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愛の人田中正造の生涯
花村冨士男 /著 随想舎 /発行
246p 20cm 2007.7 2300 円
【 TRC 新刊案内 1529 号】

発行日
発 行

平成 19( 2007)年８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

逸格の系譜 愚の行方
北川フラム /編集 現代企画室 /発行
269p 24cm 2007.7 2500 円
坂口安吾についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1529 号】

・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。

一村一山上越線
[ＪＲ東日本 /発行］
[折りたたみ] [2007.7]
上越線沿線の山々を紹介するキャンペーン用冊
子。尾瀬を特集
【上毛 7/7、 7/22】

・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。

おおいずみの四季
大泉町観光協会 /発行
61p 21cm 2007.6
大泉町の観光ガイドブック
【受贈、あみ〜ご 7/7、上毛 7/31】
尾瀬の自然保護 群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第30号
群馬県尾瀬保護専門委員会 /編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室 /発行
115p 30cm 2007.3
【受贈】

０ 総記
図書館の運営 平成19年度
群馬県立図書館 /編集･発行
32p 30cm 2007.7

【自館作成】

尾瀬ミニブック 自然をさぐる
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室 /発行
29p 21cm 2007.3
【受贈】

夏の１ページ 2007 №14
｢夏の１ページ｣編集スタッフ /編集･[発行]
[14p］ 21cm 2007.7
付（ 1 枚 ）：なつまめ
群馬県内図書館 10 館共同制作の中学・高校生
向けの図書案内
【受贈、あみ〜ご 7/28】

勤番日記 第1巻
福長秀實(ふくおさひでざね)/著
美濃部昭夫 /編集[・発行]
2007
旧安中藩郡奉行の古文書を解読、編集したもの
美濃部氏は安中市在住
【 上毛 7/31】
厳選湯の宿 温泉限定 老舗からオープンしたて
の宿まで
カエー企画 /発行
144p 30cm 2007.7 1429 円
草津温泉の記事あり 【 TRC 新刊案内 1528 号】

1 哲学･宗教

城2号古墳 小規模土地改良に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
50p 写真図版 16p 30cm 2007.3
【 受贈 】
スカイワード JALグループ機内誌
[日本航空 /発行］
176p 28cm 2007.6 520 円
吉岡町についての記事あり
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7月号
【受贈】

〔 2007.8 〕

砂町遺跡(第1〜3次調査) 尾柄町Ⅲ遺跡 中之坊
遺跡 北部公園建設・クリーンセンター用地拡張
・町道拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
144p 写真図版 67p 付図 2 枚 30cm 2007.3
【受贈】

3 社会科学
ANNUAL REPORT 群馬県国際交流協会平成15年度
事業年報 2003 APRIL〜2004 MARCH
(財)群馬県国際交流協会 /発行
20p 30cm 2004.4
【受贈】

全国地方史誌総目録 北海道・東北・関東・北陸
・甲信越
日外アソシエーツ編集部 /編集
日外アソシエーツ /発行
580p 22cm 2007.6 18667 円
【 TRC 新刊案内 1526 号】

ANNUAL REPORT 群馬県国際交流協会平成16年度
事業年報 2004 APRIL〜2005 MARCH
(財)群馬県国際交流協会 /発行
20p 30cm 2005.4
【受贈】
ANNUAL REPORT 群馬県国際交流協会平成17年度
事業年報 2005 APRIL〜2006 MARCH
(財)群馬県国際交流協会 /発行
20p 30cm 2006.4
【受贈】

富岡風景
富岡市・市観光協会 /製作・[発行］
32p 21cm [2007.7］
旧官営富岡製糸場の世界遺産暫定リスト入りを
受けた観光パンフレット
【上毛 7/29】

伊勢崎市議会臨時会会議録
平成19年5月18日
伊勢崎市議会議長 /発行
23p 30cm 2007.7

水辺の十字路〜利根川中流域の考察〜 ふるさと
文化再興事業・伝統文化総合支援研究事業研究報
告書 平成18年度
水辺の十字路研究委員会 /編集･制作
群馬県教育委員会 /発行
97p 30cm 2007.3
【受贈】

2007.3

【受贈】

命を大切にする心をはぐくむ指導・規範意識等を
育てる指導実践事例集
群馬県教育委員会義務教育課 /編集・発行
43p 30cm 2007.3
【受贈】

味噌袋・福島二丁目遺跡 福島・南玉遺跡 町道
2126号線・町道2601号線拡幅工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
88p 写真図版 14p 30cm 2007.3
【 受贈 】
宮前Ⅱ遺跡
吉岡町教育委員会 /発行
43p 写真図版 24p 30m

平成19年第2回

おもしろ科学教室−第17集−
群馬県生涯学習センター /編集・発行
49p 30cm 2007.3
【受贈】
学校案内 2007 平成19年度
前橋市立前橋高等学校 /発行
三つ折り 30 × 63cm 2007

【受贈】

学校支援センター運営推進事例集
群馬県教育委員会義務教育課 /発行
28p 30cm 2007.3

【受贈】

【受贈】

るるぶ群馬 '08
JTB パブリッシング /発行
[127p] 26cm 2007.8 781 円
【 TRC 新刊案内 1529 号】

学校要覧 平成19年度
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
47p 30cm 2007
【受贈】
学校要覧 平成19年度
前橋市立前橋高等学校 /発行
25p 30cm 2007

【受贈】

かぶら 500号
下山裕久 /発行
4p タブロイド判
富岡市と甘楽町で配布されているミニコミ紙
下山氏は富岡市在住
【毎日 7/21】
業務概要 平成18年度
群馬県立点字図書館 /発行
22p 30cm 2007.6

〔 2007.8 〕
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【受贈】

群馬県学校評価システムの改善について 平成18
年度群馬県学校評価改善委員会中間報告
群馬県教育委員会(義務教育課)/発行
16p 30cm 2007.3
【受贈】

高校生活のしおり 2007
前橋市立前橋高等学校 /発行
72p 30cm 2007

公的融資・助成金ハンドブック [平成19年度版 ］
中小企業災害補償共済福祉財団(あんしん財団)
群馬支局 /発行
2007
【読売 7/20】

群馬県議会会議録 平成19年5月臨時会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
39p 30cm 2007.5
【受贈】
群馬県議会要覧 平成7年5月
群馬県議会事務局議事調査課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
45p 16cm 1995.5

【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 2007 平成19年度
群馬大学総務部総務課広報室 /編集・発行
53p 30cm 2007.7
【受贈】
【受贈】

裁判所データブック 2007
最高裁判所 /発行
31p 30cm 2007
群馬に関する記述あり

群馬県議会要覧 平成11年5月
群馬県議会事務局調査広報課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
38p 16cm 1999.6

【受贈】

群馬県議会要覧 平成15年5月
群馬県議会事務局調査広報課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
65p 16cm 2003.6

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第42巻第2号（通巻68号）
高崎経済大学附属産業研究所 /発行
74p 26cm 2007.3
【受贈】

【受贈】

群馬県議会要覧 平成19年5月
群馬県議会事務局調査広報課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
59p 16cm 2007.6

市子育連のあゆみ 40周年記念誌
市子育連のあゆみ 40 周年記念誌編集委員会・
館林市教育委員会生涯学習課青少年係 /編集
館林市子ども会育成団体連絡協議会 /発行
104p 30cm 2005.10
【受贈】

【受贈】
社会教育実践概論 別冊 人生は輪廻である…
弔辞集
友松正二 /著 上毛新聞社出版局 /制作
330p 20cm 2007.1
著者は高崎市在住
【受贈】

群馬県障害福祉計画 第1期計画 平成18年度〜
20年度
群馬県健康福祉局障害政策課 /編集･発行
45p 30cm
【 受贈 】
群馬県人権教育充実指針
群馬県教育委員会 /発行
49p 30cm 2007.3

消防概要 平成19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
75p 30cm [2007.7］
【 受贈 】

【受贈】

群馬県｢確かな学力｣向上計画（平成19年度〜21年
度）
群馬県教育委員会 /発行
16p 30cm 2007.3
【受贈】
群馬大学工学部 2007 GUIDE BOOK
群馬大学工学部 /発行
61p 30cm [2007］

【受贈】

人権教育・啓発の推進に関する下仁田町基本計画
下仁田町 /発行
62p 30cm 2007.3
【受贈】
税金ってなぁーに 税に関する資料
平成19年度版（小学校6年生用）
群馬県教育委員会 /監修
群馬県租税教育推進協議会 /発行
13p 26cm 2007
租税教育副教材

【受贈】

ぐんまの性教育 みんな、こどもだった
群馬県教育委員会 /監修・発行
8p 30cm 2007.2
性教育に関するパンフレット。小学生から高校
生までの保護者とすべての教職員に配布
【受贈、上毛 7/1】

【受贈】

青少推40年のあゆみ 創立40周年記念誌
青少推 40 年のあゆみ編集委員会 /編集
館林市青少年育成推進員連絡協議会・館林市教
育委員会生涯学習課 /発行
48p 30cm 2007.2
【受贈】

ぐんまの山村体験学習MAP
ぐんまの山村・都市交流事業実行委員会 /発行
折りたたみ 37 × 52cm [2007］
【受贈】
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〔 2007.8 〕

第六次前橋市総合計画(案)
前橋市 /発行
118p 30cm [2007］

21世紀をささえる君たちへ 現代社会・政治・経
済 税と社会のかかわり 税に関する資料
平成19年度版（高校生用）
群馬県教育委員会 /監修
群馬県租税教育推進協議会 /発行
21p 26cm 2007
租税教育副教材
【受贈】

【受贈】

第六次前橋市総合計画 基本構想
前橋市 /発行
21p 30cm [ 2007］

市長説明
【受贈】

高崎経済大学五十年史 地域貢献の理想を求めて
高崎経済大学五十年史編集委員会 /編集
高崎経済大学 /発行
511p 25cm 2007.6
【受贈】

｢働くこと」｢生きること｣を学ばせるため 中学
生の職場体験に 、ぜひご協力をお願いいたします 。
[キャリア・スタート・ウィーク−中学生の5日間
の職場体験−]
群馬県教育委員会 /発行
二つ折り 30 × 42cm 2007.3
【 受贈 】

高崎経済大学附属産業研究所50年史
高崎経済大学附属産業研究所 /発行
79p 26cm 2007.5

【受贈】

館林市国民保護計画
館林市 /発行
96p 資料編 37p 30cm

防犯ハンドブック 犯罪被害に遭わないために
群馬県 /発行
21p 30cm [2007］
【受贈】

【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第56号
前橋市小中学校校長会 /発行
43p 21cm 2007.7

中小企業融資制度要綱集
群馬県 /発行
215p 30cm 2007
定例市議会議案書
前橋市 /発行
2p 30cm 2007

2007.3
平成19年度

【受贈】

みつけようボランティア踏み出そうはじめの一歩
群馬県 NPO・ボランティア推進課 /企画・編集･
発行
24p 21cm 2007.3
【受贈】

平成19年第1回(第2次送付分)
【 受贈 】

定例市議会議案書 平成19年第2回(第1次送付分 ）
前橋市 /発行
27p 30cm 2007
【受贈】
定例市議会議案 説明資料(条例関係）
平成19年第2回(第1次送付分）
前橋市 /発行
26p 30cm 2007
【受贈】
定例市議会議案書
前橋市 /発行
4p 30cm 2007

平成19年第2回(第2次送付分 ）
【受贈】

定例市議会議案 説明資料(議案第72号関係)
平成19年第2回(第2次送付分）
前橋市 /発行
2p 30cm 2007
【受贈】
定例市議会議案書
前橋市 /発行
4p 30cm 2007

平成19年第2回(第3次送付分 ）
【受贈】

テクノロジーが拓く未来へ（群馬大学大学院工学
研究科案内）
群馬大学大学院工学研究科 /発行
41p 30cm
【受贈】

〔 2007.8 〕

【受贈】
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向井千秋記念子ども科学館報 第15号
平成17年度事業報告
向井千秋記念子ども科学館 /編集･発行
38p 30cm 2006.11
【受贈】
要覧 平成19年度
群馬県総合教育センター /編集･発行
10p 30cm 2007

【受贈】

ライフ&タックス 税に関する資料
平成19年度版（中学校3年生用）
群馬県教育委員会 /監修
群馬県租税教育推進協議会 /発行
20p 26cm 2007
租税教育副教材

【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県立精神医療センター年報 平成15年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
73p 30cm 2005.1
【受贈】

足尾銅山物語
小野崎敏 /著 新樹社 /発行
263p 19cm 2007.7 1900 円
著者は桐生高校 OB
【桐生ﾀｲﾑｽ 7/17、 TRC 新刊案内 1529 号】

群馬県立精神医療センター年報 平成16年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
82p 30cm 2006.2
【受贈】
群馬県立精神医療センター年報 平成17年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
95p 30cm 2006.2
【受贈】
健康づくり65年史
群馬県健康づくり財団 /編集･発行
1129p 27cm 2007.7

【受贈】

【受贈】

きちんと知りたいアスベスト
群馬県 /発行
13p 30cm [2007］

【受贈】

暮らしを見つめ守り育む−利根川水系の砂防70年
のあゆみ−
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務
所 /発行
31cm 2007.3
第一分冊 本文編： 251p
第二分冊 資料編： 395p
【受贈】

県立ぐんま天文台 GUNMA ASTRONOMICAL OBSERVA
TORY 年次報告 2006
県立ぐんま天文台 /発行
71p 30cm [2007］
【受贈】
利根生物談話会報 第124号
利根生物談話会 /発行
20p 26cm 2007.5

会報 第34号
群馬県食品工業協会 /発行
36p 26cm 2007.3

昭和30年代初めの国立療養所栗生楽泉園の模型に
よる再現−栗生楽泉園に関する地図と同園の建物
−
国立療養所栗生楽泉園入園者自治会 /発行
36p 30cm 2007.7
【受贈】

【受贈】

高崎・前橋プロがすすめるダイニング＆バー
新潟・ニューズライン /発行
2007 880 円
【上毛 7/13】
もっと みんなの笑顔をつなぐ北関東自動車道
GUNMA−TOCHIGI−IBARAKI
群馬県県土整備局道路整備課北関東自動車道対
策室・栃木県土木部高速道路対策室・茨城県土
木部道路建設課高速道路対策室 /発行
13p 30cm [2007］
【受贈】
もっと みんなの笑顔をつなぐ北関東自動車道
GUNMA−TOCHIGI−IBARAKI
ダイジェスト版
群馬県県土整備局道路整備課北関東自動車道対
策室・栃木県土木部高速道路対策室・茨城県土
木部道路建設課高速道路対策室 /発行
60 × 84cm 折りたたみ [2007］
【 受贈 】
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〔 2007.8 〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

観光まちづくり現場からの報告 新治村・佐渡市
・琴平町・川越市
溝尾良隆 /著 原書房 /発行
197p 21cm 2007.6 2400 円
【 TRC 新刊案内 1527 号】

アンティーク絵はがきの誘惑
山田俊幸 /著 産經新聞出版 /発行
243p 21cm 2007.6 2400 円
竹久夢二の絵あり
【 TRC 新刊案内 1527 号】
生きるあかし ハンセン病療養所にて 鈴木時治
画集
鈴木時治 /画 寺島萬里子 /編集
皓星社 /発行
59p 20 × 22 ｃｍ 2002.10 2500 円
(受贈資料は 2007.4 2 刷)
鈴木氏は前橋市生まれ
【受贈】

ぐんまの逸品 ぐんまの名産品カタログ
2007〜2008年版
群馬県物産振興協会 /発行
104p 22cm 2007
【 受贈 】
群馬の交通事故統計 平成18年
群馬県警察本部 /発行
37p 21 × 30cm 2007

【 受贈 】

群馬の農業 平成19年度 2007年度版
群馬県農業局農政課 /編集･発行
40p 30cm 2007

【 受贈 】

群馬の野菜栽培指針
群馬県農業局 /編集･発行
151p 30cm 2007.3

いたいのとんでけ 絵本
田村みえ /著 青心社 /発行
1 冊(ページ付なし) 17cm 2007.6 1100 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1527 号】
[観光絵はがき] 大川美術館・桐生のきものと帯
(桐生テキスタイルプロモーションショー)・起龍
・桐生が岡遊園地、動物園
桐生観光協会 /作製
4 枚(追加) 1 枚 52 円 [2007] 【 桐生ﾀｲﾑｽ 7/6】

【受贈】

富岡製糸場って知ってる？
富岡市・富岡製糸場子供向けパンフレット検討
委員会 /編集
[富岡製糸場管理事務所］ /発行
9p 26cm [2007］
富岡製糸場の子供向けパンフレット 【 受贈 】

[観光名刺] 大川美術館・桐生のきものと帯(桐
生テキスタイルプロモーションショー)・起龍・
桐生が岡遊園地、動物園
桐生観光協会 /作製
4 枚(追加) 1 セット 300 円 [2007]
【桐生ﾀｲﾑｽ 7/6】

富岡製糸場へようこそ。
富岡市・富岡製糸場子供向けパンフレット検討
委員会 /編集
[富岡製糸場管理事務所］ /発行
9p 26cm [2007］
富岡製糸場の子供向けパンフレット 【 受贈 】
前橋の農業 平成16年度
前橋市 /発行
121p 30cm 2005.3

浜田知明展
【受贈】

CLUB&COURTS YOKOSUKA YOKOHAMA 写真集
石内都 /著 蒼穹舎 /発行
82p 27cm 2007.3 3800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1527 号】

【受贈】

前橋の農業 平成17年度
前橋市 /発行
123p 30cm 2005.12

【受贈】

前橋の農業 平成18年度
前橋市 /発行
126p 30cm 2006.9

【受贈】

〔 2007.8 〕

企画展№73 無限の人間愛
大川美術館 /発行
47p 23cm 2007.6

群馬県立館林美術館研究紀要 第4号 Bulletin
of Gunma Museum of Art , Tatebayashi №4
平成18年度 2006−2007
群馬県立館林美術館 /編集･発行
42p 30cm 2007.3
【受贈】
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群馬県立館林美術館年報 平成16年度
2005.3
群馬県立館林美術館 /編集･発行
97p 30cm 2006.1

2004.4−

群馬県立館林美術館年報 平成17年度
2006.3
群馬県立館林美術館 /編集･発行
89p 30cm 2007.3

2005.4−

【受贈】

【受贈】

群馬三曲協会六十周年記念誌
群馬三曲協会六十周年記念誌発行委員会 /発行
46p 30cm 2007.6
【受贈】

9 文学
赤れんが物語 第1部｢官営工場 富岡に決まる｣
紙芝居
今井清二郎 /脚本 高橋わたる /原画
富岡中央ロータリークラブ /製作
今井氏は富岡市前市長 高橋氏は富岡市生まれ
[2007]
【上毛 7/25】

シリーズにっぽんの高校野球 地域限定エディシ
ョン 1 東京編
ベースボール・マガジン社 /発行
145p 29cm 2007.8 1143 円
斎藤佑樹投手の記事あり
【 TRC 新刊案内 1528 号】

石川啄木望郷伝説 増補・新版
松本健一 /著 辺境社 /発行
290p 20cm 2007.6 2300 円
(松本健一伝説シリーズ 3 ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1526 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(榛東村)/発行
66p 19cm 2007.2 1300 円
【 TRC 新刊案内 1512 号】
ソフトボ−ルダイジェストイン群馬
群馬県ソフトボ−ル協会 /発行
122p 30cm 2007
発明想像画コンクール作品集 第2回
群馬大学工学部広報室 /編集・発行
82p 30cm 2006.10
ふしぎ道士伝 八卦の空 １
青木朋 /著 秋田書店 /発行
284p 18cm 2006.5 514 円
(Bonita Comics Alpha)
著者は前橋市生まれ
ふしぎ道士伝 八卦の空 2
青木朋 /著 秋田書店 /発行
294p 18cm 2006.10 514 円
(Bonita Comics Alpha)
著者は前橋市生まれ

№18

生まれ来る季節のために 詩集
井上優 /著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
93p 20cm 2007.6 1500 円
【 TRC 新刊案内 1528 号】

2006

【受贈】

浦野安翁文稿
浦野安 /著 須賀昌五 /訓訳・発行
[38p］ 21cm 2007.7
須賀氏は草津町在住

【受贈】

【受贈】

温泉めぐり
田山花袋 /著
岩波書店 /発行
379p 15cm 2007.6 800 円
(岩波文庫 31-021-7 ）
【 TRC 新刊案内 1526 号 】

【受贈】

母ちゃん 詩集
五十嵐さち子 /著・発行
2007.1
著者はみどり市在住

【受贈】

風

ふるさとの仏像をみる 日本全国の「秘仏 」「古
仏 」「美仏」を訪ねて
内田和浩 /著 世界文化社
223p 21cm 2007.6 1800 円
(ほたるの本)
太田市世良田町の長楽寺についての記述あり
【購入、上毛 7/8】

【上毛 7/5】

文学紀要 2007 第11号
群馬県立土屋文明記念文学館 /発行
110p 26cm 2007.3
【受贈、上毛 7/16】

企画展 第56回 ｢紙芝居展｣ 紙芝居がやって来
たⅡ
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
16p 30cm 2007.7
【受贈】
きみのおくりもの
のすけ /著 末吉陽子 /イラスト
新風舎 /発行
71p 18cm 2007.6 1390 円
著者は邑楽町生まれ

8 語学

【受贈】

合成風速 歌集
小林信也 /著 本阿弥書店 /発行
211p 22cm 2007.6 2800 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 8/2】
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〔 2007.8 〕

谺

合同歌集
谺短歌会(東吾妻町)/発行
161p 22cm 2007.7

はぐれ鷹 用心棒三十郎
永岡慶之助 /著 学研 /発行
395p 15cm 2007.4 667 円
(学研 M 文庫 な -2-4）
著者は藤岡市在住

【受贈】

この大きな空の上から ガンと闘ったお父ちゃん
と家族の日々
日野聡美 /著 新風舎 /発行
127p 19cm 2007.6 1260 円
著者は高崎市生まれ
【受贈】

引き出しの奥 大塚史朗詩集
大塚史朗 /著 詩人会議出版 /発行
89p 21cm 2007.7 1500 円
著者は北群馬郡吉岡町在住

このくにの姿 対論・筑紫哲也
筑紫哲也 /[ほか著]
TBS ニュース 23 製作スタッフ /編集
集英社 /発行
238p 20cm 2007.7 1400 円
中曽根康弘氏との対論を収録
【 TRC 新刊案内 1527 号】

ふゆくさ 第50号記念
ふゆくさ短歌会（甘楽町） /発行
42p 22cm 2007.5
【受贈、上毛 7/20】

三まいのおふだ 日本昔ばなし
おざわとしお /再話 かないだえつこ /絵
くもん出版 /発行
[36p] 27cm 2007.7 1600 円
かないだ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1529 号】
上毛国語 第72号 平成18年度
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編集･発行
148p 21cm 2007.3
【受贈】

【受贈】

繭蔵 句集
関口恭代 /著 牧羊社 /発行
204p 20cm 1994.2 2524 円
著者は藤岡市生まれ

【受贈】

水

つり橋 詩集
関根由美子 /著 榛名まほろば出版 /発行
96p 20cm 2007.6 1700 円
著者は旧子持村生まれ
【受贈、上毛 8/2】

句集
関口恭代 /著 東京四季出版 /発行
213p 20cm 1989.4 2400 円
著者は藤岡市生まれ

美土里 句集
関口恭代 /著[・発行］
[2007.7]
著者は藤岡市生まれ

【受贈】

【受贈】

【上毛 7/19】

紫花菜(むらさきはなな） 歌集
池田美智子 /著 新聞編集センター /発行
185p 19cm 2007.6 2000 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 8/2】

特攻人生 勘違いと思い込みは、最大の強み
でも、真直ぐにしか飛べないのです
金田寛 /著 あさを社 /発行
99p 20cm 2007.7
著者は安中市生まれ
【受贈】

〔 2007.8 〕

ぶらんこ 中村花木詩集
中村花木 /著 詩人会議出版 /発行
93p 21cm 2007.7 1700 円
著者は群馬県生まれ

蜜のあわれ
室生犀星 /著 なかやまあきこ /写真
小学館 /発行
158p 22cm 2007.6 2200 円
【 TRC 新刊案内 1526 号】

堕落論 新装版 改版
坂口安吾 /著 角川書店 /発行
327p 15cm 2007.6 438 円
(角川文庫 さ 2-2) 【 TRC 新刊案内 1528 号 】

二月の空の色は薄くて
滝枝蟻男 /著 新風舎 /発行
143p 15cm 2007.4 700 円
(新風舎文庫）
著者は前橋市生まれ

【受贈】

彦っぺ物語（ 我的童年 ） 続編 衝撃の体験記「 満
州引上げ子供の記録」
星野満彦 /著・発行
181p 21cm 2007.8 1300 円
著者は渋川市折原保育園園長
【受贈】

彩恋(さいれん)
飯塚健 /著 小学館 /発行
285p 20cm 2007.6 1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1527 号】

テラ・ウォーズ
清塚秀明 /著 碧天舎 /発行
102p 19cm 2005.10 1000 円
著者は群馬県生まれ

【上毛 7/11】

夢の終わりとそのつづき
樋口有介 /著 東京創元社 /発行
346p 15cm 2007.7 740 円
(創元推理文庫 M ひ 3-7)
著者は前橋市生まれ 【 TRC 新刊案内 1529 号 】

【受贈】
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著者は東京福祉大学・大学院(伊勢崎キャンパ
スあり)創立者、総長、学長、教授
【 TRC 新刊案内 1526 号】

ゆめのたまご 絵本
しみずかずこ /文 いといちえみ /絵
ミュージック・フォー・チルドレン(高崎の
NPO 法人)/制作・発行
23p 27cm 2007.7 1000 円
しみず氏は高崎市在住 いとい氏は前橋市在住
平成 19 年度群馬県｢文化の芽｣支援事業の助成
を受けて制作
【購入、上毛 7/27】

政論! 山本一太vs次世代を担う政治家たち
山本一太 /責任編集 浅尾慶一郎 /[ほか述]
クリーク・アンド・リバー社 /発行
238p 19cm 2007.6 1500 円
【 TRC 新刊案内 1527 号】

りんごののぞみ
小野政方 /著 竹久夢二 /装画
幻冬舎ルネッサンス /発行
332p 20cm 2007.6 1500 円
【 TRC 新刊案内 1527 号】

敦煌・シルクロード物語
上野臣吾 /著
67p 21cm 2007.3
著者は富岡市在住

よもぎ通信
【受贈】

日本を愛する者が自覚すべきこと
八木秀次 /著
PHP ファクトリー・パブリッシング /発行
270p 19cm 2007.7 1300 円
著者は高崎経済大学教授
【 TRC 新刊案内 1529 号】

県関係者の一般著作
ウェブは資本主義を超える 「池田信夫ブログ」
集成
池田信夫 /著 日経 BP 社 /発行
245p 21cm 2007.6 1700 円
著者は上武大学大学院経営管理研究科教授
【 TRC 新刊案内 1526 号】

樋口裕一のカンペキ国語塾 言葉はこんなにおも
しろい!
樋口裕一・山口雅敏・柚木利志 /著
朝日新聞社 /発行
95p 30cm 2007.7 1100 円
山口氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1528 号 】

うたのひびき CD-ROM付き 日本の唱歌15選
日本文化伝承委員会 /編集 桃園書房 /発行
[2007 ］ 1400 円
馮智英氏(子供の頃沼田市で過ごす)が収録曲を
歌った CD 付き
【上毛 7/29】

評伝斎藤隆夫 孤高のパトリオット
松本健一 /著 岩波書店 /発行
407p 15cm 2007.6 1200 円
( 岩波現代文庫 ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1526 号】

海外登山 Expedition 憧れの高峰を登るための
ノウハウとタクティクスを詳しく解説
中村進 /著 山と溪谷社 /発行
127p 26cm 2007.7 2600 円
(ヤマケイ・テクニカルブック登山技術全書
12）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1528 号】

偏差値5〜10アップの英会話
ヒロ英会話＆受験学院(前橋市・高崎市) /発行
3990 円
【 群馬よみうりﾌﾟﾗｽ 7/11】
娘たちの性@思春期外来
家坂清子 /著 日本放送出版協会 /発行
214p 18cm 2007.7 700 円
(生活人新書 226)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1529 号 】

近視矯正手術の最前線−エキシマレーザー手術か
らオルソケラトロジーまで−
宇佐美脩 /著 けやき出版 /発行
199p 19cm 2007.7 1400 円
高山眼科(高崎市)院長、高山秀男氏のインタビ
ュー記事あり
【受贈】

四字熟語物語 故事来歴をひもとく
田部井文雄 /著 大修館書店 /発行
184p 19cm 2007.7 1200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1527 号】

「軽」ウォーズ戦陣訓スズキvs.トヨタvs.ホンダ
永井隆 /著 プレジデント社 /発行
175p 19cm 2007.7 952 円
著者は桐生市生まれ
【 桐生ﾀｲﾑｽ 7/14、TRC 新刊案内 1528 号 】

わが家の仲間(ペット)たち
山本英夫 /著 文芸社 /発行
105p 19cm 2007.7 1000 円
著者は群馬県生まれ

新できなかった子をできる子にするのが教育
の体験的教育論
中島恒雄 /著 ミネルヴァ書房 /発行
[297p］ 19cm 2007.4 1500 円

忘れられた日本
ブルーノ・タウト /著 篠田英雄 /編訳
中央公論新社 /発行
229p 16cm 2007.6 743 円
(中公文庫 タ 6-1 ） 【 TRC 新刊案内 1527 号 】

私
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【上毛 7/25】

〔 2007.8 〕

高崎北地区市民の歌（CD）
高崎北地区の区長会 /制作
笹谷清(台町区長)/作詞
北爪幸作(前橋市の作曲家)/作曲
関口雄治(成田町三区長)/歌

視聴覚資料
笑顔がいっぱい２（CD）
アフガンの子どもたちに美味しいものをごちそ
うする会 /制作
トランジスターレコード /発売
16 曲 2007.7 2100 円
県内のフォークデュオ｢ガーネット｣が 1 曲目の
｢幸せの種｣を歌っている。アフガニスタン支援
の第 2 弾チャリティー CD
【上毛 7/16】

低音火疵(ていおんやけど) vol.00 創刊準備号
（CDマガジン）
低音火疵製作実行委員会 /製作 アドリブ /発行
2007
【 受贈 】
低音火疵(ていおんやけど) vol.01 創刊号
（CDマガジン）
低音火疵製作実行委員会 /製作
アドリブ(前橋市） /発行
新井俊哉(渋川市） /サウンド・プロデューサー
2007.7
県内で活動するインディーズバンドの楽曲とサ
ウンドギャグを収録。季刊予定
【受贈、上毛 7/6、朝日 7/24】

希望の丘・大丈夫−みんなそばにいる−・桜物語
（CD）
天美玲 /歌
[2007]
天美氏は桐生市在住。この CD でデビュー
【上毛 7/17】
群馬県ふるさと伝統工芸品 技術技法保存記録
〜ふるさと群馬の伝統をいつまでも〜（ビデオ）
群馬テレビ・群馬県 /制作
内容：(1)桐生引染ボカシ (2)和重喜ながし
(3)桐生絞
(4)桐生桶
(5)桐生竹細工 (6)根利のスズしょうぎ
(7)桐生打刃物
(8)高崎縄のれん
(9)迦葉山天狗面
(9)高崎まねき猫
【受贈】

妙義に抱かれ（カセットテープ）
柳田喜八郎(前橋市生まれ） /作詞・作曲
高橋末子 /歌
妙義山草会 /制作
[2007］
妙義山を彩る山草や樹木を歌った曲【 上毛 7/11】
わがふるさとの歌（CD）
金井敬子 /編曲
[2007］
｢沼田の歌」をルンバに、｢利根はふるさと｣を
ワルツにアレンジしたものあり
[金井氏は沼田市生まれ]
【上毛 7/26】

群馬県ふるさと伝統工芸品 技術技法保存記録
〜ふるさと群馬の伝統をいつまでも〜（ビデオ）
群馬テレビ・群馬県 /制作
内容：(1)自性寺焼
(2)沼田挽物
(3)嬬恋根曲がり竹細工 (4)入山こね鉢
(5)月夜野桐箪笥 (6)利根沼田の座敷箒
(7)高崎手捺染
(8)入山菅むしろ
【受贈】
群馬県ふるさと伝統工芸品 技術技法保存記録
〜ふるさと群馬の伝統をいつまでも〜（ビデオ）
群馬テレビ・群馬県 /制作
2006
内容：( 1)桐生手描き紋章上絵 ( 2)沼田の組紐
(3)ガラス工芸〜上越クリスタル〜
(4)藤岡鬼面瓦
(5)沼田桐下駄
(6)大間々籠
(7)沼田鉈
(8)桐生紙
【受贈】

電子資料
群馬県郷土資料総合目録CD-ROM（CD-ROM）
群馬県立図書館 /発行
1 枚 [2007.6］
【 自館作成 】
業務年報 平成17年度（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場 /発行
1 枚

群馬県ふるさと伝統工芸品 技術技法保存記録
〜ふるさと群馬の伝統をいつまでも〜（ビデオ）
群馬テレビ・群馬県 /制作
2007
内容：(1)太田の絞り
(2)ハルナグラス(地球瓶)
(3)沼田桑細工(茶筒)
(4)沼田うきもく(六角プランター)
(5)三国桐下駄
(6)西上州竹皮編(舟型籠)
(7)榛名の木目込
(8)前橋びな
【受贈】
〔 2007.8 〕

【上毛 7/3】

【受贈】

前東商の歩み（CD-ROM）
[前橋東商業高等学校 /発行]
来年度末で前橋商と統合される前橋東商の歴史
を記録した CD-ROM。生徒たちが作製
【上毛 7/27】
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〔 2007.8 〕

