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２００８年 ３月分
No.２５６

天ヶ堤遺跡（２）(あまがつつみいせき)
北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域並びに(一)
香林羽黒線地方道路交付金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
3 冊 付図 4 枚 30cm 2008.3
第 1 分冊：旧石器・本文編 371p
第 2 分冊：挿図編
669p
第 3 分冊：写真図版編
308p
【受贈】

発行日
発 行

平成 20( 2008)年 4 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ）
TEL 027( 231)3008 , FAX 027( 235)4196
・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。

荒砥北三木堂Ⅱ遺跡(あらときたさんきどうにい
せき) 一般国道17号(上武道路)改築工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査(その１)報告書 縄文時代～
近世編
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2 冊 付図 8 枚 30cm 2008.2
第 1 分冊：本文編 536p
第 2 分冊：表・写真図版編 540p ～ 618p， 219p
【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。

安中市住宅明細図 第１版 ２０年版
刊広社 /発行
12,436,5p 37cm 2008.3 20952 円
（ メーサイズ ）

０ 総記

石関西田遺跡(いしぜきにしだいせき)Ⅲ 市道
00-061号線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
(株)技研測量設計 /編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
25p 写真図版 8p 30cm 2007.3
【受贈】

群馬県図書館大会報告書 第５回
進化する図書館～広がる図書館の可能性～
群馬県立図書館・群馬県図書館協会 /編集･発行
23p 30cm 2008.2
【自館作成】
高崎経済大学附属図書館全国郷土図書資料目録
追録編１
高崎経済大学附属図書館 /編集･発行
103,16,16p 30cm 2008.3
【受贈】

石橋地蔵久保遺跡(いしばしじぞうくぼいせき)
主要地方道太田大間々線地方道路交付金事業に伴
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
143p 写真図版 46p 付図 3 枚 30cm 2008.3
【受贈】

チャレンジＩＴビジネス賞 人と産業の未来に挑
戦するぐんまのＩＴビジネス 平成１９年度
群馬県産業経済局商政課 /発行
24p 21cm 2008.3
【受贈】
土曜の会三十周年記念誌
土曜の会 /発行
68p 21cm 2008.3
事務局は伊勢崎市図書館内にあり

【購入】

上ノ平Ⅰ遺跡（１）(うえのたいらいちいせき)
八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書第23集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
201p 写真図版 60p 30cm 2008.3
【受贈】

【受贈】

大上遺跡Ⅰ(おおがみいせき) 旧石器時代編
北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域並びに(一)
香林羽黒線地方道路交付金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
2 冊 30cm 2008.3
第 1 分冊：本文編 666p
第 2 分冊：遺物観察表・写真図版編 73,213p
【受贈】

1 哲学･宗教
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大上遺跡Ⅱ(おおがみいせき) 縄文時代～近世編
北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域並びに(一)
香林羽黒線地方道路交付金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
2 冊 付図 1 枚 30cm 2008.3
第 1 分冊：本文編
519p
第 2 分冊：写真図版編 175p
【受贈】

北白川集会四十周年記念文集
北白川集会四十周年記念文集刊行会 /編集･発行
261,23p 22cm 1992.3
｢クラークの邸宅｣林育雄 /著(新島襄、内村鑑三
に関する記述あり)収録
【受贈】
群馬 草津・伊香保・尾瀬 '09
昭文社 /発行
183p 26cm 2008.4 781 円
（ マップルマガジン ）
【 TRC 新刊案内 1563 号】

大鷲遺跡(おおわしいせき) 北関東自動車道（伊
勢崎～県境）地域の建設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
242p 写真図版 86p 付図 1 枚 30cm 2008.1
【受贈】

研究紀要 ２６
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
258p 30cm 2008.3
【受贈】

小栗忠順のすべて
村上泰賢 /編著 新人物往来社 /発行
285p 20cm 2008.4 2800 円
村上氏は小栗上野介忠順の墓がある東善寺(高
崎市倉渕町)の住職
【東京 3/15、 TRC 新刊案内 1564 号】

小坂子一木峯遺跡(こざかしいちきみねいせき)Ⅱ
小坂子町地内最終処分場西側生活道路(市道06-47
5)改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
14p 写真図版 4p 30cm 2006.3
【受贈】
五代伊勢宮遺跡(ごだいいせみやいせき)（１）
道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
(株)スナガ環境測設 /編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
64p 写真図版 11p 30cm 2007.1
【 受贈 】

温泉 自然遺産と文化遺産
日本温泉協会 /発行
55p 31cm 2008.2
伊香保温泉、草津温泉、四万温泉、法師温泉に
ついての記事あり
【受贈】

子どもとでかける群馬あそび場ガイド2008年版
空っ風キッズ /著 メイツ出版 /発行
160p 21cm 2008.3 1460 円
【 TRC 新刊案内 1562 号】

書上遺跡(かきあげいせき) 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
290p 写真図版 69p 付図 5 枚 30cm 2008.2
【受贈】

三名川(さんながわ)貯水池築造史研究 －四方田
儀十郎「三名川貯水池築造日誌」より－
関口覺 /著[･発行]
67p ～ 88p 21cm 2008.2
『ぐんま史料研究』第 25 号の抜き刷り
著者は藤岡市在住
【受贈】

上郷岡原遺跡(かみごうおかのはらいせき)（２）
八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書第19集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
229p 写真図版 66p 付図 1 枚 30cm 2008.3
【受贈】

山王廃寺(さんのうはいじ) 平成18年度調査報告
山王廃寺範囲内容確認調査報告書Ⅰ
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集・発行
76p 巻頭図版 8p 写真図版 22p 30cm
2007.7
【受贈】

上強戸遺跡群(かみごうどいせきぐん) 主要地方
道路足利伊勢崎線地方道路交付金事業に伴う埋蔵
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
136p 写真図版 44p 30cm 2008.3
【受贈】

シマシマの四季 2008年度 四万温泉カレンダー
四万温泉協会 /発行
14p B4 判 2008
雇用・能力開発機構群馬センターの中小企業人
材確保推進事業の一環
須賀りす氏(渋川市在住)がイラスト担当
【上毛 3/31】

川曲島野遺跡(かわまがりしまのいせき) 都市計
画道路新前橋駅川曲線道路改良事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
12p 30cm 2005.3
【受贈】

〔 2008.4 〕
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上州電車の旅
渋川・吾妻地域在来線活性化だより Vol.4
渋川・吾妻地域在来線活性化協議会 /編集･発行
折りたたみ 30 × 42cm 2008.3
吾妻線沿線の案内
【受贈、上毛 3/13】

東国千年の都 前橋・高崎の古代遺産 古墳から
寺院へ 前橋・高崎連携事業
[前橋市・前橋市教育委員会・高崎市・高崎市
教育委員会 /発行]
7p 30cm 2008.1
【 受贈 】

上信電鉄沿線みどころマップ
富岡行政事務所 /発行
2008

同志社談叢 第２８号
同志社大学同志社社史資料センター /編集･発行
276p 21cm 2008.3
【受贈】

【日経 3/22】

上武道路・旧石器時代遺跡群（１）(じょうぶど
うろ・きゅうせっきじだいいせきぐん)
今井道上Ⅱ遺跡 荒砥北三木堂Ⅱ遺跡 富田宮下
遺跡 富田西原遺跡 富田高石遺跡 富田漆田遺
跡 富田下大日遺跡 江木下大日遺跡
一般国道17号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化
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
475p 写真図版 51p 付図 1 枚 30cm 2008.2
【受贈】

鳥取番城遺跡(とっとりばんじょういせき)発掘調
査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集・発行
14p 写真図版 2p 30cm 2007.11
【受贈】
長根遺跡群(ながねいせきぐん)発掘調査報告書
ⅩⅡ 長根台地農道整備事業に伴う発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
58p 写真図版 18p 30cm 2008.3
【受贈】
長野原一本松遺跡（３）(ながのはらいっぽんま
ついせき) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書第19集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
292p 写真図版 95p 付図 1 枚 30cm 2008.3
【受贈】

昭和後期10人の首相 日経の政治記者が目撃した
「派閥の時代」
山岸一平 /著 日本経済新聞出版社 /発行
301p 20cm 2008.3 2200 円
福田赳夫氏・中曽根康弘氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1526 号】

長野原一本松遺跡（４）(ながのはらいっぽんま
ついせき) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書第24集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
291p 写真図版 78p 30cm 2008.3
【受贈】

白井佐叉遺跡(しろいさまたいせき)発掘調査報告
書 渋川工業用水道改築事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
北群馬郡子持村教育委員会 /発行
146p 写真図版 75p 30cm 2005.12 【 受贈 】

新島研究 第98号
同志社社史資料センター第一部門研究 /編集
同志社大学同志社社史資料センター /発行
431p 21cm 2007.2
新島襄に関する論文集
【受贈】

白井十二遺跡(しろいじゅにいせき)
一般国道17号(鯉沢バイパス)改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査(その２)報告書第4集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
3 冊 付図 2 枚 30cm 2008.3
第 1 分冊：本文編
324p
第 2 分冊：観察表編
126p
第 3 分冊：写真図版編 114p
【受贈】

新島研究 第99号
同志社社史資料センター第一部門研究 /編集
同志社大学同志社社史資料センター /発行
147p 21cm 2008.2
新島襄に関する論文集
【受贈】

町内遺跡Ⅶ(ちょうないいせき) 平成18年度埋蔵
文化財緊急発掘調査報告書
吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
20p 写真図版 19p 30cm 2008.2
【 受贈 】

西川原古墳群(にしかわはらこふんぐん) 村道生
品秋塚線道路改良関連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
60p 写真図版 21p 30cm 2008.3
【受贈】

東京・関東周辺家族で遊ぶ600スポット '09年版
成美堂出版 /発行
159p 26cm 2008.4 900 円
（ SEIBIDO MOOK ）【 TRC 新刊案内 1562 号】

二之宮鶴谷遺跡(にのみやつるがやいせき) 村づ
くり交付金事業荒砥北部地区汚水処理場施設建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査
山武考古学研究所 /編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
14p 写真図版 8p 30cm 2007.12
【受贈】
-3-

〔 2008.4 〕

日本200名山を登る 101～200の山々 上巻
北海道・東北・関東甲信越
昭文社 /発行
142p 21cm 2008 1300 円
（ 山あるきナビ ） 【 TRC 新刊案内 1562 号】

前橋体験スポットガイド
ようこそまえばしを進める会 /発行
18p 2008
全国都市緑化ぐんまフェアに向けて作製
【上毛 3/28】

日本百名山山あるきガイド 上 改訂3版
JTB パブリッシング /発行
207p 21cm 2008.4 1400 円
谷川岳、浅間山、赤城山に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1563 号】

前道下遺跡（２）(まえみちしたいせき) 旧石器
時代編 北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域並び
に(一)香林羽黒線地方道路交付金事業に伴う埋蔵
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
226p 写真図版 40p 付図 6 枚 30cm 2008.3
【受贈】

楡木Ⅱ遺跡(にれぎにいせき)（１ ）（平安時代・
中近世編）八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書第18集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
224p 写真図版 70p 付図 3 枚 30cm 2008.3
【受贈】

三ツ木物語 小さな村の歴史と人
春山基二 /著 春山久米 /発行
213p 21cm 2008.2
著者は渋川市生まれ

芳賀東部団地遺跡(はがとうぶだんちいせき)Ⅲ
芳賀東部住宅団地拡張造成事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
23p 写真図版 6p 30cm 2005.3
【受贈】

元総社蒼海遺跡群 元総社小見Ⅵ遺跡(もとそう
じゃおうみいせきぐんもとそうじゃおみろくいせ
き) 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
120p 写真図版 22p 30cm 2005.3
【受贈】

馬場東矢次遺跡(ばばひがしやつぎいせき) 農業
集落排水資源循環統合補助事業馬場地区汚水処理
施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
40p 写真図版 11p 30cm 2007.3
【 受贈 】

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（６）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
66p 写真図版 14p 30cm 2006.3
【受贈】

東本町の歴史 平成二十年
東本町の歴史編纂委員会 /編集
伊勢崎市東本町区長 /発行
101p 30cm 2008.2
【受贈、上毛 3/8】
風樹の嘆 北満に残した想い
尾嶋みさを /著 あさを社 /発行
205p 20cm 2008.3
著者は伊勢崎市在住

元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（８）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
69p 写真図版 16p 30cm 2007.3
【受贈】
元総社蒼海遺跡群(もとそうじゃおうみいせきぐ
ん)（11）前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
61p 写真図版 19p 30cm 2007.3
【 受贈 】

【受贈】

福島飯塚遺跡(ふくしまいいづかいせき)（２）
国道354号道路改築事業に係わる埋蔵文化財発掘
調査報告書第2集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
284p 写真図版 91p 付図 1 枚 30cm 2008.3
【受贈】

山根Ⅲ遺跡(やまねさんいせき)（２）上原Ⅳ遺跡
(うえはらよんいせき) 幸神遺跡(さいのかみい
せき) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書第17集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
197p 写真図版 79p 30cm 2008.3
【受贈】

前橋観光スポットガイド
ようこそまえばしを進める会 /発行
30p 2008
全国都市緑化ぐんまフェアに向けて作製
【上毛 3/28】

〔 2008.4 〕

【受贈】

横壁中村遺跡（６）(よこかべなかむらいせき)
土坑編 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書第20集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
327p 写真図版 90p 付図 4 枚 30cm 2008.3
【受贈】
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横壁中村遺跡（７）(よこかべなかむらいせき)
土器埋設遺構・掘立柱建物・環状柱穴列・柱穴列
・集石・焼土編 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書第22集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
224p 写真図版 75p 付図 3 枚 30cm 2008.3
【受贈】

3 社会科学
あゆみ 閉校記念誌
六合村教育委員会 /発行
82p A4 判 2008
六合村入山小学校・第一小学校の閉校記念誌
両校が統合され 4 月 1 日より六合小学校になる
【上毛 3/29】

リストカット少年、教師になる 25年前、父の虐
待にふるえた少年は、アングラ劇団員を経て、社
会からはみ出した子どもと一緒に歩み始めた
大垣俊輔 /著 双葉社 /発行
254p 20cm 2008.3 1400 円
著者は白根開善学校中高等部(吾妻郡六合村)英
語教師
【 朝日 3/30、TRC 新刊案内 1561 号 】

安中教育 第２号
安中市教育委員会 /発行
105p 21cm 2008.3

【受贈】

いじめ被害・加害者の予知発見と自ら生きる力を
獲得する支援 [複合媒体資料] 質問紙MHIメン
タルヘルスインデックスを利用して
佐藤昭三 /編著
上毛新聞社出版メディア局 /発売
44p 26cm 2008.2 762 円
付属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
佐藤氏は吉岡町在住
【上毛 3/12、 TRC 新刊案内 1561 号】
いずみ 第５９号
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
205p 21cm 2008.3

【受贈】

NPOと行政との協働に関する指針
群馬県企画部 NPO・ボランティア推進課 /発行
24p 30cm 2008.2
【受贈】
太田市議会２年のあゆみ
１９年３月
太田市議会 /編集･発行
142p 21cm 2008.2

平成１７年３月～平成
【受贈】

学校生活パンフレット 外国籍児童生徒・保護者
のみざさんへ
伊勢崎市教育委員会 /発行
[40p] 30cm 2008.3
ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・フィ
リピノ語による表記あり
【 受贈 、毎日 3/5、上毛 3/7、朝日 3/8、東京 3/11】
学校における人権教育 第１１集
安中市教育委員会 /発行
43p 30cm 2008.3

平成１９年度
【受贈】

[家庭で根をはり・学校から栄養を受け・地域の
温かい光を浴びて育ち、社会で実が実る]
リーフレット
渋川市生きる力を育てるための学校・家庭・地
域三者連携推進協議会 /発行
2008
【上毛 3/23】
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〔 2008.4 〕

桐生市立昭和中学校閉校式記念誌
昭和中 PTA 本部 /発行
44p 26cm 2008.3

群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編 第４３巻 ２００８
群馬大学教育学部 /編集･発行
233p 26cm 2008.2
【受贈】

【受贈】

ぐーちょき通信 ぐーちょきパスポート協賛店舗
案内＆子育てお役立ちプチ情報 Vol.1
群馬県少子化対策・青少年課 /発行
28p 30cm 2008.1 【 受贈 、ヴィアン 3 月号 】
ぐんま企業ガイドブック 2009年版
群馬県雇用開発協会 /編集･発行
351p 26cm 2008.3

群馬大学教育学部紀要 自然科学編
第５６巻 ２００８
群馬大学教育学部 /編集･発行
110p 26cm 2008.2

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編
第５７巻 ２００８
群馬大学教育学部 /編集･発行
276p 26cm 2008.2
【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成１９年１２月定例会
自平成１９年１２月３日 至平成１９年１２月
１９日
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
260p 30cm 2008.2
【受贈】
群馬県公営企業会計決算審査意見書
群馬県監査委員 /発行
56p 30cm [ 2007.7]

群馬大学教育実践研究 第２５号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー /発行
322p 26cm 2008.3
【受贈】

平成18年度

群馬大学社会科教育論集 第１７号
群馬大学教育学部社会科教育研究室 /編集･発行
68p 26cm 2008.3
【受贈】

【受贈】

群馬大学社会情報学部研究論集 第１５巻
群馬大学社会情報学部 /編集･発行
447p 26cm 2008.3
【受贈】

群馬県歳入歳出決算審査意見書群馬県基金運用状
況審査意見書 平成18年度
群馬県監査委員 /発行
52p 30cm [2007.9]
【 受贈 】
群馬県税務統計 平成１９年度版（ 平成１８年度 ）
群馬県総務部税務課
123p 30cm 2007
【受贈】
群馬県立女子大学紀要 第２９号
群馬県立女子大学紀要委員会 /編集
群馬県立女子大学 /発行
181p 26cm 2008.2
群馬県労働委員会年報 平成19年版
群馬県労働委員会事務局 /発行
89p 30cm 2008.3

【受贈】

群馬大学地域貢献事業 －実施報告書－
平成19年度 群馬大学主催理科体験教室「群馬お
もしろ科学展」
群馬大学地域連携推進室 /発行
75p 30cm 2008.3
【受贈】

【受贈】

ぐんまの伝統食 第1回 伝統食のつどい記録集
群馬の食文化研究会 /発行
19p 30cm 2007.3
【受贈】

【受贈】

ぐんまの伝統食 第2回 伝統食のつどい記録集
群馬の食文化研究会 /発行
24p 30cm 2007.3
【受贈】
群馬保健学紀要 第２８巻（２００７年度）
群馬大学医学部保健学科 /発行
129p 30cm 2008.3
【受贈】

群馬高専レビュ－ 第２６号（平成１９年度）
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
118p 30cm 2008.3
【受贈】
ぐんまこどもの夢大賞入選作品集
第１６回 平成１９年度
群馬県児童健全育成事業団 /編集･発行
114p 21cm 2008.3
【受贈】

螢雪 定時制閉課程記念誌
閉課程記念誌編集委員会 /編集
群馬県立太田高等学校定時制・定時制閉課程実
行委員会 /発行
150p 30cm 2008.3 【受贈、上毛 3/13･ 3/21】

群馬自治研究 Ｖｏｌ.６
群馬自治総合研究センター /発行
219p 30cm 2008.3

研究紀要 第２８号 平成１９年度
前橋市小中学校校長会研究部 /発行
70p 26cm 2008.3

〔 2008.4 〕

【受贈】
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【受贈】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第４巻第１号（２００７）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
46p 26cm 2007.3
【受贈】

市町村民経済計算 平成17年度
群馬県総務部統計課 /編集･発行
73p 30cm 2008.2

倭文(しどり)神社の田遊び 伊勢崎市指定重要無
形民俗文化財
倭文神社の田遊び保存会 /発行
48p 21cm 2008.3
【受贈】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第４巻第２号（２００７）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
56p 26cm 2007.12
【受贈】
県民経済計算 平成１７年度
群馬県 /発行
20p 30cm 2007.11

【受贈】

消防白書 2007
桐生市消防本部 /発行
2008

【桐生ﾀｲﾑｽ 3/22】

職場体験学習 報告集 第１３回
富士見村立富士見中学校 /発行
96p 30cm [ 2007.9]

(確報概要版)

【受贈】

【受贈】
創造学園大学紀要 ２００６（平成１８）年度
創造学園大学(高崎市)/発行
116p 30cm 2007.3
【受贈】

広報かわば 縮刷版 第三巻 平成8年8月～平成
19年2月号 総務大臣賞受賞記念
川場村役場むらづくり振興課 /編集
川場村 /発行
991p 31cm 2008.2
【受贈、上毛 3/1】

高崎経済大学論集
第５０巻第１・２合併号（ 通巻１７６・１７７号 ）
創立５０周年記念号
高崎経済大学経済学会 /編集･発行
185p 26cm 2007.9
【受贈】

ザスパ草津との体育授業プログラム
－サッカーを通して運動好きになろう－
伊勢崎市教育研究所学習指導研究班Ⅱ /[発行]
26p 30cm [2008]
伊勢崎市内小学校教員向け体育授業プログラム
【受贈、上毛 3/7】

高崎経済大学論集
第５０巻第３・４合併号（ 通巻１７８・１７９号 ）
武井昭教授 山﨑益吉教授 木暮至教授 三浦達
司教授 石井満教授 石井伸男教授退職記念号
高崎経済大学経済学会 /編集･発行
342p 26cm 2008.3
【受贈】

Ｓａｙａｎ サーヤン 第2号
社会情報学部＋ｃ /企画・編集
群馬大学社会情報学部 /発行
36p 30cm 2008.3
前橋市中心市街地についての地域情報誌
【受贈、読売 3/15】

高崎商科大学紀要 第２２号（２００７年度）
高崎商科大学メディアセンター /編集･発行
439p 30cm 2007.12
【受贈】

支援が必要なお子さんのための通級指導教室
伊勢崎市教育委員会 /発行
4p A4 判 2008
【東京 3/21】

地域政策研究 第１０巻第３号
高崎経済大学地域政策学会 /発行
96p 26cm 2008.2

市町村の財政状況 平成１５年度
群馬県市町村課 /発行
[280p] 30cm [2005]

知事発言要旨 平成２０年２月定例県議会
群馬県 /発行
16p 30cm [ 2008.2]
【受贈】

【受贈】

市町村の財政状況 平成１６年度
群馬県市町村課 /発行
[258p] 30cm [2006]

【受贈】

市町村の財政状況 平成１７年度
群馬県市町村課 /発行
[210p] 30cm [2007]

【受贈】

市町村の財政状況 平成１８年度
群馬県市町村課 /発行
[202p] 30cm [2008]

【受贈】

【受贈】

地の絆 ー高崎市文化協会統合記念誌ー
高崎市文化協会統合記念誌編集委員会 /編集
高崎市文化協会 /発行
100p 26cm 2008.1 1000 円【 受贈 、上毛 3/11】
地方教育費調査結果速報
地方教育費調査－平成１８会計年度－
知事部局における生涯学習関連費調査 教育行政
調査－平成１９年５月１日現在－
群馬県教育委員会事務局総務課 /編集･発行
59p 30cm 2008.2
【受贈】
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〔 2008.4 〕

定例県議会議案 平成２０年２月
群馬県 /発行
90p 30cm [ 2008.2]
定例県議会議案 平成２０年２月
（附予算説明書）企業局関係
群馬県 /発行
98p 30cm [ 2008.2]
定例県議会議案 平成２０年２月
（平成１９年度関係）
群馬県 /発行
84p 30cm [ 2008.2]

防犯ハンドブック
群馬県 /発行
21p A4 判 2008

【受贈】

100 円

【上毛 3/27】

補正予算説明書 平成１９年度
群馬県 /発行
204p 30cm [ 2008.2]

２月定例県議会
【受贈】

【受贈】
前東商の思い出 創立58年 閉校記念誌
閉校記念誌刊行委員会 /編集
群馬県立前橋東商業高等学校 /発行
174p 27cm 2008.2
【受贈、上毛 3/1】
【受贈】
明和学園短期大学紀要 第１７集
明和学園短期大学 /編集･発行
138p 26cm 2007.12

統計年報きりゅう 平成１８年度
桐生市総務部情報管理課統計係 /編集
桐生市役所 /発行
34p 30cm 2008.1
【受贈】

【受贈】

明和学園短期大学食育研究紀要 創刊号 2008
明和学園短期大学食育研究会 /編集
明和学園短期大学 /発行
123p 26cm 2008.2
【受贈】

特区・地域再生のつくり方
御園慎一郎・服部敦・大前孝太郎 /編著
ぎょうせい /発行
5,4,226p 21cm 2008.2 2381 円
太田市「教育特区」についての記事あり
【 TRC 新刊案内 1560 号】

もしものときのために
群馬県 /発行
三つ折り 30 × 63cm 2008.2 100 円
英語・韓国語・中国語表記の災害時避難のため
のリーフレット
【受贈、ぐんま経済 3/13】

虹の架橋 150号
松﨑靖 /著・発行
2008.2
みどり市、桐生市新里・黒保根地区の新聞折り
込み地域情報紙
著者は大間々町在住
【日刊きりゅう 3/2】

｢やるベンチャーウィーク｣感想文集 平成19年度
高崎市立矢中中学校第 2 学年 /発行
78p 30cm [ 2007.9]
【受贈】
予算説明書 平成２０年度
群馬県 /発行
371p 30cm 2008

２１世紀ぐんま教育賞たより わかち合おう！育
てる知恵、教える知恵 第5回
群馬県総合教育センター /発行
4p 30cm 2008.3
【受贈】

２月定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２０年度当初予算
群馬県 /発行
436p 30cm 2008
【受贈】

２０年のあゆみ 群馬県生涯学習センター創立
２０周年記念誌
群馬県生涯学習センター /編集･発行
32p 30cm 2008.3
【受贈】

予算附属説明書 平成２０年度当初予算
群馬県企業局 /発行
11p 30cm 2008
【受贈】

板木 群馬県へき地教育研究資料 第56集
[群馬県教育委員会・群馬県へき地教育研究連
盟・群馬県へき地教育振興会 /発行]
43p 30cm 2008.3
【受贈】

61年のあゆみ 閉校記念誌
桐生市立南中学校 /発行
7p 30cm [ 2008.3]

坂東太郎 第143号 創立130周年記念号
群馬県立前橋高等学校 /発行
427p 21cm 2008.3
【受贈】

わだち 30周年記念誌
伊勢崎支部くらしの会 /発行
63p 30cm 2008.3
【受贈、上毛 3/26】

包括外部監査の結果報告書 平成１９年度
田中誠(群馬県包括外部監査人)/著[･発行]
155p 30cm [2008]
【受贈】

〔 2008.4 〕
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【受贈】

関流和算書大成 関算四伝書 第３巻 影印
後伝首巻～第三十四
[戸板保佑 /原編] 東アジア数学史研究会 /編
勉誠出版 /発行
477p 31cm 2008.2 34333 円
【 TRC 新刊案内 1562 号】

4 自然科学
越後・佐渡・谷川岳・苗場山植物手帳
高橋修 /著 JTB パブリッシング /発行
159p 18cm 2008.3 1300 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
【 TRC 新刊案内 1561 号 】
かみつけ 群馬の蝶を語る会会報 NO.２
群馬の蝶を語る会 /発行
101p 26cm 2007.12
【受贈、読売 3/19】

フイールド・バイオロジスト
１６巻１号（２００７年６月）
群馬野外生物学会 /編集･発行
34p 26cm 2007.6

【受贈】

群馬県衛生環境研究所年報 第３９号
群馬県衛生環境研究所 /編集･発行
96p 30cm 2007.12

平成１９年台風第９号災害の記録
群馬県西部県民局 /発行
62p 30cm 2008.3

【受贈】

２００７
【受贈】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表
第３８号（平成１９年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
69p 30cm 2008.3
付属資料： CD-ROM1 枚
【 受贈 】

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

群馬県立がんセンター年報 第35号（ 平成18年度 ）
群馬県立がんセンター /編集･発行
165p 30cm 2007.9
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬の地盤
地盤工学会関東支部｢群馬の地盤｣編集委員会
/編集 地盤工学会関東支部 /発行
400p 21cm 2007.4 3000 円
【受贈】

環境かけいぼ 改訂版
渋川市 /発行
2008

群馬の椿～名所・名木・オープンガーデン～
茂木徳造 /著・発行
66p 21cm 2008.2
【受贈】

【上毛 3/31】

神流川(かんながわ) －水と人と農業－
関東農政局神流川沿岸農業水利事業所 /編集・
発行
267p 26cm 2007.10
【受贈】

新しぶかわ四季の花
木村拓郎 /著
上毛新聞社出版メディア局 /発行
134p 21cm 2008.3 1143 円
【上毛 3/28、 TRC 新刊案内 1563 号】

旧型国電構造図集 モハ40系床下機器・運転機器
編
旧国鉄研究会 /編著 あかぎ出版(太田)/発行
135p 22 × 31cm 2007.12 5700 円
【 TRC 新刊案内 1561 号】

関流和算書大成 関算四伝書 第1巻 影印
解説 前伝首巻～第九十四
[戸板保佑 /原編] 東アジア数学史研究会 /編
勉誠出版 /発行
6,145,825p 31cm 2008.2 34333 円
関孝和没後 300 年記念出版
【 TRC 新刊案内 1562 号】

共同研究事業化事例集
Pioneering spirit未来を拓く努力は惜しまない
北関東産官学研究会(HiKaLo) /発行
30p 30cm 2008.2
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 3/5 ､上毛 3/17】
桐生市の工業 平成１８年工業統計調査結果
桐生市総務部情報管理課 /編集･発行
19p 30cm 2008.3
【受贈】

関流和算書大成 関算四伝書 第２巻 影印
前伝第九十五～第百八十四
[戸板保佑 /原編] 東アジア数学史研究会 /編
勉誠出版 /発行
939p 31cm 2008.2 34333 円
【 TRC 新刊案内 1562 号】

群馬県の工業 平成17年工業統計調査結果報告書
群馬県総務部統計課 /発行
134p 30cm 2007.3
【受贈】
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〔 2008.4 〕

群馬県の工業 平成18年工業統計調査結果報告書
群馬県総務部統計課 /発行
120p 30cm 2008.3
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
映画「チェスト!」完全白書 ボクたちの夏の日
映画「チェスト !」製作委員会 /著
南日本新聞社 /発行
147p 21cm 2008.2 1200 円
「チェスト !」の原作者登坂恵里香氏は群馬県
生まれ
【 TRC 新刊案内 1561 号】

鉱毒に消えた谷中村 田中正造と足尾鉱毒事件の
一〇〇年
塙和也 /編著 毎日新聞社宇都宮支局 /編著
随想舎 /発行
287p 19cm 2008.2 1800 円
【 TRC 新刊案内 1562 号】

関東の桜 群馬・栃木・茨城 写真集
小林隆 /写真・文 歴史春秋出版 /発行
145p 28cm 2008.2 2000 円
【 上毛 3/16、読売 4/9、TRC 新刊案内 1560 号 】

なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか
｢ NEDOBOOKS ｣編集委員会 /編集
新エネルギー・産業技術総合開発機構 /発行
127p 21cm 2007.10
太田市 PalTown 城西の杜に関する記事あり
【受贈】
名建築に逢う 首都圏
東京新聞編集局 /編・著 東京新聞出版局 /発行
231p 21cm 2008.3 1429 円
旧土岐家住宅洋館 、碓井第三橋梁 、富岡製糸場 、
旧時報鐘楼、桐生明治館に関する記事あり
【東京 3/12、 TRC 新刊案内 1562 号】

群馬県写真展目録
第５５回記念 第３１回県民芸術祭参加
群馬県写真文化協会 /編集･発行
47p 26cm 2007.10
【受贈】
群馬県書道展覧会作家名鑑
第５８回 第３１回県民芸術祭参加
[群馬県書道協会 /発行]
64p 26cm 2007

【受贈】

群馬県美術展 県展 ５８回（２００７）
群馬県美術会事務局 /編集
群馬県美術会 /発行
53p 26cm 2007.11
【受贈】

群馬県蚕業試験場年報 平成１６・１７年度
群馬県蚕業試験場 /発行
63p 30cm 2007.3
【受贈】

けさいちばんのおはようさん
あらい・まさはる童謡絵本
あらい・まさはる /詩
しのはらはれみ /水性木版画 銀の鈴社 /発行
47p 27cm 2008.3 1500 円
あらい氏は多野郡神流町生まれ
【受贈】

[蚕種農家の屋号調査書]
ぐんま島村蚕種の会(伊勢崎市)/発行
4p A4 判 2008
県の｢文化の芽｣支援事業の一環 【読売 3/24】

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第58号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[4p] 30cm 2008
【受贈】

渋川地区の名産品 [リニューアル版]
渋川地区物産振興協会 /発行
51p A5 判 2008
渋川、吉岡、榛東三市町村の名産品を紹介
【上毛 3/26】

竹久夢二の絵手紙
竹久夢二 /著 二玄社 /発行
133p 23cm 2008.2 2800 円
【 TRC 新刊案内 1561 号】

6 産業

畜産施策の実績 平成18年度
群馬県農政部畜産課 /発行
46p 30cm 2007

年報 第３７集 平成１８年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
49p 30cm 2007.11
【受贈】
【受贈】

土地分類基本調査 国土調査 八海山・越後湯沢
・藤原（群馬県内）
群馬県農政部農業基盤整備課 /編集･発行
34p 付図 4 枚 21cm 2008.2
付図：地形分類図、表層地質図、水系図、傾斜
区分図
【受贈】

〔 2008.4 〕

8 語学
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紅雲町ものがたり
吉永南央 /著 文藝春秋 /発行
231p 20cm 2008.1 1429 円
群馬県内を舞台にした小説
著者は群馬県立女子大学卒業
【購入、朝日 3/11、 TRC 新刊案内 1553 号】

9 文学
うらさわこうじが選ぶ児童詩展 作品集 2003
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
48p 21cm 2003.11
【受贈】
うらさわこうじが選ぶ児童詩展 作品集 2004
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
49p 21cm 2005.3
【受贈】

傳言(ことづて) 豊嶋秋生－新聞俳壇抄－
豊嶋秋生 /著 あさを社 /発行
183p 20cm 2008.3
著者は前橋市在住
【受贈】

うらさわこうじが選ぶ児童詩展 作品集 2006
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
70p 21cm 2007.3
【受贈】

子持嶺 句集
小林永久子 /著 あさを社 /発行
258p 20cm 2008.3
著者は沼田市在住

うらさわこうじが選ぶ児童詩展 作品集 2007
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
68p 21cm 2008.3
【受贈】

しのびよる図書室の亡霊
木暮正夫・国松俊英 /編 池田マチコ /画
岩崎書店 /発行
140p 19cm 2008.4 600 円
木暮氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号 】

おたがいさま 句集
福祉倶楽部おたがいさま事務局(高崎市) /発行
[54p] 18cm 2008.1
【受贈、上毛 3/5】
海程樹道場 ７
小堀葵・小林まさる /編
群馬・樹の会(前橋市)/発行
57p 21cm 2008.3

【受贈】

水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
126p 21cm 2008.3

【受贈】

第20集
【受贈】

スモールトーク
絲山秋子 /著 角川書店 /発行
188p 15cm 2008.2 438 円
（ 角川文庫 い 63-1 ）
著者は高崎市在住 【 TRC 新刊案内 1560 号】

ガイドブック小林多喜二の東京
｢ガイドブック小林多喜二の東京｣編集委員会
/編 学習の友社 /発行
48p 21cm 2008.3 1048 円
伊勢崎署包囲事件についての記事あり【受贈】
木野塚探偵事務所だ
樋口有介 /著 東京創元社 /発行
258p 15cm 2008.3 640 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-10 ）
著者は前橋市生まれ 【 TRC 新刊案内 1562 号 】

せかいいちおいしいレストラン
あんびるやすこ /作・絵
チャイルド本社 /発行
26p 25 × 25cm 2008.4
（ チャイルドブックアップル傑作選 vol.6-1）
作者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号】

クゥと河童大王
木暮正夫 /作 こぐれけんじろう /絵
岩崎書店 /発行
175p 19cm 2008.3 900 円
木暮氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号 】

その土の上で 沢田五郎作品集
沢田五郎 /著 皓星社 /発行
243p 20cm 2008.3 1800 円
著者は草津町在住

群馬県高校生文学賞作品集 第2集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部 /発行
2008
【上毛 3/31】

鶴田橋賛歌 詩集
長峰利造 /著 津軽書房 /発行
101p 21cm 2008.3 1800 円
著者は草津町在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1564 号】

コイノカオリ
生田紗代・角田光代・島本理生 /[ほか著]
角川書店 /発行
250p 15cm 2008.2 514 円
（ 角川文庫 か 39-50 ）
生田氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号 】
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【受贈】

日本列島放棄
新井克昌 /著 文藝春秋企画出版部 /発行
426p 20cm 2007.12 1700 円
著者は前橋市在住
【上毛 3/3】

〔 2008.4 〕

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ５
にくまんだいすきの巻
なすだみのる /作 あべはじめ /絵
ひくまの出版 /発行
92p 22cm 2008.2 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号 】
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ６
やったね鉄人レースの巻
なすだみのる /作 あべはじめ /絵
ひくまの出版 /発行
94p 22cm 2008.3 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号 】
初音 岡田八重子短歌集
岡田八重子 /著 岡田敬夫 /発行
148p 19cm [2007.11]
著者は館林市生まれ

キャリアデザインの多元的探究 職業観・勤労観
の基礎から考えるキャリア教育論
山口憲二 /編著
才藤千津子・高山有紀・小林俊哉・豊嶋美恵子
・花田経子・リチャード A.マハー・村井信行
・池下隆雄・草場史子他 /執筆
現代図書 /発行
11,261p 21cm 2008.2 2667 円
山口氏は新島学園短期大学キャリアデザイン学
科教授
【受贈、上毛 3/14、 TRC 新刊案内 1561 号】
気持ちが伝わる美しい文章の書き方 気のきいた
手紙・Eメール・ビジネス文書を書くための
中山庸子 /監修 ARI/絵 枻出版社 /発行
139p 18cm 2008.3 1200 円
（ これだけは知っておきたい ）
中山氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号 】

【受贈】

フェイバリット Favorite
高田侑 /著 新潮社 /発行
251p 20cm 2008.3 1400 円
著者は桐生市生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号】

狂言台本とその言語事象の研究
小林賢次 /著 ひつじ書房 /発行
369p 22cm 2008.2 9800 円
（ ひつじ研究叢書 言語編第 61 巻 ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1562 号 】

望郷 おの・ちゅうこうふるさと文学賞 第4回
しらさわ望郷クラブ /編集
沼田市教育委員会 /発行
85p 26cm 2008.3
【受贈】

源氏物語の准拠と諸相
秋澤亙 /著 おうふう /発行
449p 22cm 2007.3 8800 円
著者は県立高崎高校卒業

村上鬼城の真髄 The Essence of Murakami Kijo
育英短期大学現代コミュニケーション学科
“ English Haiku”(英語俳句)受講生一同・
鶴田恭子 /著
上毛新聞社出版メディア局 /発行
100p 27cm 2008.3
鶴田氏は育英短期大学教授【受贈、上毛 3/19】
裳

県関係者の一般著作

【朝日 3/18】

建築設計演習 ２ 標準編 空間とかたを学ぶ
峰岸隆・寺地洋之 /編著 鹿島出版会 /発行
148p 30cm 2008.3 3000 円
峰岸氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号 】

100号 100号記念特集号
裳の会(前橋市)/発行
69p 21cm 2008.2
1979 年創刊の女性だけの詩誌
【受贈、上毛 3/17】

建築設計演習 3 展開編 空間とかたちを操る
峰岸隆・寺地洋之 /編著 鹿島出版会 /発行
118p 30cm 2008.3 3000 円
峰岸氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号 】

靖ちゃん日記傑作集 虹の架橋150号記念
松﨑靖 /著・発行
2008.2 500 円
著者は大間々町在住
【日刊きりゅう 3/2】

公民連携の経営学
石井晴夫・金井昭典・石田直美 /著
中央経済社 /発行
4,6,201p 22cm 2008.3 2600 円
石井氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号 】

ルルとララのいちごのデザート
あんびるやすこ /作・絵 岩崎書店 /発行
71p 22cm 2008.3 1000 円
（ おはなしトントン 10 ）
作者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1563 号】

〔 2008.4 〕

社会不安障害患者の生理的反応に対する認知の歪
みに関する研究
金井嘉宏 /著 風間書房 /発行
122p 22cm 2008.2 5500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1562 号 】
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10年後のお寺をデザインする 寺院仏教のススメ
薄井秀夫 /[著] 鎌倉新書 /発行
176p 26cm 2008.1 9000 円
（ 教化布教ケーススタディー &ノウハウ集
第3集 ）
薄井氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号 】
シンプル衛生公衆衛生学 2008
鈴木庄亮・久道茂 /監修 小山洋・辻一郎 /編集
南江堂 /発行
17,378p 26cm 2008.3 2400 円
鈴木氏は群馬大学名誉教授
小山氏は群馬大学大学院医学系研究科社会環境
医療学教授
【受贈】

40歳からの「夢ノート」 楽しくつくって、願い
をかなえる
中山庸子 /著 大和出版 /発行
191p 19cm 2008.3 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1561 号 】

視聴覚資料

スラヴ世界のイースター・エッグ ピーサンキか
らインペリアル・エッグまで
栗原典子 /著 東洋書店 /発行
265p 図版 12p 19cm 2008.3 1800 円
（ ユーラシア選書 7 ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1563 号 】
掃苔しましょう 風流と酔狂の墓誌紀行
小栗結一 /著 集英社 /発行
254p 18cm 2008.3 720 円
（ 集英社新書 0434 ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1562 号 】
中嶋流ドライバーショット再生塾 日本タイトル
8冠王
中嶋常幸 /著 学研 /発行
142p 23cm 2008.3 1300 円
（ GAKKEN SPORTS BOOKS ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1562 号 】
日本と国連の50年 オーラルヒストリー
明石康・高須幸雄・野村彰男・大芝亮・秋山
信将 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
358p 20cm 2008.3 2800 円
明石氏は群馬県立女子大学外国語教育研究所所
長
【 TRC 新刊案内 1562 号】

太田ヤキソバマン・レッド （CD）
市川たつこ /詞 拓野正行 /曲・歌
2008
太田市名物の焼きそばを PR する｢ヤキソバマ
ン｣のテーマソング
市川氏・拓野氏は前橋市在住
【上毛 3/21】
桐生市立南中学校校歌 （DVD）
桐生市立南中学校 /発行
[2008.3]

【 受贈 】

群馬県立高崎女子高等学校校歌 （CD）
群馬県立高崎女子高等学校・群馬県立高崎女子
高等学校同窓会 /発行
[2008]
【受贈】
群馬のあかり（ビデオ）
[群馬銀行 /制作]
47 分 [2008.1]
平成 20 年 1 月群馬テレビ放映

【受贈】

倭文(しどり)神社の田遊びー群馬県伊勢崎市上之
宮町ー（DVD）
倭文神社の田遊び保存会 /企画
中日映画社 /制作
1 枚 [2008]
【 受贈 】
Rose tinted glasses （CD）
高橋李枝＋ WRISTBAND/歌・演奏
[Q music office/制作]
10 曲 2500 円 2008.1
高橋氏は前橋市生まれ・在住
メンバー 4 人は県内在住
【あみ～ご 3/15】

福祉NPOの社会学
安立清史 /著 東京大学出版会 /発行
9,260p 22cm 2008.2 5700 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1560 号】
フタバスズキリュウ発掘物語 八〇〇〇万年の時
を経て甦ったクビナガリュウ
長谷川善和 /著 化学同人 /発行
193p 19cm 2008.3 1400 円
著者は群馬県立自然史博物館館長
【 TRC 新刊案内 1563 号】
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