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ある地方教育行政官の歩み
岡本信正 /著[･発行]
224p 22cm 2008.1
著者は前橋市在住

発行日
発 行

平成 20( 2008)年 3 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

尾瀬国立公園 誕生 みんなの尾瀬をみんなで守
りみんなで楽しむ
尾瀬国立公園記念事業実行委員会 /発行
10p 21cm 2008.2
【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。

尾瀬のスナップ
辻村啓 /著 文芸社ビジュアルアート /発行
2008.1 1000 円
【読売 2/6】

・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。

小野地区水田址遺跡(社宮司B地点)・谷地遺跡F地
点(おのちくすいでんしいせきしゃぐうじびいち
てん・やちいせきえふちてん) 県立藤岡中央高
等学校施設整備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
72p 写真図版 24p 30cm 2006.7
【受贈】

・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。

亀泉西久保Ⅱ遺跡(かめいずみにしくぼにいせき)
荻窪南田遺跡(おごくぼみなみだいせき) 一般国
道17号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
199p 写真図版 50p 付図 2 枚 30cm 2008.1
【受贈】

０ 総記
図書館の概要 平成１６年度
館林市立図書館 /編集･発行
39p 30cm [2004]

川浦山御材木御伐出御用中日記
久受葉の会(桐生市黒保根町)/発行
119p 21 × 30cm 2007.11
桐生市黒保根町水沼の古文書

【受贈】

図書館の概要 平成１７年度
館林市立図書館 /編集･発行
37p 30cm [2005]

【受贈】

図書館の概要 平成１９年度
館林市立図書館 /編集･発行
46p 30cm 2007.12

【受贈】

年報 平成17年度
岩宿博物館(みどり市)/編集･発行
53p 30cm 2007.3

【受贈】

【受贈】

企画展 第45回 みどり市周辺の鉱業遺産－鉄・
銅・マンガンの生産と技術－
岩宿博物館(みどり市)/編集･発行
31p 30cm 2008.1
【受贈】
郷土の先覚・啓蒙不屈の人
粕川成一 /編集・発行
81p 19cm 2007.12
粕川氏は太田市在住

【受贈】

安川繁成

調査資料
【受贈】

慶応三丁卯年慶応四戊辰年正月 御用留 －本宿
村名主神戸金左衛門－
群馬県立文書館友の会蚋魚の会 /編集･発行
55p 26cm 2007.12
（ 蚋魚の会学習記録 平成 16・ 17 年度第３集 ）
【受贈】

1 哲学･宗教

古代東国の王者 上毛野氏の研究 改訂増補版
熊倉浩靖 /著 雄山閣 /発行
310p 22cm 2008.2 5600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1559 号】
-1-

〔 2008.3 〕

サハリンに生きた朝鮮人 ディアスポラ・私の回
想記
李炳律 /著 北海道新聞社 /発行
350p 20cm 2008.1 2100 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1556 号】

とっておきのにごり湯 色彩で癒され、成分に憩
う 東日本編
ジエ・エー・エフ出版社 /発行
160p 21cm 2008.2 1800 円
【 TRC 新刊案内 1555 号】

時代の鼓動を駆け抜けた人たち
石村澄江 /著 あさを社 /発行
261p 20cm 2008.3 1785 円
著者は館林市生まれ
【受贈、上毛 2/27】

富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村住宅明細図
第１版 ２０年版
刊広社 /発行
12,476,6p 37cm 2008.2 21905 円
（ メーサイズ ）
【購入】

渋川市［渋川］ 旧 渋川市 １ ２００８０２
ゼンリン /発行
16,124,5p 39cm 2008.2 15000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

中郷遺跡(なかごういせき)（１）－古墳時代以降
編－ 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３集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
94p 写 真 図 版 30p 付 図 １ 枚 30cm 2008.2
【受贈】

生涯現役 社会を愛し人々を愛し郷土を愛す
福田作三 /著 あさを社 /発行
205p 22cm 2008.2
著者は太田市在住
【受贈】

成塚向山古墳群(なりづかむけやまこふんぐん)
太田地域における前期古墳の調査 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
570p 巻頭図版 8p 写真図版 91p 30cm
2008.1
【受贈】

関孝和の人と業績 関孝和三百年祭記念出版
関孝和三百年祭記念事業実行委員会 /監修
佐藤健一・真島秀行 /編 研成社 /発行
122p 26cm 2008.1 1500 円
【 TRC 新刊案内 1556 号】

西野原遺跡（１）(２)（にしのはらいせき)
一般県道国定藪塚線地方特定道路整備事業に伴う
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
92p 写真図版 28p 30cm 2006.9
【受贈】

戦国忍者列伝 80人の履歴書
清水昇 /著 河出書房新社 /発行
249p 19cm 2008.2 1600 円
真田昌幸に仕えた忍者に関する記事あり
著者は藤岡市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1559 号】

日本百名山を登る 上巻 北海道・東北・関東甲
信越
昭文社 /発行
174p 21cm 2008 1400 円
（ 山あるきナビ ）【 TRC 新刊案内 1559 号】

武田勝頼と新府韮崎城 築城に尽くした真田昌幸
信昌兄弟
高添藤政 /著 山梨ふるさと文庫 /発行
201p 19cm 2007.12 1500 円
【 TRC 新刊案内 1555 号】

榛名神社所蔵の唐式鏡について
植松勇介 /著[･発行]
97p ～ 108p 26cm 2008
静岡産業大学情報学部研究紀要第 10 号の抜き
刷り
【受贈】

たけやま
唐澤定市・奈良秀重 /著
山里テーマパーク部会(中之条町)/発行
76p 20cm 2007.8
嵩山の歴史をまとめたもの
【受贈】

矢部遺跡・新島遺跡(やべいせき・にいじまいせ
き) 一般県道竜舞山前停車場線事業に伴う埋蔵
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
117p 写真図版 44p 30cm 2006.3
【 受贈 】

地域の絆 今に伝えること、今を伝えること
中野地区誌
根っこの会(中野地区誌編纂委員会) /編集･発行
85p 21 × 22cm 2007.12
中野地区は利根郡川場村にあり
【受贈、上毛 2/9】

るるぶ安くていい宿評判の宿関東周辺 '08～'09
JTB パブリッシング /発行
173p 26cm 2008.2 857 円
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1555 号】

堤沼上遺跡(つつみぬまうえいせき) 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２)報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
246p 写真図版 56p 付図１枚 30cm 2008.1
【受贈】
〔 2008.3 〕
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歴代首相
小林弘忠 /著 実業之日本社 /発行
306p 19cm 2008.2 1500 円
（ 知れば知るほど ）
福田康夫氏までの歴代首相の記事あり
【 TRC 新刊案内 1557 号】
私の国鉄春秋
毛呂芳太郎 /著・発行
184p 22cm 2008.1
著者は高崎市在住

伊勢崎市議会定例会会議録 平成１９年第６回
平成１９年１２月５日開会 平成１９年１２月
１９日閉会
伊勢崎市議会事務局 /発行
206p 30cm 2008.2
【受贈】
[采女地区青少年健全育成会下渕名六区支部
２０年のあゆみ]
采女地区青少年健全育成会境下渕名六区支部
(伊勢崎市)/発行
40p A4 判 [ 2008]
【上毛 2/5】

【受贈、上毛 2/20】

渡良瀬一〇〇年 自然・歴史・文化を歩く
読売新聞社宇都宮支局 /編 随想舎 /発行
191p 21cm 2008.1 1800 円
【 TRC 新刊案内 1558 号、読売 2/27】

学校教育の指針 平成20年度
群馬県教育委員会 /発行
折りたたみ 30 × 84cm 2008.2

【 受贈 】

群馬県立安中実業高等学校新聞縮刷版
群馬県立安中実業高等学校閉校式実行委員会
/編集･発行 群馬県立安中実業高等学校 /発行
159p 30cm 2008.3
【受贈、上毛 2/21】
カンナ 十周年記念誌
松井田ボランティアカンナの会 /発行
77p 26cm 2006.12
【受贈】

3 社会科学
アクティブプラン・たてばやし ～館林市男女共
同参画基本計画～
平成19(2007)年度～平成23(2011)年度
館林市市民部市民参画推進課 /編集
館林市 /発行
64p 30cm [2007.7]
【 受贈 】

心のまなびや 桐生市立西中学校６１年のあゆみ
桐生市立西中学校 PTA/発行
159p 26cm 2008.3
【受贈､上毛 2/13、桐生ﾀｲﾑｽ 2/29】
桐生市議会会議録 平成１９年第４回定例会
平成１９年１２月３日開会 平成１９年１２月
２０日閉会
桐生市議会事務局 /発行
450p 30cm [ 2007.12]
【受贈】

アクティブプラン・たてばやし ～館林市男女共
同参画基本計画～ (ダイジェスト版)
館林市市民部市民参画推進課 /編集
館林市 /発行
二つ折り 30cm [ 2007.7]
【受贈】
あゆみ 第61号 平成19年
吾妻郡連合婦人会 /発行
214p 21cm 2007.2
育英短期大学研究紀要
育英短期大学 /発行
100p 26cm 2008.2

桐生市地区公民館サークル連絡協議会結成１０周
年記念誌
桐生市地区公民館サークル連絡協議会 /発行
59p 30cm 2007.8
【受贈】

【受贈、上毛 2/28】

群馬県移動人口調査結果（年報）平成19年
群馬県総務部統計課 /発行
53p 30cm 2008.1
【受贈】

第25号
【受贈】

群馬県会社要覧 ２００８年版
群馬経済研究所 /発行
305p 21cm 2008.1

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 質問紙MHIメンタルヘルスインデ
ックスを利用して ～Mental Health Support Sy
stem~
佐藤昭三 /編・著[･発行]
44p 26cm 2008.2 762 円
付属資料： CD-ROM1 枚
著者は吉岡町在住
【受贈】

【受贈】

決算特別委員会記録
平成１９年９月４日～平成１９年９月７日
桐生市議会事務局 /発行
202p 30cm 2007
【受贈】
人権カルタ
玉村町南小学校 /制作
[ 2008]
-3-

【上毛 2/15】

〔 2008.3 〕

新保守主義の作用 中曽根・ブレア・ブッシュと
政治の変容
豊永郁子 /著 勁草書房 /発行
208p 22cm 2008.1 2800 円
【 TRC 新刊案内 1555 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
あかぎ風ラインそば街道マップ
あかぎ・風ライン研究会 /発行
四つ折り A3 判 2008
前橋・桐生・渋川・みどり市、富士見村のそば
店の案内 【 読売 2/27、上毛 2/28、あみ～ご 3/8】

スロベニアと群馬の架け橋 群馬大学社会情報学
部とリュブリャーナ大学文学部の交流7年
荒木詳二・柿本敏克・砂川裕一・高山利弘・
山内春光 /編
群馬大学社会情報学部 /発行
【受贈】

一冊まるごとニガウリBOOK 館林・邑楽地域は実
はニガウリの大産地！ご近所でいっぱい作ってる
ニガウリの料理や栽培を楽しんでみませんか？
群馬県東部県民局館林行政事務所・館林地区農
業指導センター /発行
12p 30cm 2008.1
【 受贈 、ぐんま経済 2/21、読売 2/27、上毛 3/1】

世間話研究 第17号
世間話研究会 /発行
84p 21cm 2007.10
群馬県関係記事『落語｢目黒のさんま｣の周辺－
殿様の遠乗りとムラ人たち－』(井田安雄 /著)
収録
【受贈】

果樹あるタウン榛名 梅の味(み)どころガイド
榛名観光協会 /発行
8p A4 判 2008
【 上毛 2/18】

ぶらじるの達人 在日ブラジル人コミュニティの
歩き方
アイピーシー・ワールド /発行
51p 30cm 2007.9
太田市大泉町の記事あり
【受贈】

群馬県の廃棄物 廃棄物政策課業務概要
平成18年度
群馬県環境・森林局廃棄物政策課 /発行
72p 30cm [2008]
【受贈】

若松孝二実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(み
ち)
「実録・連合赤軍」編集委員会・掛川正幸 /編
朝日新聞社 /発行
217p 30cm 2008.2 1400 円
【 TRC 新刊案内 1559 号】

群馬で家を建てる 2008春・夏 「建てたい家」
から見つけるピッタリの依頼先30社
月刊ハウジング /編集 リクルート /発行
106p 30cm 2008.3 371 円
（ RECRUIT MOOK ）【 TRC 新刊案内 1558 号 】
ひでこのおしゃべりレシピ集
関口秀子 /著[･著]
群馬ホスピスケア研究会 /制作
[2008] 250 円
著者は太田市在住

4 自然科学

【上毛 2/16】

ひでこのおしゃべりレシピ集 続編
関口秀子 /著[･著]
群馬ホスピスケア研究会 /制作
[2008] 250 円
著者は太田市在住
【上毛 2/16】
前橋・高崎・桐生のおいしいケーキ屋さん
データ&マップ付き
A・ R プレス /著 メイツ出版 /発行
128p 21cm 2008.2 1500 円
【 TRC 新刊案内 1557 号、あみ～ご 3/8】
四十年のあゆみ
群馬県金型工業会記念誌部会 /編集
群馬県金型工業会 /発行
135p 27cm 2008.1

〔 2008.3 〕
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【受贈】

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

養蠶(かいこ)の神々 －蚕神信仰の民俗－
阪本英一 /著 群馬県文化事業振興会 /発行
482p 22cm 2008.3 4762 円
著者は安中市在住
【受贈、上毛 2/1】
群馬県蚕業試験場年報 平成18年度
群馬県蚕業試験場 /発行
66p 30cm 2007.12

赤城山麓の石神たち 画文集
品川鈴峰 /著 絵と本の木かげ館 /発行
110p 21 × 30cm 2007.7 2400 円
（ 上毛三山巡り２ ）
著者は渋川市在住
【受贈】
関東周辺渓流釣り場ガイド '08～'09年版
成美堂出版 /発行
159p 26cm 2008.3 1500 円
（ SEIBIDO MOOK ）【 TRC 新刊案内 1559 号】

【受贈】

交通安全ヒヤリ・ハットMAP
達磨 PJ(高崎市鼻高町上川原自治会内)/発行
[2008]
高崎市鼻高町内道路の危険箇所を記した地図
【上毛 2/13】

Ｇｏｌｆ ｉｎ Ｇｕｎｍａ 群馬ゴルフコース
ガイド ２００７
東日本ゴルフ新聞社 /発行
200p 26cm 2007.4 571 円
【購入】

交通安全ヒヤリ・ハットMAP
マルシン産業(安中市)/作製
[2008] ホームページで公開
安中市板鼻地区の交通危険箇所を記した地図
【上毛 2/19】

[境町山の会創立５０周年記念誌]
境町山の会(伊勢崎市)/発行
220p A4 判 2008

上州吾妻の郷 角田新八写真集
角田新八 /著 日本写真企画 /発行
119p 25 × 27cm 2007.11 4800 円
著者は中之条町在住
【受贈、上毛 2/15】

図解決戦!業界関ケ原 2強対決から勝利の戦略を
学びとれ
松田久一・ JMR 生活総合研究所 /著
洋泉社 /発行
125p 26cm 2008.2 1000 円
（ 洋泉社 MOOK ）
ヤマダ電機に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1556 号】

素顔花花 トイカメラとあそぶ
TON TON/著
榛名まほろば出版(北群馬郡榛東村) /発行
66p 19cm 2007.2 1300 円
【 購入 】

増販増客実例集
群馬マーケティングセンター(高崎市)/発行
232p [2008] 2000 円
【上毛 2/10】

創作版画 黎 ＯＲＩＧＩＮＡＬ ＰＲＩＮＴ
ＡＲＴ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 第21集
創版社(前橋市)/企画・発行
26 × 34cm 2007 30000 円
【購入】

前橋バス路線MAP
[前橋市市民部いきいき生活課 /発行]
折りたたみ 60 × 42cm [2008.2]
【 受贈 】

創立６０周年記念画集
桐生日本画美術会 /発行
42p 19 × 26cm 2008.2【 受贈 、桐生ﾀｲﾑｽ 2/25】

繭の記憶
上毛新聞社 /発行
229p 19cm 2008.2 1200 円
（ シルクカントリー双書 一 ）
【受贈、上毛 2/5、 2/14、 2/17】
民有林林道事業の概要 平成19年度
群馬県環境森林部林政課 /発行
100p 30cm [2008]

【上毛 2/28】

和やかな午後のひととき
山崎光子・星野京子 /著[･発行]
93p A4 判 2008 2100 円
山崎氏は群馬県で教員を務めた
星野氏は伊勢崎市在住

【上毛 2/11】

榛名山麓の路傍神 画文集
品川鈴峰 /著 絵と本の木かげ館 /発行
108p 21 × 30cm 2007.7 2400 円
（ 上毛三山巡り１ ）
著者は渋川市在住
【受贈】

【受贈】
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ビエネス 群馬県文化財研究会論文報告集
第１４号
群馬県文化財研究会 /編集･発行
23p 26cm 2008.2
【受贈】

終わらない夏
此島謙司 /著 文芸社 /発行
178p 19cm 2007.10 1200 円
著者は高崎市在住
【ﾊﾟﾘｯｼｭ 2 月号】

ふしぎ道士伝 八卦の空 ４
秋田書店 /発行
286p 18cm 2008.3 514 円
著者は前橋市生まれ

企画展 第５９回 生誕70年金鶴泳－愛を求めて
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
12p 30cm 2008.2
【受贈】
【受贈】
桐生広域文学碑めぐり
桐生広域文学碑保存委員会 /編著[･発行]
60p 21cm 2008.1
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 2/7】

妙義山麓の神仏巡り 画文集
品川鈴峰 /著 絵と本の木かげ館 /発行
109p 21 × 30cm 2007.7 2400 円
（ 上毛三山巡り３ ）
著者は渋川市在住
【受贈】
私と紙芝居
片亀歳晴 /著・発行
123p 30cm 2008.3
著者は玉村町在住

くりはら 第１０号
旧利根村立東中学校(現沼田市立利根中学校)
1964 年度卒業生 /発行
20p A4 判 2008.2
【上毛 2/15】
こんな韓国あとにもさきにも～知裕初めての旅～
鈴木知明 /著・発行
112p 20cm 2005.1
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

【受贈、上毛 2/8】

こんなサイパンあとにもさきにも～知裕初めての
海～
鈴木知明 /著・発行
105p 20cm 2005.7
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

8 語学

こんなシンガポールあとにもさきにも～知裕初め
ての動物園～
鈴木知明 /著・発行
154p 20cm 2006.7
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

9 文学
青柳 合同句集・５
前橋文学館友の会青柳俳句会 /発行
77p 21cm 2008.2
生かされて 歌集
長谷川義男 /著・発行
330p 22cm 2007.11
著者は長野原町在住

坂口安吾 1906-1955
坂口安吾 /著 筑摩書房 /発行
477p 15cm 2008.2 880 円
（ ちくま日本文学 009 ）
【 TRC 新刊案内 1557 号】

【受贈】

三幕の殺意
中町信 /著 東京創元社 /発行
257p 20cm 2008.1 1800 円
（ 創元クライム・クラブ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1556 号】

【受贈、上毛 1/9】

遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌
高崎市文化協会群馬支部 /発行
172p 21cm 2007.2

第39号

少年たちの夏
冬野良 /著 新風舎 /発行
223p 15cm 2007.10 700 円
（ 新風舎文庫 ）
著者は群馬県生まれ

【受贈】

遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌 第40号・
創立40周年記念
高崎市文化協会群馬支部 /発行
196p 21cm 2008.2
【受贈、上毛 2/26】

セカンドスプリング
川渕圭一 /著 PHP 研究所 /発行
327p 20cm 2008.3 1500 円
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1559 号】

老イニモ負ケズⅡ
倉田東平 /著 ジャスト月刊ヴィアン /発行
309p 20cm 2008.2 2000 円
著者は高崎市在住
【受贈】
〔 2008.3 〕

【受贈】
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翔べ翔べ暮鳥 第２７号
翔べ翔べ暮鳥会 /発行
34p A5 判 2008

詩誌

三毛猫一座のミュージカル
あんびるやすこ /著 岩崎書店 /発行
127p 22cm 2008.2 1100 円
（ おはなしガーデン 18 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1559 号】

【上毛 2/19】

なきだしたやまんじい
まつたにみよこ /ぶん つかさおさむ /え
ブッキング /発行
1 冊(ページ付なし) 29cm 2008.1 1600 円
つかさ氏は前橋市生まれ
【 TRC 新刊案内 1555 号】

夢霊
桑原美波 /著 講談社 /発行
268p 20cm 2008.1 1500 円
内容：月盗人 紅鬼と黒傘 仏の信心 篝火 花影
鳥追い童 夢のまた夢
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1555 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ４
きえた森のともだちの巻
なすだみのる /作 あべはじめ /絵
ひくまの出版 /発行
94p 22cm 2008.2 1200 円
あべ氏は館林市生まれ【 TRC 新刊案内 1557 号 】
眠る男 [脚本]
『眠る男』製作委員会 /発行
149p 17cm [ 1995]

流星群 大塚正巳遺歌集
大塚正巳 /著 短歌新聞社 /発行
241p 20cm 2008.2 2500 円
著者は北甘楽郡(現富岡市)生まれ

ワンダー・ドッグ
竹内真 /著 新潮社 /発行
283p 20cm 2008.1 1400 円
著者は高崎市育ち
【購入、 TRC 新刊案内 1555 号】

【受贈】

萩原朔太郎というメディア ひき裂かれる近代/
詩人
安智史 /著 森話社 /発行
401p 22cm 2008.1 5400 円
【 TRC 新刊案内 1556 号】
花々のこゑ 歌集
片平阿佐子 /著 角川書店 /発行
221p 20cm 2007.11 2571 円
（ 槻の木叢書 ）
著者は群馬県生まれ
はなみづき
城山俳句会[(高崎市)]/発行
[2008]
発足一周年記念の作品集

【受贈】

県関係者の一般著作
海外の日本語メディア 変わりゆく日本町と日系
人
田村紀雄 /著 世界思想社 /発行
330p 21cm 2008.2 2800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1557 号】

【受贈】

【上毛 2/6】

ひたすらに 歌集
石原千代 /著 紙鳶社 /発行
172p 21cm 2007.12
（ 清流叢書 ）
著者は伊勢崎市在住

紙芝居文化史 資料で読み解く紙芝居の歴史
石山幸弘 /著 萌文書林 /発行
221p 27cm 2008.1 3800 円
著者は群馬県立土屋文明記念文学館主席専門員
【 TRC 新刊案内 1558 号、読売 2/22、
朝日 2/26、上毛 2/27】

【受贈】

きのこ・毒きのこ
横山和正 /監修
須田隆・中沢武・村岡眞治郎 /執筆
主婦の友社 /発行
223p 17cm 2007.9 900 円
（ 主婦の友ポケット BOOKS ）
須田氏は桐生市在住
【上毛 2/9】

ビールボーイズ The Beer Boys
竹内真 /著 東京創元社 /発行
316p 20cm 2008.2 1700 円
著者は高崎市育ち 【 TRC 新刊案内 1559 号】
蛍火 歌集
片平阿佐子 /著 ながらみ書房 /発行
229p 20cm 2001.10 2600 円
（ 槻の木叢書 ）
著者は群馬県生まれ

近代アジア精神史の試み
松本健一 /著 岩波書店 /発行
257,5p 15cm 2008.1 1000 円
（ 岩波現代文庫 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1555 号】

【受贈】
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経験を盗め 奥の深い生活・趣味編
糸井重里 /著 中央公論新社 /発行
370p 16cm 2008.1 724 円
（ 中公文庫 い 102-2 ）
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1555 号】

視聴覚資料
雨恋々(あめれんれん) (CD)
清水博正 /歌 たかたかし /詞 弦哲也 /曲
テイチクレコード /発行
2008.2
清水氏は渋川市在住、群馬県立盲学校(前橋市)
高等部 2 年在学中
【上毛 2/21、ﾀｳﾝわたらせ 2/22、東京 2/26】

経済の相互依存と北東アジア農業 地域経済圏形
成下の競争と協調
八木宏典 /編 東京大学出版会 /発行
305p 22cm 2008.1 7400 円
八木氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1555 号 】

尾瀬国立公園 誕生 みんなの尾瀬をみんなで守
りみんなで楽しむ (DVD)
NHK エンタープライズ /制作
尾瀬国立公園記念事業実行委員会 /発行
本編 18 分 [2008.2]
【受贈】

省略英会話BOOK Short and Sweet English こ
こまで略しても通じる!
D.A.Thayne・小池信孝 /著
主婦の友社 /発行
191p 19cm 2008.2 1000 円
小池氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1556 号 】

蚕糸・安実９５年のあゆみ (DVD)
群馬県立安中実業高等学校校内閉校式実行委員
会思い出の DVD 作成係 /制作
群馬県立安中実業高等学校 /発行
2008
【受贈、上毛 2/21】

図解でわかる憲法
高野泰衡 /著 伊藤真 /監修
日本実業出版社 /発行
197p 21cm 2008.2 1500 円
（ 入門の法律 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1555 号】

渋川市の歌 ｢力合わせて｣ (CD)
渋川市 /発行
2008.1
歌詞・曲は公募で選ばれたもの

図説・近代日本住宅史 新版
内田青藏・大川三雄・藤谷陽悦 /編・著
鹿島出版会 /発行
196p 26cm 2008.2 3200 円
大川氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1557 号 】

【上毛 2/5】

上州に舞え創造の風 ぐんま総文 第32回全国高
等学校総合文化祭 (CD)
エフエム群馬 /制作
第 32 回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会 /著作･発行
3 曲(うち｢青空のキャンバス｣は 5 バージョン
あり) 2007.11
【受贈】

地方の一分
清水聖義 /著 おおた 21・政経クラブ /発行
2008 700 円
著者は太田市長
【上毛 2/21】

スキャンタリー・エレガント･モーション (CD)
ロースト(スミト :田島澄人・ナオヤ :岩瀬尚也
・マサト :田島雅人)/歌・演奏
6 曲 2007.12 1500 円
伊勢崎市出身のロックバンド
【上毛 2/21】

東大の国語力 よみがえれ!呼び覚ませ!!失われ
た読解力
川渕圭一 /著 イースト・プレス /発行
263p 19cm 2008.2 1300 円
著者は前橋市生まれ
【 TRC 新刊案内 1556 号、上毛 2/24】

ファイト！八木節 振付解説ビデオ (DVD)
第 32 回全国高等学校総合文化祭群馬県実行委
員会 /発行
2007.11
ぐんま総文総合開会式第 3 部構成劇｢かまち｣
PV 付き
【受贈】
[｢めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる｣(横田
早紀江/著)朗読CD] (抄) (CD)
群馬マンドリン楽団 /演奏 救う会・群馬 /発行
[2008] 500 円
群馬マンドリン楽団定期演奏会のライブ CD
横田氏は約 3 年間前橋市に在住 【産経 2/24】

〔 2008.3 〕

-8-

