内 1565 号】

心を贈る花のはがき絵 鉛筆淡彩12カ月
小川さゆり/著 日貿出版社/発行
2008.4 101p 26cm 2000 円
著者は伊勢崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1568 号、受贈】

農商工連携８８選
農林水産省・経済産業省/発行
[2008.4]
ミラノリブ(桐生市)を中心とするシルク製品開
発・群馬県漬物工業協同組合(前橋市)を中心と
するキャベツキムチ作りの記事あり【上毛 4/5】
はばたけ群馬観光プラン（群馬県観光振興計画
2008−2012）〜200万県民とともに、｢観光立県ぐ
んま｣を推進します〜
群馬県観光物産課/発行
[2008.3] 59p 30cm
【受贈】

最先端のアユ友釣り秘伝 '08
海悠出版/発行
2008.5 161p 26cm 1600 円
（ BIG1 シリーズ 116 ）
群馬県の記事あり

【上毛 4/25】

最先端の渓流釣り '08
海悠出版/発行
2008.3 145p 26cm 1600 円
（ BIG1 シリーズ 113 ）
群馬県の記事あり

【上毛 4/25】

はばたけ群馬観光プラン（群馬県観光振興計画
2008−2012）〜200万県民とともに、｢観光立県ぐ
んま｣を推進します〜
群馬県観光物産課/発行
[2008.3] 折りたたみ 5p 30cm
【受贈】

財団法人群馬県スポーツ振興事業団ごあんない
平成20年度
群馬県スポーツ振興事業団/発行
2008 [3p] 30cm
【受贈】

旅券発給の概要 平成１９年
群馬県パスポートセンター/発行
2008.3 19p 30cm

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第59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】

【受贈】

緑化だより 平成２０年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2008.3 6p 30cm

【受贈】

林業災害 平成１９年の
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2008.1 18p 30cm

【受贈】

〔2008.5〕

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第60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】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第61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】
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ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第62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】

8 語学

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第63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】

9 文学

札幌百景 切り絵・画文集
石川啄木生誕120年記念「石川啄木と札幌」
後藤伸行・村田武雄/切り絵
日本切り絵百景館(利根郡川場村)/発行
2006.10 134p 30cm 1800 円
後藤氏は利根郡川場村在住 【受贈、毎日 4/8】
たまむら歌留多(かるた)
[玉村町商工会青年部他/発行]
[2008.4]

かなやま 二十周年記念
太田かなやま短歌会(太田市)/発行
2008.4 81p 21cm
【受贈、上毛 4/15】
企画展 第６０回 野の花万葉の花
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2008.4 折りたたみ 30 × 84cm
[桐生言霊俳句会句集]
桐生言霊俳句会/発行
[2008.3]
例会の百回開催記念の句集

【上毛 4/6】

芭蕉の旅 切り絵・画文集
後藤伸行/切り絵･文 永田紅秋/書
日本切り絵百景館(利根郡川場村)/発行
2007.3 139p 30cm 1800 円
後藤氏は利根郡川場村在住 【受贈、毎日 4/8】

【上毛 4/21】

群馬県高校生文学賞作品集 第２集
第２回平成１９年度作品
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2008.3 71p 21cm
【受贈】

東吾妻町の文化財
東吾妻町教育委員会/発行
2008.3 47p 30cm
【受贈、上毛 4/11】
四葉のクローバー 創刊号
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2006.10 [3p] 30cm

【受贈】

群馬県文学賞作品集 第４５回（平成１９年度）
群馬県教育委員会・群馬県文学会議・群馬県教
育文化事業団/編集･発行
2008.3 198p 19cm 1000 円
【受贈】

【受贈】

こぶしの上のダルマ
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2008.4 233p 16cm 524 円
（ 文春文庫 な 26-15 ）
著者は吾妻郡嬬恋村生まれ
【TRC 新刊案内 1566 号】

四葉のクローバー ʼ０７・春季（２号）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2007.4 [5p] 30cm
【受贈】
四葉のクローバー ʼ０７・秋季（３号）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
【受贈】
2007.10 [5p] 30cm

死線を越えて
野村一郎/著[･発行]
[2008] 72p
著者は桐生市在住

四葉のクローバー ʼ０８・春季（４号）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2008.4 [5p] 30cm
【受贈】

【桐生ﾀｲﾑｽ 4/17】

小説論 読まれなくなった小説のために
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2008.4 253p 15cm 600 円
（ 朝日文庫 か 30-3 ）
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1566 号】

わくわくなぞなぞランド 小学1・2年生
本間正夫/著 主婦の友社/発行
2008.4 127p 19cm 750 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】

震度0
横山秀夫/著 朝日新聞出版/発行
2008.4 483p 15cm 800 円
（ 朝日文庫 よ 15-1 ）
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1566 号】
-9-

〔2008.5〕

水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2007.3 90p 21cm

１９集

ペパーミントの小さな魔法
あんびるやすこ/作・絵
ポプラ社/発行
2008.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 15 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1567 号】

【受贈】

占魚の世界 評論随想集
上村占魚/著 紅書房/発行
2008.2 301p 20cm 2858 円
【TRC 新刊案内 1564 号】

四十と九の生涯 音楽と歩跡 諏訪節生寄稿集
[諏訪節生/著] 諏訪幸蔵/発行
2008.4 389p 22cm
諏訪節生氏は桐生市生まれ
諏訪幸蔵氏は桐生市在住 【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 4/2】

竹久夢二のすべて
野村桔梗/著 駒草出版/発行
2008.3 275p 20cm 1800 円
｢夢二愛こそはすべて｣の改題改訂
【TRC 新刊案内 1564 号】
土筆 ２５号 俳句誌
土筆の会(前橋市)/発行
2008 8p

【上毛 4/21】

展望現代の詩歌 11 俳句 3
飛高隆夫・野山嘉正/編
明治書院/発行
2008.2 332p 22cm 2800 円
林桂(みなかみ町生まれ前橋市在住)氏について
の記事、｢坪内稔典｣林桂/著を収録 【朝日 4/8】
どんぐりどんちゃんのぼうし
石原文代/著 文芸社/発行
2008.4 B5 判 1260 円
著者は渋川市の社会福祉法人｢平和福祉会｣職員
【毎日 4/13】
花火とおはじき
川島えつこ/作 高橋和枝/絵
ポプラ社/発行
2008.4 131p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 11 ）
川島氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1565 号】
花芙蓉 句集
宮崎恒/著[･発行]
2008.3 126p 19cm
著者は中之条町在住
春の林に 歌集
監物昌美/著 愛柑舎/発行
2008.4 188p 19cm
著者は伊勢崎市在住

藍染の絵本
やまざきかずき/へん じょうめはやと/え
農山漁村文化協会/発行
2008.3 36p 27cm 1800 円
（ つくってあそぼう 26 ）
やまざき氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1565 号】
朝ノートの魔法 なりたい自分になる成功習慣37
のヒント
中山庸子/著 原書房/発行
2008.3 162p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】
今、始めないと!エネルギー・環境教育
澁澤文隆/著 東京書籍/発行
2008.4 252p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】
インテリア計画の知識
渡辺秀俊/編 内田青藏他/著 彰国社/発行
2008.4 167p 26cm 2500 円
渡辺氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】

【受贈】

インプラント辞典
W.R.Laney/編 勝山英明/監訳 中島和敏他/翻訳
クインテッセンス出版/発行
2008.2 10,199p 25cm 16000 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
原著は英文
中島氏は桐生市の中島歯科医院院長､ N･P･O の
用語を翻訳
【桐生ﾀｲﾑｽ 4/14】

【受贈】

ひとつながりのやさしさ
渡部学/著 文芸社/発行
2008.4 B5 判 1260 円
著者は渋川市の社会福祉法人｢平和福祉会｣職員
【毎日 4/13】

〔2008.5〕

県関係者の一般著作
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機構学
重松洋一・大高敏男/共著 コロナ社/発行
2008.4 191p 21cm 2600 円
（ 機械系教科書シリーズ 23 ）
重松氏は群馬工業高等専門学校准教授
【TRC 新刊案内 1564 号】

発達障害の子どもたちのための生活ガイド
ドクターC&エルウッドくんとADHDについて学ぼ
う!
サミュエル・R.カーロン/著
原美智子/監修・監訳 山内あけみ/訳
文芸社/発行
2008.2 67p 27cm 2000 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
原氏は元群馬大学教授
山内氏は高崎市の小児科医
【上毛 4/28】

月刊ウィーン
福田和代/発行
89 年創刊。ウィーンで発行している日常を扱
った日本語の情報誌
福田氏は群馬県生まれ
【毎日 4/11】

病態・処置別スキントラブルケアガイド
内藤亜由美・安部正敏/編集 学研/発行
2008.4 147p 26cm 2000 円
（ Nursing Mook 46 ）
安部氏は群馬大学大学院医学系研究科皮膚病態
学講師
【TRC 新刊案内 1567 号】

細隙灯顕微鏡アトラス
澤充・岸章治・鈴木康之・庄司純/編集
中山書店/発行
2008.4 192p 26cm 12000 円
岸氏は群馬大学大学院医学系研究科視覚病態学
教授
【TRC 新刊案内 1565 号】

北清太平記 日本国興隆期の物語
齋藤丈夫/著 新風舎/発行
2007.4 509p 20cm 3000 円
著者は藤岡市在住

財務会計理論 新訂増補版
橋本尚/著
同文舘出版/発行
2008.4 199p 21cm 2000 円
（ 基本テキスト・シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】

【受贈】

メランコリー 人生後半期の妄想性障害
濱田秀伯・古茶大樹/編著
慶應義塾大学精神病理研究グループ/著
弘文堂/発行
2008.4 216p 22cm 4000 円
濱田氏は医療法人群馬会群馬病院長
【TRC 新刊案内 1565 号】

サステイナブル社会とアメニティ
高崎経済大学附属産業研究所/編
日本経済評論社/発行
2008.3 301p 22cm 3500 円
【TRC 新刊案内 1567 号】

旅行マーケティングの戦略 商品企画と経営
折戸晴雄/著 玉川大学出版部/発行
2008.4 157p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1565 号】

助産師が伝えるいのちの教育 すべての子どもに
「生きる力」を
鈴木せい子/編・著 メディカ出版/発行
2008.4 12,248p 26cm 3400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1566 号】

私の最強の営業ツールは『お客様のクレーム』で
した。 訪問しないで4年連続No.1が実践!
菊原智明/著 ダイヤモンド社/発行
2008.4 232p 19cm 1429 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1567 号】

動物奇想天外 江戸の動物百態
内山淳一/著 青幻舎/発行
2008.4 115p 26cm 1800 円
（ 大江戸カルチャーブックス ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1565 号】
トノサマバッタ
筒井学・栗林慧/写真 日高敏隆/総合監修
アスク/発行
2008.4 29p 25cm 2000 円
筒井氏は群馬県立ぐんま昆虫の森勤務
【TRC 新刊案内 1565 号】
はたらきたい。 ほぼ日の就職論
糸井重里/監修 東京糸井重里事務所/発行
2008.3 279p 19cm 1300 円
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1564 号】
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〔2008.5〕

視聴覚資料
イタリア協奏曲（CD）
大木和音/チェンバロ演奏
2008.4
バッハのチェンバロ曲収録の作品集
大木氏は高崎市生まれ
【上毛 4/21】
世界をつなぐ愛の橋 カンボジア教育支援｢オー
クンの会｣テーマソング（CD）
福田一彦/詞･曲[･発行]
石曽根靖/編曲[･発行]
2008.3
福田氏と石曽根氏は前橋市在住
オークンの会は前橋市にあり【受贈、上毛 4/9】
[全国都市緑化ぐんまフェアおおた会場テーマソ
ング]（CD）
YUKI/曲･歌 太田市/制作
2008
YUKI 氏は太田市在住
【上毛 4/17】
野菜・果物の花図鑑Ⅱ (DVD)
JA 全農ぐんま(前橋市)/発行
2008

【上毛 4/29】

[マーラー交響曲第7番]（CD）
高関健/指揮 群馬交響楽団/演奏
AML RECORDS/製造･発売
2008.4
2007.3/10 群馬音楽センターでの演奏を収録
【朝日 4/22】

電子資料
業務年報 平成１８年度
群馬県浅間家畜育成牧場
[群馬県/発行]
2008

〔2008.5〕

(CD-ROM)
【受贈】
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