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異教国の新島襄 五つの回心
明楽誠 /著 大学教育出版 /発行
260p 21cm 2007.5 2800 円
【 TRC 新刊案内 1524 号】

発行日
発 行

平成 19( 2007)年７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

岩鼻已決檻における西南戦争の国事犯懲役人
一倉喜好 /著
235p 19cm 2007.6
著者は前橋市生まれ
【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。

上組北部遺跡群Ⅱ(利根郡月夜野町) 上組北部地
区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
矢瀬遺跡
月夜野町教育委員会 /編集･発行
300p 写真図版 134p 30cm 2005.3 【 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。

岡屋敷遺跡 北関東自動車道(高崎～伊勢崎）地
域埋蔵文化財発掘調査報告書 第29集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
395p 写真図版 213p 付図 3 枚 30cm 2005.3
【 受贈 】

・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。

鎌倉への道(前編)－今解き明かす鎌倉攻めルート
真下和雄・福田典恵ほか /著
113p A5 判 [2007.5］ 1200 円
著者は太田市内の郷土史研究グループの 9 人
新田義貞の侵攻ルートについて記述
【産経 6/2、上毛 6/4】

０ 総記
高崎健康福祉大学図書館年次報告書 第5号
（2005年度）
高崎健康福祉大学図書館 /編集･発行
48p 30cm 2007.2
【受贈】
炎

群馬芸術文化協会総合誌 第31号
群馬芸術文化協会事務局 /発行
63p 26cm 2007.3

上郷岡原遺跡（１）－天明三年の浅間山泥流に埋
もれた麻畑・水田・家屋－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16集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
４冊 付図 3 枚 30cm 2007.3
第１分冊：本文・遺構図版編 228p
第 2 分冊：遺構写真編
128p
第 3 分冊：遺物図版写真編
206p
第 4 分冊：自然科学分析編
82p 【 受贈 】

【受贈】

1 哲学･宗教
上野国神社明細帳13（吾妻郡・利根郡）
群馬県文化事業振興会 /発行
376p A5 判 [2007］
【 上毛 6/1】
上野国神社明細帳14（利根郡・北勢多郡）
群馬県文化事業振興会 /発行
440p A5 判 [2007］
【 上毛 6/1】

京目作道Ⅱ遺跡
高崎市教育委員会 /編集･発行
59p 写真図版 16p 30cm 2007.3

【 受贈 】

近世日本における石灰の生産流通構造
川勝守生 /著 山川出版社 /発行
524p 22cm 2007.5 11905 円
群馬県の石灰流通に関する記述あり

【 受贈 】

[六合(くに ）］
六合村 /発行 野村たかあき(前橋市在住) /表紙
16p A4 判 [2007］
観光 PR 用パンフレット
【 上毛 6/16】

貫前神社蔵鏡図録
独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所
飛鳥資料館 /発行
47p 30cm 2006.2
(東アジア金属工芸史の研究８）
【受贈】

群馬県吾妻郡高山村 中山新田宿
高山村商工会「千客万来支援事業」 /発行
二つ折り 30cm [2007.5］
【 受贈 】
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〔 2007.7 〕

群馬考古学手帳 第16号
群馬土器観会 /発行
70p 26cm 2006.5

【 受贈 】

群馬考古学手帳 第17号
群馬土器観会 /発行
93p 26cm 2007.5

【 受贈 】

塚下遺跡(1) (一）香林羽黒線地方道路交付金事
業並びに北関東自動車道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
98p 写真図版 58p 付図 2 枚 30cm 2006.10
【 受贈 】
東国の古代氏族
関口功一 /著 岩田書院 /発行
393p 22cm 2007.5 7900 円
著者は前橋市在住

史跡箕輪城跡Ⅵ－平成16年度調査概要報告－
高崎市教育委員会 /発行
29p 30cm 2006.3
【 受贈 】
史跡箕輪城跡Ⅶ－平成17年度調査概要報告－
高崎市教育委員会 /発行
29p 30cm 2007.3
【 受贈 】
市内遺跡発掘調査報告書 平成18年度
高崎市教育委員会 /編集･発行
32p 30cm 2007.3

生品西浦遺跡 村道生品下り線埋蔵文化財発掘調
査報告書～終末期・馬具出土古墳の調査～
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
208p 写真図版 69p 付図 2 枚 30cm 2005.3
【 受贈 】

【 受贈 】

なるほど赤城学 赤城山の自然と歴史・文化
栗原久 /著 上毛新聞社 /発行
168p 21cm 2007.6 1429 円
【 TRC 新刊案内 1525 号】

0円マップ関東 '07～'08
三栄書房 /発行
129p 30cm 2007.7 838 円
伊香保・草津の記事あり
【 TRC 新刊案内 1524 号】
地元おすすめ観光ルート50選
群馬県観光局観光国際課 /発行
50 枚 30cm [2007.4］

新治村役場遺跡－役場庁舎建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書－
新治村教育委員会 /発行
38p 写真図版 13p 30cm 1999.3
【 受贈 】

【 受贈 】

萩原沖中Ⅱ遺跡 都市計画道路宿横手・大沢線街
路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会 /編集･発行
58p 写真図版 18p 付図 3 枚 30cm 2007.3
【受贈】

続上州の小字地名考 群馬県立文書館所蔵の絵図
面を活用して
飯塚正雄 /著
237p 26cm 2007.5
著者は高崎市在住
【 受贈 】

八反遺跡・長良遺跡－岩田流通団地造成工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書－
板倉町教育委員会・板倉町土地開発公社 /発行
45p 写真図版 28p 30cm 2007.3
【 受贈 】

館林市史 中世資料編－佐貫荘と戦国の館林－
館林市 /発行
600p B5 判 [2007.6］ 3000 円
｢館林とツツジ」｢絵画と地図にみる館林」に続
く第 3 弾
【受贈、上毛 6/29、読売 7/1、朝日 7/6】

福島飯塚遺跡(1) 国道354号線道路改築事業に係
わる埋蔵文化財発掘調査報告書第1集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
184p 写真図版 44p 30cm 2007.3
【受贈】

旅で見つけた宝物 巡りあったあの町、この人
青山佳世 /著 文藝春秋企画出版部 /発行
309p 22cm 2007.4 1500 円
みなかみ町の｢須川宿｣・六合村の尻焼温泉につ
いて記述あり
【上毛 6/24】

フランク・サージソン短編小説集
Collected Stories of Frank Sargeson
狩野不二夫 /訳 白沙ヶ濱 /発行
252p 19cm 2006.3 2000 円
狩野氏は群馬県生まれ
【 受贈 】

小さい王子 le petit prince
サン =テグジュペリ /作 石原理道 /訳
石原書店（伊勢崎） /発行
141p 22cm 2007 1500 円
石原氏は伊勢崎市在住
【購入】

PROFILE OF GUNMA
（プロフィール・オブ・グンマ）
群馬県広報課 /編集･発行
63p 26cm 2007.3 315 円
群馬県の自然や文化などを英文で紹介
【受贈、日経 6/2】

町内遺跡Ⅵ－榎戸遺跡・通南遺跡・瀬谷貝遺跡・
赤城塚遺跡・八反遺跡・長良遺跡－
板倉町教育委員会 /発行
30p 30cm 2007.3
【受贈】

〔 2007.7 〕

【 受贈 】

棟高西石田遺跡
高崎市教育委員会 /編集･発行
32p 写真図版[6p］ 30cm 2007.3
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【受贈】

群馬県勢要覧 平成19年刊
群馬県総務局統計課 /編集･発行
90p 21cm 2007.3

3 社会科学
ANNUAL REPORT 群馬県国際交流協会事業年報平
成18年度 2006 APRIL～2007 MARCH
(財)群馬県観光国際協会 /発行
20p 30cm 2007.4
【受贈】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 毎月勤
労統計調査地方調査結果速報 平成18年における
群馬県総務局統計課 /発行
12p 30cm 2007.3
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成19年第1回
伊勢崎市議会事務局 /発行
219p 30cm 2007.6
【受贈】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤
労統計調査地方調査の結果報告書－ 平成17年に
おける
群馬県総務部統計課 /発行
123p 30cm 2007.3
【受贈】

風の大地 1996年7月3日～2001年2月18日
［高石友江 /編・著］ ［ゆいの家 /発行］
１冊 21 × 30cm 2007.3 [¥500]
高石氏は高崎市在住
｢ゆいの家 」は高崎市にあり【 購入 、上毛 6/20】

群馬県立県民健康科学大学紀要 第2巻
群馬県立県民健康科学大学 /発行
82p 30cm 2007.3
【受贈】

語り合おう みんなの群馬 ぐんま自治サロンだ
よりⅠ
群馬自治総合研究センター /発行
131p 21cm 2007.3
【受贈】

ぐんま私大ガイド．com 群馬県私立大学・短期大
学進学情報 2008
上毛新聞社出版局 /編集
群馬私立大学協会 /発行
35p 10cm 2007.4
【受贈】

学校法人昌賢学園論集 第5号 平成18年度
昌賢学園群馬社会福祉大学・群馬社会福祉大学
短期大学部 /発行
297p 26cm 2007.3
【受贈】

群馬自治研究 vol.4
群馬自治総合研究センター /発行
194p 30cm 2007.3

教育行政の主要施策 平成19年度
群馬県教育委員会事務局総務課 /発行
80p 21cm 2007.3
【受贈】

ぐんまに住んでよかった。群馬県住宅マスタープ
ラン(2006）
群馬県 /編集･発行
20p 30cm 2007.3
【 受贈 】

群馬県議会会議録 平成19年2月定例会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
444p 30cm 2007.5
【受贈】

群馬の視聴覚教育 第41号 平成18年度
群馬県視聴覚ライブラリ－連絡協議会 /発行
13p 30cm 2007.3
【 受贈 】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果平成19年度
群馬県教育委員会高校教育課 /発行
2p 30cm [2007.3］
【 受贈 】

群馬歴史民俗 第28号
群馬歴史民俗研究会 /編集･発行
120p 21cm 2007.3

群馬県住宅マスタープラン(2006)（群馬県住生活
基本計画）
群馬県 /編集･発行
45p 30cm 2007.3
【受贈】

群馬県訟務年報 平成19年版
群馬県総務局学事法制課 /発行
8p 30cm 2007

【受贈】

群馬大学教育実践研究 第24号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
－ /発行
548p 26cm 2007.3
【受贈】

桐生市議会会議録 平成19年第1回定例会
桐生市議会事務局 /発行
546p 30cm [2007.4］
【 受贈 】

群馬県消費者物価指数 平成18年度報
売物価統計調査結果（平成17年基準）
群馬県総務局統計課 /発行
8p 30cm 2007.4

【受贈】

【 受贈 】

学校保健統計調査群馬県結果(確報)平成18年度
群馬県総務局統計課 /発行
[13p］ 30cm 2007.4
【受贈】

群馬県小

公営企業の概要 平成19年度
群馬県企業局経営戦略室 /編集・発行
46p 30cm 2007
【受贈】

【受贈】

[交通安全の小冊子］
群馬県 /発行
見開き 4p 手のひら大 [2007］
高齢者の交通事故防止のための小冊子
【 日経 6/29】

【受贈】
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〔 2007.7 〕

子育てワンポイントアドバイス集
群馬県保育協議会保育士分科会 /発行
[42p］ 21cm 2007.3
【 受贈 】

富岡市統計書 平成18年版
富岡市企画部企画調整課統計担当 /編集・発行
116p 30cm 2007
【 受贈 】

児童・生徒保健活動の実践記録 第33号 平成18
年度
渋川北群馬地区学校保健会 /発行
[72p］ 30cm [2007.5］
【 受贈 】

何があってもだいじょうぶ－ゆいの家の出会いか
ら学んだこと－
高石友江 /著
247p [2007］ 1800 円
著者は高崎市在住
｢ゆいの家 」は高崎市にあり 【 購入 、上毛 6/20】

職場体験学習《報告集》第12回
富士見村立富士見中学校 /発行
161p 30cm 2006.11

【受贈】

はじめましょ！食育（ 群馬県食育推進計画普及版 ）
群馬県食品安全会議事務局食品安全課 /発行
29p 30cm 2007.3 96 円
家庭での食育を推進する冊子
【受贈、日経 5/31】

女性労働調査結果報告書 平成18年度
群馬県産業経済局労働政策課 /編集･発行
210p 30cm 2007.3
【受贈】

保健の歩み 54
渋川北群馬地区学校保健会 /発行
105p 30cm 2007.3

高崎経済大学論集 第49巻 第3・4合併号
小池重喜教授・岸田孝弥教授・小川雅敏教授 退
職記念号
高崎経済大学経済学会 /発行
239p 26cm 2007.3
【受贈】
高崎健康福祉大学紀要 第6号(2007)
高崎健康福祉大学 /発行
197p 26cm 2007.3

母子世帯等実態調査報告書 平成18年11月1日現
在
群馬県健康福祉局青少年こども課母子グループ
/編集・発行
94p 30cm 2007.4
【 受贈 】

【 受贈 】

補正予算説明書 平成19年度
群馬県 /発行
250p 30cm [2007.6］

地域から社会福祉を切り開く 関東地域の社会福
祉研究
田代国次郎 /編 本の泉社 /発行
323p 21cm 2007.5 2190 円
群馬・埼玉に焦点を当てて記述
【 TRC 新刊案内 1522 号】
地域貢献活動報告書 平成18年度
群馬県立県民健康科学大学 /発行
48p 30cm 2007.3
地域政策研究 第9巻第2・3合併号
部創設10周年記念号
高崎経済大学地域政策学会 /発行
282p 26cm 2007.2

【 受贈 】

【 受贈 】

武尊通信 第1号～第100号
群馬歴史民俗研究会 /編集･発行
[540p］ 26cm 2007.3

【購入】

前橋市公民館事業概要 平成18年度
前橋市教育委員会 /発行
172p 30cm [2007.5］

【 受贈 】

前橋市の教育～｢県都前橋教育のまち」を目指し
て～ 平成19年度
前橋市教育委員会管理部総務課 /編集･発行
89p 30cm 2007.6
【受贈】

【 受贈 】

みんなで創ろう、輝く下仁田 下仁田町第4次総
合計画 平成19年度～平成28年度
群馬県下仁田町 /発行
96p 30cm [2007］
【 受贈 】

｢小さな自治｣の実践に向けた検討会議報告書『 今 、
コミュニティが新しい！地域のあり方を求めて』
群馬県新政策課 /発行
81p 30cm 2007.3 190 円
【 受贈 】

みんなで創ろう、輝く下仁田 下仁田町第4次総
合計画ダイジェスト版 平成19年度～平成28年度
群馬県下仁田町 /発行
13p 30cm [2007］
【 受贈 】
模擬条例の立案演習を活用した地域からの立法提
案－平成18年度研究・研修融合型研修｢政策法務
研究コース｣報告書－別冊『群馬自治研究』№2
群馬自治総合研究センター /編集・発行
147p 30cm 2007.4
【 受贈 】

【 受贈 】

利根沼田社会教育要覧 平成19年度
群馬県教育委員会利根教育事務所 /発行
50p 30cm 2007
【 受贈 】
〔 2007.7 〕

6月定例県議会

地域政策学

地域政策研究
第9巻第4号 地域政策研究科博
士前期課程研究サマリー特集号
高崎経済大学地域政策学会 /発行
86p 26cm 2007.3
【 受贈 】

定例県議会議案 平成19年6月
群馬県 /発行
131p 30cm [2007.6］

【 受贈 】
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もっと知りたい暮らしと県税
年度版
群馬県総務局税務課 /発行
45p 21cm 2007

県税読本

要覧 平成19年度
群馬県生涯学習センター /編集･発行
16p 30cm 2007.4

平成19

地域別鳥類文献目録－関東編－
早川貞臣 /編集・発行
80p 30cm 2007.5

【受贈】

【 受贈 】
地球温暖化防止ハンドブック
群馬県環境・森林局環境政策課 /編集･発行
48p 21cm [2007.4］
【 受贈 】
【受贈】
ともに生きる 難病療養者とその家族の手記
群馬県難病相談支援センター /発行
111p 21cm 2007.3
【 受贈 】
ヘルスアップだより
太田市 /発行
7p A4 判 [2007.5］
生活習慣病予防の小冊子

4 自然科学

【 上毛 6/26】

かくれる虫さがしだす鳥 第3回企画展
群馬県立ぐんま昆虫の森 /発行
27p 30cm 2006.4
【受贈】
群馬医学 85号 平成18年度特別講演
群馬県医学会 /編集 群馬県医師会 /発行
23p 26cm 2007.6
【受贈】
群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台 /発行
28p 30cm [2006］

5 技術･工学･家政学･生活科学
王子製鉄50年の歩み
王子製鉄株式会社 /発行
147p 31cm 2007.5

平成17年(2005)
【 受贈 】

かぶら 500号
下山裕久 /編集･発行
4p タブロイド判 2007.6
月 2 回(1 日・ 15 日）発行
富岡市・甘楽町をカバーするミニコミ誌
下山氏は富岡市在住
【 上毛 6/28】

群馬県立がんセンター新病院開院記念誌
群馬県立がんセンター /発行
174p 26cm 2007.5
【受贈】
群馬県立自然史博物館研究報告11号
群馬県立自然史博物館 /編集･発行
124p 30cm 2007.3
ぐんま昆虫の森年報 平成17年度
群馬県立ぐんま昆虫の森 /発行
43p 30cm [2007.5］

【 受贈 、毎日 6/9】

平成19年
【受贈】

環境・森林局事業概要 平成19年度
群馬県 /発行
59p 30cm [2007.4］

【 受贈 】

【 受贈 】
群馬のカフェ案内 とっておきのカフェ100軒
シンクリード（前橋市） /発行
128p 四六変型判 [2007.5］ 838 円
【あみ～ご 6/9】

群馬生物 第56号
群馬県高等学校教育研究会生物部会 /発行
67p 26cm 2007.5
【 受贈 】

ごみの本
群馬県環境・森林局廃棄物政策課 /編集･発行
29p 21cm [2007.5］
【 受贈 】

ぐんまの昆虫～山にすむ虫・里にすむ虫～
第4回企画展
群馬県立ぐんま昆虫の森 /発行
23p 30cm [2007.5］
【 受贈 】

高瀬舟
板倉町民俗研究会 /発行
[7p］ 30cm 2006.10
高瀬舟による利根川の川下りの記録

健康福祉統計年報 平成19年刊
群馬県健康福祉局保健福祉課企画広報グループ
/編集・発行
393p 30cm 2007.3
【 受贈 】

【受贈】

西上州サテライト会場ニュース 第25回全国都市
緑化ぐんまフェア 創刊号
群馬県西部県民局高崎土木事務所 /発行
4p 30cm 2007.6
2008 年 6 月まで、月 1 度発行予定
【受贈、上毛 6/15】

絶滅危惧植物カッコソウの保全遺伝学的研究
大谷雅人 /著
148p 30cm 2007
桐生市・みどり市の鳴神山に自生するカッコソ
ウについての博士論文
【 受贈 】
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〔 2007.7 〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

川と地域再生 利根川と最上川流域の町の再生
佐藤寛・米田富太郎 /著
中央学院大学社会システム研究所 /編集
丸善プラネット /発行
265p 21cm 2007.3 3500 円
【 TRC 新刊案内 1522 号 】
群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場 /発行
42p 30cm 2007

INNOCENCE
石内都 /著 赤々舎 /発行
1 冊(ページ付なし) 29cm 2007.5 3800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1523 号 】
江野楳雪・梅青－丹青なる画の世界
江野祐一郎・千枝子 /企画・編集・発行
172p 30cm 2007.2
江野楳雪・梅青は吾妻郡や渋川市ゆかりの絵師
【受贈】

平成18年度
【 受贈 】

ぐんまのおすすめサービス 平成18年度
平成18年度注目の事業者30そのサービスの原点と
は…？
群馬県産業経済局商政課 /発行
69p 21cm [2007.3］
【 受贈 】

覚満渕 季節の魅力を求めて
髙岸行光 /著
84p 26 × 27cm 2007.4
著者は高崎市生まれ

ザスパークGUIDE BOOK with Vien
第38号～第44号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p］ 30cm

新地場産業への産学官からの挑戦
高崎経済大学経済学部 /監修
岸田孝弥・武井昭 /編集 日本経済評論社 /発行
211p 19cm 2007.5 1000 円
(大学の教育・研究と地域貢献シリーズ 4）
【 TRC 新刊案内 1525 号】

すてきな時間 詩画集
鈴木宏幸 /著 翔雲社 /発行
55p [2007.5］ 1575 円
著者は高崎市在住

【朝日 6/1】

館林でみる群馬県立近代美術館名品展
楽しむガイド
群馬県立館林美術館 /編集･発行
42 × 60cm 折りたたみ 2006

【 受贈 】

[調査研究の報告書］
板倉町 /発行
東洋大板倉キャンパスの地域活性化研究所との
共同研究の報告書
【上毛 5/5】

展覧会を
【 受贈 】

波志江の屋台 伊勢崎市文化財資料集１
伊勢崎市教育委員会(文化財保護課） /編集･発
行
105p 30cm 2007.3
【 受贈 】

農林業センサス 2005年第1巻10群馬県統計書
農林水産省統計部 /編集 農林統計協会 /発行
1 冊 31cm 2007.5 18500 円
附属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
【 受贈 】

〔 2007.7 〕

【 受贈 】

水明 デジタルカメラ写真集
敏龍彦 /著 ほおずき書籍 /発行
63p 17 × 19cm 2007.7 1300 円
群馬で撮影された写真あり
【 TRC 新刊案内 1525 号】

精解富岡日記 富岡製糸場入場略記
和田英 /著 今井幹夫 /編
群馬県文化事業振興会 /発行
236p A5 判 2500 円
1999.10 出版の再版
【上毛 6/1】

農林業センサスデータブック 2005年
局管内 都県別
関東農政局統計部 /編集･発行
181p 30cm 2007.3

【受贈】

県民芸術祭報告集 第30回 平成18年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
35p 30cm 2007.3
【受贈】

新地場産業とニューサービス 地方からの挑戦
高崎経済大学経済学部 /監修
岸田孝弥・武井昭 /編集 日本経済評論社 /発行
225p 19cm 2007.5 1000 円
(大学の教育・研究と地域貢献シリーズ 3）
【 TRC 新刊案内 1525 号】

畜産施策の概要 平成19年度
群馬県農業局畜産課 /発行
50p 30cm [2007.3］

写真集

迷わず行けるぐんまつり場ガイド 初心者・中級
者・ファミリー 最新版
上毛新聞社 /編集・発行
129p 26cm 2007.6 1500 円
【上毛 7/4、 TRC 新刊案内 1524 号】

関東農政
【受贈】
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8 語学
ワンフレーズでしゃべれるこどもｅｉｇｏ
ぐんま国際アカデミー(GKA) /編集
旺文社 /発行
208p B5 判 2007.5
小学生向けの英語副読本、太田市内全 26 小学
校で教材として使用
GKA は太田市にある英語教育特区校
附属資料：別冊解説(教員向け)
：リスニング用 CD(約 52 分）
【 購入 、毎日 6/16、上毛 6/19、朝日 6/23、読売 6/30】

9 文学
一身上の都合
永井隆 /著 ソフトバンククリエイティブ /発行
246p 20cm 2007.6 1500 円
著者は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 6/12、 TRC 新刊案内 1522 号】
産土（うぶすな） 句集
小林まさる /著 紙鳶社 /制作
195p 20cm 2002.12 2000 円
著者は群馬県生まれ

海程樹道場（かいていきどうじょう）6
群馬・樹の会 /発行
54p 21cm 2007.3
【受贈、朝日 6/13】
かたしな句集 第3号
片品村俳句作家協会 /編集
片品村教育委員会 /発行
42p 26cm 2000.3

【受贈】

かたしな句集 第4号
片品村俳句作家協会 /編集
片品村教育委員会 /発行
40p 26cm 2001.3

【受贈】

かたしな句集 第8号
片品村俳句作家協会 /編集
片品村教育委員会 /発行
41p 26cm 2005.3

【受贈】

かたしな句集 第9号
片品村俳句作家協会 /編集
片品村教育委員会 /発行
41p 30cm 2006.5

【受贈、上毛 6/6】

かたしな句集 第10号
片品村俳句作家協会 /編集
片品村教育委員会 /発行
39p 30cm 2007.4

【受贈】

河童のクゥと夏休み
木暮正夫 /著 こぐれけんじろう /絵
岩崎書店 /発行 2007.6
212p 19cm 2007.6 900 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1522 号 】

【 受贈 】

お菊虫伝承の成立と伝播
今井秀和 /著
23p ～ 38p 21cm 2007.3
大東文化大学『日本文学論集第 31 号』の抜き
刷り。群馬県の小幡氏についての記述あり
【 受贈 】

かびの花 滝原史津江作品集
滝原史津江 /著
359p 22cm 2007.4
著者は伊勢崎市在住

海程樹道場（かいていきどうじょう）1
群馬・樹の会 /発行
56p 21cm 2001.11
【 受贈 】

歌集
【受贈】

火曜日はトラブル
あんびるやすこ /著 岩崎書店 /発行
127p 22cm 2007.5 1100 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1523 号 】

海程樹道場（かいていきどうじょう）2
群馬・樹の会 /発行
47p 21cm 2003.2
【受贈】

漢詩苑 雅友 200号
富岡漢詩会 /発行
創立 18 年になる富岡漢詩会の機関誌
【上毛 6/10】

海程樹道場（かいていきどうじょう）3
群馬・樹の会 /発行
50p 21cm 2004.2
【受贈】

峡の淡雪 歌集
深澤みどり /著
191p 20cm 2007.5
著者は前橋市生まれ

海程樹道場（かいていきどうじょう）4
群馬・樹の会 /発行
50p 21cm 2005.2
【受贈】

【受贈】

栗生楽泉園の詩人たち－その詩と生活－
久保田穣 /著 ノイエス朝日企画編集部 /編集
300p 19cm 2007.6 3500 円
著者は桐生市生まれ
【受贈

海程樹道場（かいていきどうじょう）5
群馬・樹の会 /発行
52p 21cm 2006.2
【受贈】
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〔 2007.7 〕

こじまのもりのかわべのピクニック
あんびるやすこ /作・絵
ひさかたチャイルド /発行
40p 24cm 2007.6 1200 円
作者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1524 号】

県関係者の一般著作
売れる営業に変わる100の言葉 ダメ営業マンが4
年連続No.1に!
菊原智明 /著 ダイヤモンド社 /発行
1 冊(ページ付なし) 19cm 2007.5 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1524 号 】

戦時下の体験手記 平和への祈りをこめて
桐生市老人クラブ連合会 /発行
245p 26cm 2007.3
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 6/5】

感情の心理学
内藤和美他 /著
高橋惠子・河合優年・仲真紀子 /編著
放送大学教育振興会 /発行
207p 21cm 2007.4 2300 円
内藤氏は群馬パース大学教授
【受贈】

戦争・人間・読書
吉永哲郎 /著 至誠堂(高崎市)/発行
A5 判 2007.5 2000 円
著者は高崎市在住
【上毛 6/25】
土屋文明の添削
土屋文明 /[著] 横山季由 /著
短歌新聞社 /発行
252p 20cm 2007.6 2381 円
【 TRC 新刊案内 1524 号 】
妻に贈る鎮魂歌(レクイエム)
見て
片山竹男 /著 文芸社 /発行
著者は高崎市生まれ

交通道徳協会創立60周年記念誌
交通道徳協会(室賀實会長)/発行
180p A5 判 2007
中曽根康弘元首相の寄稿文あり
室賀氏は高崎市生まれ

来世での逢瀬を夢
自治制度
金井利之 /著 東京大学出版会 /発行
266p 20cm 2007.5 2600 円
(行政学叢書 3)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1523 号 】

【読売 6/20】

名久田川
早川純(小林純子)/著 文芸社 /発行
116p 四六判 2007.6
著者は中之条町在住
【上毛 5/23】
沼田文学 第13号
沼田文学の会 /発行
143p 21cm 2007.6
沼光 歌集 第22号
館林歌人クラブ /発行
140p 22cm 2007.6 1500 円

自民党の底力 日本政策アカデミー「シンクタン
ク2005・日本」非公開セミナー講演集
小泉純一郎ほか /著 成甲書房 /発行
269p 20cm 2007.6 1700 円
中曽根康弘氏についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1524 号 】

【受贈】

14歳の危機 自立を先送りする子どもたち
伊藤千佳子 /著 そうろん社 /発行
228p 19cm 2007.4 1600 円
著者は前橋市在住 【あみ～ご 6/2、上毛 6/6】

【 受贈 】

はじめまして
ふじおかまゆみ /作 関口拓志 /絵
新風舎 /発行
1 冊(ページ付なし) 27cm 2007.5 1200 円
関口氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1523 号 】

小規模デイサービス開業マニュアル 地域のコミ
ュニケーションステーションのつくり方
田中元 /著 ぱる出版 /発行
239p 21cm 2007.5 2000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1522 号 】

パピロちゃんとにゅうどうぐも
片山令子 /作 久本 直子 /絵 ポプラ社 /発行
70p 21cm 2007.6 900 円
作者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1524 号】

図解よくわかる介護保険 しくみ編+実践編
田中元 /著 ナツメ社 /発行
207p 21cm 2007.6 1500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1524 号 】

林京子論 「ナガサキ 」・上海・アメリカ
黒古一夫 /著 日本図書センター /発行
213p 22cm 2007.6 2400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1525 号 】

宋代開封の研究
久保田和男 /著 汲古書院 /発行
395p 22cm 2007.2 10000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1525 号 】

二人の父・蘆花と蘇峰 『みみずのたはこと』と
鶴子
矢野鶴子 /述 渡邊勲 /著 創友社 /発行
202p 20cm 2007.4 2200 円
【 TRC 新刊案内 1525 号 】
〔 2007.7 〕

【 上毛 6/26】
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なぜ、その人に惹かれてしまうのか? ヒトとして
の恋愛学入門
森川友義 /著
ディスカヴァー・トゥエンティワン /発行
259p 19cm 2007.5 1500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1525 号 】
脳を鍛える言葉遊び
秋葉心酔 /著 文芸社 /発行
著者は群馬県生まれ

電子資料
[教員向けCD-ROM] (CD-ROM)
群馬県教育委員会 /発行
小学校 4 教科と中学校 5 教科の計 9 種類
教員の｢授業力｣向上を目指して制作された
【読売 6/30】
健康福祉統計年報 CD-ROM版 平成19年刊 (CDROM)
群馬県健康福祉局保健福祉課 /発行
1枚
【 受贈 】

【 読売 6/13】

Microsoft Robotics Studioプログラミング
布留川英一 /著 マイクロソフト株式会社 /監修
毎日コミュニケーションズ /発行
375p 24cm 2007.6 3600 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1525 号 】

国勢調査報告 平成17年 従業地・通学地による
人口(その1) 通勤・通学人口、従業地による就
業者の産業別構成 10 群馬県 (CD-ROM)
総務省統計局 /編集・発行
1 枚 2007.3
【 受贈 】
国勢調査報告 平成17年 小地域集計結果（従業
地・通学地集計その1に関する集計） 第15表
10 群馬県 (CD-ROM)
総務省統計局 /編集・発行
1 枚 2007.5
【 受贈 】

視聴覚資料
あゝ城堀川（カセットテープ）
戸丸清 /作詞 安沢初男 /作曲 戸丸清 /歌(予定)
2007.7 製作予定
戸丸氏・安沢氏は沼田市在住
城堀川は沼田市を流れる滝坂川の愛称
【上毛 6/6】
ファイト映画2006 ひねくれ緑と星のパン ウソ
つき番長（DVD）
ファイトぐんま推進会議・ファイト映画制作実
行委員会(県民で組織） /製作
約 80 分(本編 18 分＋ 54 分・特典映像 12 分)
県内の小中学生が出演
群馬県 /協力
【 受贈 、日経 6/25】
我が人生火の如く（CD）
永井勲 /作詞 山田宗明 /作曲 永塚祐次 /歌
永井氏は高崎市などで飲食店を経営
山田氏は甘楽町で会社経営
永塚氏は東吾妻町在住
【上毛 6/9】
私たちの学校 桐生市立昭和中学校記録映画
昭和24年制作（DVD）
昭和 24 年度卒業生有志 /制作
2007.6
在学当時に撮影した 16 ミリ映画を DVD 化し
たもの
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 6/6、上毛 6/7】
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