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[浅間山北麓の2万5千分の1地質図]
早川由紀夫 /作成 本の六四館 /発行
A2 判 2007 500 円
早川氏は群馬大学教育学部教授
【朝日 8/6、上毛 9/3】

発行日
発 行

平成 19( 2007)年９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

えりあぐんま 第13号 2007
群馬地理学会 /編集･発行
71p 26cm 2007.8

・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。

太田市・大泉町住宅明細図 地籍版
版 １９年版
刊広社 /発行
569,50p 37cm 2007.8 32000 円
(メーサイズ)

・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。

【受贈】
改訂第１６

【購入】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
尾瀬をあるく 花と自然の別天地魅力の26コース
改訂2版
JTB パブリッシング /発行
159p 21cm 2007.8 1400 円
【 TRC 新刊案内 1530 号】

・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。

加賀百万石と中山道の旅
忠田敏男 /著 新人物往来社 /発行
229p 20cm 2007.8 2000 円
【 TRC 新刊案内 1533 号】

０ 総記
群馬県立歴史博物館年報 第28号
群馬県立歴史博物館 /発行
32p 30cm 2007.6

上落合岡遺跡 一般県道下栗須馬庭停車場線地方
特定道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
藤岡市教育委員会 /編集･発行
2 冊 付図 6 枚 30cm 2004.3
第 1 分冊：本文編
671p
第 2 分冊：写真図版編 134p
【 受贈 】

平成18年度版
【受贈】

空襲・戦災を記録する会全国連絡会議・前橋大会
第37回 資料集
空襲・戦災を記録する会全国連絡会議・前橋大
会実行委員会 /編集･発行
75p 30cm 2007.7
【受贈】

1 哲学･宗教
伊勢崎のお寺 １市３町１村の歴史と伝統を誇る
８６寺要覧
鎌上政巳 /著･発行
長島秀行･小杉英雄・川端一美・鎌上政巳 /企画
･編集
126p 21cm 2007.8
伊勢崎市・境町・赤堀町・東村・玉村町の 86
寺についての記述あり
【受贈、読売 8/23、上毛 8/28】

ぐんまの楽しさいっぱい！イベントフラワーガイ
ド
群馬県観光国際協会 /発行
36p 30 × 10cm [2007.8]
年 3 回の発行予定
【上毛 8/22、ぐんま経済 8/30】
ぐんま百名山 まるごとガイド
横田昭二 /調査・執筆
上毛新聞社出版局 /発行
218p 19cm 2007.7 1500 円
【 上毛 8/2・ 8/30、TRC 新刊案内 1531 号 】
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〔 2007.9 〕

山紫水明の中で－私の思い出集－
山口隆久 /著 上毛新聞社出版局 /発行
126p A5 判 [2007.8]
著者は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 8/28】

道の駅まるかじりガイド 関東周辺全143駅
日本出版社 /発行
159p 21cm 2007.8 952 円
【 TRC 新刊案内 1533 号】

市内遺跡ⅩⅢ
藤岡市教育委員会 /編集･発行
18p 30cm 2007.3

るるぶ日帰り温泉関東周辺 '08
JTB パブリッシング /発行
159p 26cm 2007.8 800 円
伊香保・四万・草津・猿ヶ京三国温泉などの記
事あり
【 TRC 新刊案内 1530 号】

【受贈】

大逆事件の飛沫（五）高畠素之書簡翻刻
石山幸弘 /著[･発行]
57 ～ 82p 26cm 2006.3
群馬県立土屋文明記念文学館｢風 文学紀要｣第
10 号の抜刷
【 受贈 】
高山村 吾妻郡 ２００７ ０７
ゼンリン /発行
8,30,1p 39cm 2007.7 7000 円
(ゼンリン住宅地図 群馬県)
館林市 ２００７ ０７
ゼンリン /発行
12,137,9p 39cm 2007.7 19000 円
(ゼンリン住宅地図 群馬県)

老農船津伝次平 その生涯と業績をつづる45話
改訂版
柳井久雄 /著 上毛新聞社 /発行
270p 19cm 2007.8 1143 円
【上毛 8/26】
我が祖父川島忠之助の生涯
川島瑞枝 /著 皓星社 /発行
182p 20cm 2007.7 1800 円
富岡製糸工場に関する記述あり

【購入】

【購入】

豊岡誌 群馬県高崎市
｢豊岡誌｣編さん委員会 /編集[･発行]
679p 31cm 2007.3 【受贈、上毛 8/22、 9/6】

3 社会科学
あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成7年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
91p 26cm 1996.8
【受贈】

どろよけ人生此処にあり
若林宏宗 /著
スカイビュープランニング /発行
241p 19cm 2007.8 1500 円
著者は太田市生まれ
元桐生高校野球部部長(後校長)の半生記
【 受贈 、上毛 8/30、TRC 新刊案内 1532 号 】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成8年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
56p 26cm 1997.12
【受贈】

沼田藩土岐氏 家中由緒書
沼田市教育委員会社会教育課文化財保護係 /編
集 沼田市教育委員会 /発行
546p 30cm 2007.3
【受贈】
年報（23）
藤岡市教育委員会 /編集･発行
24p 30cm 2007.8

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成9年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
52p 26cm 1998
【受贈】
あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成10年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
46p 30cm 1999
【受贈】

【受贈】

フィールドワーク群馬の戦争遺跡 学び・調べ・
考えよう
第 10 回戦争遺跡保存全国シンポジウム群馬県
実行委員会 /編集 平和文化 /発行
63p 21cm 2007.8 600 円
【 読売 8/15、朝日 8/23、TRC 新刊案内 1532 号 】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成11年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
44p 30cm 2000
【受贈】

前橋市真景図 復刻版
特定非営利活動法人波宜亭倶楽部 /企画･執筆
前橋市商工部にぎわい観光課 /発行
折りたたみ 60 × 84cm 2007.3
明治 42( 1909)年発行の｢前橋市真景図」を復刻
させたパンフレット
【受贈、上毛 8/14】
〔 2007.9 〕

【受贈】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成13年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
44p 30cm 2001
【受贈】
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あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成14年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
40p 30cm 2002
【受贈】
あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成15年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
37p 30cm 2003
【受贈】

業務概要 平成15年度
群馬県立点字図書館 /発行
25p 30cm 2004.6

【受贈】

業務概要 平成16年度
群馬県立点字図書館 /発行
25p 30cm 2005.6

【受贈】

桐生市議会会議録 平成19年第1回臨時会 平成1
9年5月17日開会 平成19年5月18日閉会
桐生市議会事務局 /発行
24p 30cm 2007
【受贈】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成16年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
36p 30cm 2004
【受贈】

桐生市議会会議録 平成19年第2回定例会 平成1
9年6月11日開会 平成19年6月26日閉会
桐生市議会事務局 /発行
334p 30cm 2007
【受贈】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成17年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
37p 30cm 2005
【受贈】

群馬県専修学校各種学校進学ガイド 2008
群馬県専修学校各種学校協会 /編集･発行
102p 26cm 2007.6
【受贈】

あしどり 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
平成18年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ /編集･発行
27p 30cm 2006
【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書 平成18年度
群馬県総務局人権男女共同参画課 /発行
58p 30cm 2007.3
【受贈】

殖蓮生涯学習記念誌 資料でたどる殖蓮地区生涯
学習18年のあゆみ
伊勢崎市殖蓮地区生涯学習推進員会連絡協議会
/編集･発行
143p 30cm 2007.8
【受贈、上毛 8/12】

ぐんま県民カレッジ講座一覧 平成19年度
群馬県生涯学習センター｢ぐんま県民カレッジ
事務局」 /発行
86p 30cm 2007.7
【受贈】

お地蔵さま 和讃集 旧群馬県群馬郡東村現群馬
県前橋市東地区
東村お地蔵さま保存会 /発行
41p 30cm 2007.5
【受贈】

群馬県立産業技術センター研究報告
2006
群馬県立産業技術センター /発行
77p 30cm 2007.6

北関東圏における多文化共生の地域づくりに向け
て 北関東圏の産業維持に向けた企業・自治体連
携による多文化共生地域づくり調査報告書 平成
18年度国土施策創発調査
国土交通省国土計画局 /発行
202p 30cm 2007.3
【受贈】

ぐんま高齢社会白書'07
群馬県健康福祉局介護高齢課 /編集･発行
127p 21cm 2007.6 170 円
【受贈】

業務概要 平成14年度
群馬県立点字図書館 /発行
25p 30cm 2003.6

【 受贈 】

群馬大学アドバンス・テクノロジー高度研究セン
ター年報 第11号 平成18年度
群馬大学 ATEC(旧 SVBL) /発行
302p 30cm 2007.7
【受贈】

北関東圏における多文化共生の地域づくりに向け
て（調査結果のあらまし） 平成18年度北関東圏
の産業維持に向けた企業・自治体連携による多文
化共生地域づくり調査
国土交通省・群馬県 /発行
10p 30cm [ 2007.3]
【受贈】
業務概要 平成13年度
群馬県立点字図書館 /発行
23p 30cm 2002.6

平成18年度

国勢調査報告 Population census of Japan 平
成17年第6巻その1第2部10 従業地・通学地によ
る人口 人口の男女・年齢,就業者の産業(大分類)
都道府県・市区町村編 群馬県
総務省統計局 /編集 日本統計協会 /発行
435p 27cm 2007.7 4700 円
附属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
【 TRC 新刊案内 1531 号】

【受贈】

50年のあゆみ
全労済群馬県本部・群馬県労働者生活協同組合
/発行
186p A4 判 2007
【上毛 8/1】

【受贈】
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〔 2007.9 〕

財政のあらまし 平成19年6月
群馬県 /発行
53p 30cm 2007.6

【受贈】

少年非行概況 平成18年
群馬県警察本部 /発行
63p 30cm [2007]

【受贈】

中体連のあゆみ 50号
群馬県中学校体育連盟研究部編集委員会 /編集
群馬県中学校体育連盟 /発行
299p 30cm 2007.3
【受贈】
日本のまつり
木村敬司 /著 新風舎 /発行
[2007]
伊香保温泉の｢石段ひなまつり｣の記述あり
著者はみなかみ町生まれ
【読売 8/1】

上毛農林（昭和24年1月15日・第1号～平成19年
3月1日・第55号）
群馬県立勢多農林高等学校同窓会 /発行
244p 42cm 2007
【受贈】

前橋の市政概要 平成19年度版
前橋市議会事務局 /発行
372p 30cm [2007.7]

戦後教育史を学ぶ 年報 教師のライフヒストリ
ーと戦後教育史 2006
群馬県高校教育研究所制度政策部会 /編集
群馬県高校教育研究所 /発行
383p 26cm 2007.7
【受贈】

向井千秋記念子ども科学館館報 第8号
平成１０年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
37p 30cm [ 1999]
【受贈】

高崎経済大学附属産業研究所４０年史
高崎経済大学附属産業研究所 /編集･発行
96p 26cm 1997.12
【受贈】
館林市子ども科学館館報 平成3年度
館林市子ども科学館 /編集･発行
41p 26cm [1992]

【受贈】

館林市子ども科学館館報 平成4年度
館林市子ども科学館 /編集･発行
33p 26cm [1993]

【受贈】

館林市子ども科学館館報 第3号
館林市子ども科学館 /編集･発行
33p 30cm [1994]
館林市子ども科学館館報 第4号
平成6年度事業報告
館林市子ども科学館 /編集･発行
38p 30cm [1995]
館林市子ども科学館館報 第5号
平成7年度事業報告
館林市子ども科学館 /編集･発行
36p 30cm [1996]
館林市子ども科学館館報 第6号
平成8年度事業報告
館林市子ども科学館 /編集･発行
35p 30cm [1997]
館林市子ども科学館館報 第7号
平成9年度事業報告
館林市子ども科学館 /編集･発行
35p 30cm [1998]

向井千秋記念子ども科学館館報 第9号
平成１１年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
33p 30cm [ 2000]
【受贈】
向井千秋記念子ども科学館館報 第10号
平成１２年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
36p 30cm [ 2001]
【受贈】

【受贈】

向井千秋記念子ども科学館館報 第11号
平成１３年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
40p 30cm [ 2002]
【受贈】

【受贈】

向井千秋記念子ども科学館館報 第12号
平成１４年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
40p 30cm [ 2003.10]
【受贈】

【受贈】

向井千秋記念子ども科学館館報 第13号
平成１５年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
42p 30cm [ 2004.7]
【受贈】

【受贈】

向井千秋記念子ども科学館館報 第14号
平成１６年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
38p 30cm [ 2005.12]
【受贈】

【受贈】

予算特別委員会記録 平成19年
日～平成19年3月7日
桐生市議会事務局 /発行
288p 30cm 2007

誕生と死の民俗学
板橋春夫 /著 吉川弘文館 /発行
312p 22cm 2007.8 8500 円
群馬県の記事多数あり。著者は伊勢崎市在住
【購入、上毛 8/12、 TRC 新刊案内 1530 号】
〔 2007.9 〕

【 受贈 】
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平成19年2月28
【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

外食で上手に食事バランスガイドを利用しましょ
う
群馬県 /発行
三つ折り 21 × 45cm 2007.3
【受贈、ぐんま経済 8/9】

群馬県都市計画審議会議案 第143回
群馬県県土整備局都市計画課 /発行
8p 30cm 2007.6

国宝・重要文化財建築物目録 平成19年3月
文化庁文化財部参事官(建造物担当) /編集･発行
355p 30cm 2007.3
群馬についての記述あり
【受贈】

関東病院情報 2007年版
医事日報 /発行
1359p 26cm 2007.7 20000 円
【 TRC 新刊案内 1532 号】

米粉食品の商品紹介・レシピ集
関東農政局群馬農政事務所米粉ネットぐんま
/発行
29p 21cm 2007.3
県内製菓店で販売している米粉商品の記事あり
【受贈、上毛 8/1】

ぐんま食事バランスガイド
群馬県 /発行
三つ折り 30 × 63cm 2007.3
【受贈、ぐんま経済 8/9】
群馬の算額解法
県和算研究会(会長･小林龍彦)/[著]・発行
498p A4 判 2007 4500 円
小林氏は前橋工科大学教授【購入、朝日 8/24】

田中正造と佐野教会 地域文化の源泉を求めて
日本キリスト教団佐野教会 /発行
79p 30cm 2006.12
【受贈】
悲劇の発動機「誉」 天才設計者中川良一の苦闘
前間孝則 /著 草思社 /発行
443p 20cm 2007.7 2800 円
「誉」は中島飛行機で開発された
【購入、 TRC 新刊案内 1531 号】

1783 天明浅間山噴火報告書
中央防災会議・災害訓練の継承に関する専門調
査会 /発行
193p 図版 8p 30cm 2006.3
附属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
【受贈】
年報 2006 平成18年度
群馬県立自然史博物館 /編集･発行
63p 30cm 2007.5

【 受贈 】

陸軍岩鼻火薬製造所の歴史 県立公園「 群馬の森 」
の過去をさぐる
菊池実・原田雅純 /著 みやま文庫 /発行
208p 19cm 2007.7 [1000 円]
（ みやま文庫 187 ） 【購入、朝日 8/23】

【受贈】

病院年報 平成17年度
邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 /発行
164p 30cm [ 2006.10]
【受贈】
前橋赤十字看護専門学校閉校記念誌
前橋赤十字看護専門学校記念誌編集委員 /編集
前橋赤十字看護専門学校 /発行
199p 30cm 2007.6
【受贈】
宮田ほたるの里 10年のあゆみ
宮田ほたるの里を守る会(渋川市赤城町宮田大
島地区)/発行
36p 30cm 2007.7
【受贈】
宮田ほたる祭り 第7回（平成19年）
宮田ほたるの里を守る会(渋川市赤城町宮田大
島地区)/発行
[ 7p] 30cm [ 2007.8]
【受贈】
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〔 2007.9 〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

観光客数・消費額調査結果 平成16年度
群馬県産業経済局観光物産課 /発行
12p 30cm 2005
【受贈】
観光客数・消費額調査(推計)結果
群馬県観光局観光国際課 /発行
8p 30cm 2006

平成18年度

観光客数・消費額調査(推計)結果
群馬県観光局観光国際課 /発行
9p 30cm 2007

平成18年度

赤備え 武田と井伊と真田と
井伊達夫 /著 宮帯出版社 /発行
257p 図版 32p 22cm 2007.6 2800 円
【 TRC 新刊案内 1530 号】
河童のクゥと夏休み公式ガイドブック 原恵一と
「河童」の長い旅
ニュータイプ /編集 角川書店 /発行
143p 26cm 2007.8 2600 円
映画の監督・原恵一氏、原作・木暮正夫氏は群
馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1533 号】

【受贈】

【受贈】

きて割
なかのじょう経済活性化プロジェクト /発行
74p 9 × 18cm 2007.8
中之条町内の商店・施設で利用できるクーポン
券を集めた冊子 【読売 8/10、あみ～ご 8/11】

河童のクゥと夏休み 絵コンテ集
原恵一 /著 バジリコ /発行
871p 22cm 2007.8 4000 円
著者は群馬県生まれ
原作者の木暮正夫氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1532 号】

農のある暮らし
群馬県農政課 /編集･発行
20p 30cm 2007
都心部の団塊世代に群馬県の農村での暮らしを
紹介する冊子
【受贈、日経 8/1】

企画展 第82回 追え！白球突入本塁－高校野球
でみる群馬の近現代史－
群馬県立歴史博物館 /編集･発行
71p 30cm 2007.7
【受贈】

歴史の道調査報告書集成 復刻 16 関東地方の歴
史の道 6
服部英雄・磯村幸男・伊藤正義 /編集委員
海路書院 /発行
531p 23cm 2007.7 28000 円
上州道についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1533 号】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第28回
関信越音楽協会 /発行
96p 26cm [ 2007.8]
【受贈】
群馬篆刻協会展 第15回
群馬篆刻協会 /発行
79p 26cm 2007.8

第16回
【受贈】

蔵王山 青木克純作品集 写真集
青木克純 /著 日本カメラ社 /発行
95p 27cm 2007.5 3800 円
著者は邑楽町在住
【上毛 8/16】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第45号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第46号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第47号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第48号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】
〔 2007.9 〕
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詩画集ー2001～2007ー FUMI AKIKO
星野文昭 /絵 星野暁子 /詩･発行
109p 21cm 2007.4 1800 円
星野文昭氏は元高崎経済大学生
【受贈、東京 8/20】

ゆうあい 年報 平成12年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
28p 30cm 2001
【受贈】
ゆうあい 年報 平成13年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
26p 30cm 2002
【受贈】
ゆうあい 年報 平成14年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
30p 30cm 2003
【受贈】

全国高等学校野球選手権群馬大会開催要項 第89
回
関東朝日広告社群馬支店 /編集
群馬県高等学校野球連盟・朝日新聞前橋総局
/発行
140p 26cm 2007.6
【受贈】
ソフトボ－ルダイジェストイン群馬
２００４
群馬県ソフトボ－ル協会 /発行
128p 30cm 2005

第16号

ソフトボ－ルダイジェストイン群馬
２００５
群馬県ソフトボ－ル協会 /発行
128p 30cm 2006

第17号

年報 第27号 平成18年度実績
群馬県スポ－ツ振興事業団 /発行
65p 30cm 2007

ゆうあい 年報 平成15年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
22p 30cm 2004
【受贈】
ゆうあい 年報 平成16年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
32p 30cm 2005
【受贈】

【受贈】

ゆうあい 年報 平成17年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
42p 30cm 2006
【受贈】

【受贈】

ゆうあい 年報 平成18年度
10Years Anniversary
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /編集
・発行
56p 30cm 2007.6
【受贈、上毛 8/21】

【受贈】

フィールド・キャラバン計画へ TO THE FIELD C
ARAVAN PROJECT:YOSHIO SHIRAKAWA 2000-2007
白川昌生2000-2007
松浦寿夫・北澤憲昭・稲賀繁美・福住廉・真武
真喜子・花田伸一・染谷滋・白川昌生 /著
水声社 /発行
169p 図版 16p 22cm 2007.8 2500 円
附属資料： DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
白川氏は前橋市在住【 TRC 新刊案内 1531 号】
ふしぎ道士伝 八卦の空 ３
青木朋 /著 秋田書店 /発行
282p 18cm 2007.7 514 円
(Bonita Comics Alpha)
著者は前橋市生まれ

流氷の物語 写真集
小原玲 /著 河出書房新社 /発行
88p A4 変型判 2007
著者は前橋高校出身

【上毛 8/22】

8 語学
【受贈】

[元横綱北の湖の土俵入りの写真集]
児島高徳公史跡保存会(大泉町) /編さん[･発行]
12p B5 判 2007
【上毛 8/27】

9 文学

ゆうあい 年報 平成9年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
48p 30cm 1998
【受贈】

あの子じゃわからん 句集
堤美代 /著[･発行]
ノイエス朝日企画編集部 /編集
84p 21cm 2007.7 2000 円
著者は高崎市在住

ゆうあい 年報 平成10年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
26p 30cm 1999
【受贈】

【受贈】

安吾マガジン まるごと一冊、坂口安吾
イースト・プレス /発行
223p 21cm 2007.8 1300 円
【桐生ﾀｲﾑｽ 8/22、 TRC 新刊案内 1533 号】

ゆうあい 年報 平成11年度
群馬県立ゆうあいピック記念温水プール /発行
32p 30cm 2000
【受贈】
-7-

〔 2007.9 〕

アンティークFUGA１
あんびるやすこ /作 十々夜 /絵
岩崎書店 /発行
211p 19cm 2007.8 900 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

白き灯台 横田峰子歌集
横田峰子 /著 短歌研究社 /発行
187p 20cm 2007.8 2500 円
著者は前橋市在住

しんかんせん
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの 1)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

伊香保温泉殺人事件 書き下ろし長編ミステリー
吉村達也 /著
実業之日本社 /発行
310p 18cm 2007.8 838 円
(JOY NOVELS)
【 TRC 新刊案内 1532 号】
粋・生き暮らす母の魔法
池田新子 /著[･発行]
著者は前橋市在住

逃亡くそたわけ
絲山秋子 /著 講談社 /発行
182p 15cm 2007.8 400 円
（ 講談社文庫 い 113-1 ）
著者は高崎市在住 【 TRC 新刊案内 1533 号】

【読売 8/22】

一瞬でいい
唯川恵 /著
毎日新聞社 /発行
477p 20cm 2007.7 1700 円
浅間山についての記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 1530 号】

とっきゅう
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの ２)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

映画河童のクゥと夏休み
原恵一 /監督・脚本 小学館 /発行
64p 19 × 27cm 2007.7 1600 円
(小学館のアニメ絵本)
原氏は群馬県生まれ
原作者は群馬県生まれの木暮正夫氏
【 TRC 新刊案内 1532 号】
かがり火 8月号 通巻500号
昭和村かがり火俳句会 /発行
[ 2007.7]
紙芝居(暫定)年表
石山幸弘 /著[･発行]
15 ～ 36p 26cm 2006.3
群馬県立土屋文明記念文学館｢風
10 号の抜刷

夏の手紙
桜井フミカ /著 竹久夢二伊香保記念館 /監修
28p [2007.8]
渋川市などが企画した｢夢二ストーリィ散策」
のためのオリジナル小説
著者は安中市在住
【読売 8/28】

【上毛 8/29】

バス・トラック
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの ５)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

文学紀要｣第
【 受贈 】

はたらくくるま
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの ４)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

看守眼
横山秀夫 /著
実業之日本社 /発行
235p 18cm 2007.7 819 円
(JOY NOVELS)
著者は群馬県在住 【 TRC 新刊案内 1531 号】
群馬の漢文碑
浜口富士雄 /著 東豊書店 /発行
404p A5 判 2007.8 4800 円
著者は群馬県立女子大学教授

パトカー・しょうぼうしゃ
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの ６)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

【上毛 8/31】

ザ・ベストミステリーズ The best mysteries
推理小説年鑑 2007
日本推理作家協会 /編 横山秀夫 /[ほか著]
講談社 /発行
421p 20cm 2007.7 3500 円
横山秀夫著｢罪つくり｣を収録
横山氏は群馬県在住【 TRC 新刊案内 1530 号】

〔 2007.9 〕

【受贈】

花の雨 句集
阪東静子 /著 あさを社 /発行
209p 20cm 2007.8
著者は前橋市生まれ
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【受贈】

まちのでんしゃ
小賀野実 /写真・文 JTB パブリッシング /発行
1 冊(ページ付なし) 15 × 15cm 2007.8 450 円
(のりもの ３)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

オタめしクッキング コンビニ食材で簡単にでき
る!
綾川ゆんまお /著 プレスト /発行
78p 26cm 2007.8 1429 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1533 号 】
介護で幸せになる 介護ストレスを減らす50のヒ
ント
渡辺俊之 /著 山海堂 /発行
126p 20cm 2007.8 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1531 号】

松本圭二 LET'S GET LOST 私は何かの間違いで
詩集を造ったりはしない 前橋文学館特別企画展
第14回萩原朔太郎賞受賞者展覧会
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
51p 26cm 2007.8
【受贈】
みなかみ 句集
本田日出登 /著 文学の森 /発行
2007 2800 円
著者は高崎市在住
【上毛 8/2】

関節痛の秘密
川島博 /著 上毛新聞社 /発行
123p 18cm 2007.6 680 円
【 TRC 新刊案内 1531 号】
近代ツーリズムと温泉
関戸明子 /著 ナカニシヤ出版 /発行
5,206p 19cm 2007.8 1900 円
(叢書・地球発見 7 )
著者は群馬大学教育学部准教授
【 TRC 新刊案内 1532 号】

めぐりくる夏の日に
河島英昭 /著 岩波書店 /発行
196p 19cm 2007.7 1600 円
著者は群馬県在住
【 TRC 新刊案内 1532 号】
薮こうじ 合同句集
しろがね会 /発行
しろがね会は県教育文化事業団などが開いた俳
句講座を母体に誕生
【上毛 8/2】

経験を盗め 文化を楽しむ編
糸井重里 /著 中央公論新社 /発行
356p 16cm 2007.7 648 円
(中公文庫 い 102-1)
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1531 号】

ルルとララのアイスクリーム
あんびるやすこ /作・絵 岩崎書店 /発行
71p 22cm 2007.7 1000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1532 号】

これが新増減資だ種類株式だ 目からウロコ!
金子登志雄 /著 富田太郎 /著
中央経済社 /発行
208p 21cm 2007.7 2400 円
金子氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1531 号】

我が旗を、鎌倉に立てよ 新田義貞の生涯
植木静山 /著 朝日新聞社 /発行(発売)
402p 20cm 2007.8 1600 円
【 TRC 新刊案内 1533 号】

純資産会計の考え方と処理方法 新会計制度解
説!
岩崎勇 /著 税務経理協会 /発行
277p 21cm 2007.8 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1532 号】
小学館の図鑑NEOカブトムシ クワガタムシシール
小池啓一 /監修 新開孝 /写真
村尾美和 /イラスト 小学館 /発行
24 枚 p25 ～ 39 9.5 × 11cm 2007.6 552 円
（ まるごとシールブック ）
小池氏は群馬大学教育学部教授 【朝日 8/25】

県関係者の一般著作
アルツハイマー病にならない!
井原康夫・荒井啓行 /著 朝日新聞社 /発行
168,38p 19cm 2007.8 1100 円
荒井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1533 号】

少年野球「バッティング」のすべて この1冊で
打率が上がる!飛距離がのびる!
本間正夫 /著 主婦の友社 /発行
191p 21cm 2007.8 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1530 号】

生きる力<いのちの柱>を取り戻せ
丸橋賢 /著 紀伊國屋書店 /発行
256p 四六判 2007.8 1680 円
著者は高崎市にある歯科医院院長
【ぐんま経済 8/23、上毛 9/3】
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〔 2007.9 〕

日本文化の福祉文化基盤 神道福祉と仏教福祉
星野貞一郎 /著 有斐閣 /発行
211p 20cm 2007.8 2000 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

On／Off（CD）
高木奏子他 /歌 テイチク /発行
14 曲
7 人の女性シンガーによるカバーアルバム、高
木氏は｢メロディー｣｢セロリ｣を歌う。
高木氏は太田市生まれ
【上毛 8/14】

ヒバクシャの心の傷を追って
中澤正夫 /著 岩波書店 /発行
181,19p 20cm 2007.7 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1532 号】

桐生八木節（CD）
神山武夫 /歌 桐生観光協会 /発行
2006.6
【日刊きりゅう 8/5】

不登校を解決する条件 中・高生を中心に
石川瞭子 /編著 青弓社 /発行
244p 19cm 2007.7 1600 円
石川氏は創造学園大学(高崎にもキャンパスあ
り)教授
【 TRC 新刊案内 1531 号】

SONGS（CD）
葉加瀬太郎 /演奏
2007
布袋寅泰氏(群馬県生まれ)がプロデューサーと
して参加
【上毛 8/23】

フラワー・インテリアBOOK Flower interior Bo
ok 花とインテリアのコーディネート基礎レッス
ン 空間を自由に変える魔法のテクニック
鈴音(内堀鈴音)/著 誠文堂新光社 /発行
128p 26cm 2007.7 1800 円
著者は高崎市の美研フラワーデザイン学院副学
院長 【 購入 、上毛 8/24、TRC 新刊案内 1531 号 】
ほめて抱きしめれば天才になる
金子文雄 /著 文芸社 /発行
292p 20cm 2007.6 1600 円
著者は高崎市の英語学校校長

日本で働くために～職場のルールとマナー～
(DVD)
群馬県 /制作
1 枚 16 分 2007.3
外国人労働者が日本で働くための職場のルール
とマナーを紹介。ポルトガル語、スペイン語、
日本語から選択できる
【受贈、日経 8/24、読売 8/27、
ぐんま経済 8/30、東京 9/3】

【産経 8/3】

ポランの広場 瓦解した「宮澤賢治の理想郷」
本庄豊 /著 かもがわ出版 /発行
205p 19cm 2007.8 1600 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 533 号】

日本舞踊とボランティアで半世紀 (DVD)
上原元子 /制作
約 20 分
上原氏は安中市在住
【上毛 8/15】

私の人権行政論 ソーシャルインクルージョンの
確立に向けて
炭谷茂 /著 部落解放・人権研究所 /発行
205p 19cm 2007.7 1600 円
著者は創造学園大学(高崎にもキャンパスあり)
特別客員教授
【 TRC 新刊案内 1533 号】

ハピネス（CD）
高木奏子 /歌[･発行]
7曲
高木氏は太田市生まれ

【上毛 8/14】

防犯八木節～歌って覚えて被害防止～ 子どもバ
ージョン （CD）
群馬県警察本部 /作製
毒嶋朋美(桐生市中学生)/歌
1 枚 2007.1
カップリング：ふれあいわが街
【受贈、上毛 8/17】

視聴覚資料
お地蔵さま 旧群馬県群馬郡東村現群馬県前橋市
東地区 (DVD)
東村お地蔵さま保存会 /制作
1 枚 [2007.5]
1．江田町 2．東箱田後家町 3．小相木町
4．上新田町 5．前箱田町
【受贈】

〔 2007.9 〕

[定期演奏会]（CD）
群馬フィルハーモニック(藤岡市)/発行
11 曲 [2007.7]
日航機墜落事故の 23 回忌にちなんで 7 月に藤
岡市で開いた群馬フィルハーモニックの定期演
奏会を CD 化
【上毛 8/11】

[ライブ＆トーク 八ッ場いのちの輝き] (DVD)
八ッ場あしたの会 /作製
67 分 [2007.5] 2000 円
2006 年 10 月の八ッ場ダム問題について考える
イベント(加藤登紀子氏ら出演)を収録したダイ
ジェスト版
【毎日 8/2、上毛 8/18】
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