群

馬

の

人と産業の未来に挑戦するぐんまのＩＴビジネス
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群馬県産業経済局商政課 /発行
24p 21cm 2007.3
【 受贈 】
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1 哲学･宗教
・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
【上毛 5/1】

・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。

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
【上毛 5/1】

・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。

天祐山仁叟寺誌
仁叟寺誌編纂委員会 /編纂
天祐山公田院仁叟寺 /発行
1185p 22cm 2007.4
【受贈、上毛 5/26、産経 5/27】

０ 総記
いづみ読書会文集 あしあと
いづみ読書会 /発行
60p 26cm 2007.5

第20号平成18年度
【 受贈 】

2 歴史･伝記･地理

笠懸野 岩宿文化資料館年報 平成14年度
笠懸野岩宿文化資料館 /編集･発行
65p 30cm 2005.3
【受贈】

荒船風穴 下仁田町指定重要文化財
群馬県西部県民局 /発行
折りたたみ 30cm 2007.3

笠懸野 岩宿文化資料館年報 平成15年度
笠懸野岩宿文化資料館 /編集･発行
71p 30cm 2005.3
【 受贈 】

榎木畑Ⅱ遺跡発掘調査概要報告書－特別養護老人
ホーム明嶺荘施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査概要報告書－
安中市教育委員会 /編集･発行
31p 写真図版 6p 付図 1 枚 30cm 2006.3
【 受贈 】

笠懸野 岩宿文化資料館年報 平成16年度
笠懸野岩宿文化資料館 /編集･発行
67p 30cm 2006.3
【 受贈 】
議会図書室の概要 平成19年5月
群馬県議会図書室（県議会事務局調査広報課）
/編集･発行
13p 30cm 2007.5
【 受贈 】

尾瀬ブック 2007 オゼ、まるごと入ってます。
山と溪谷社 /発行
105p 28cm 2007.5 838 円
【 TRC 新刊案内 1519 号】

紀要 平成18年度 第42号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会 /発行
87p 26cm 2007.3
【受贈】
群馬県立歴史博物館紀要 第28号
群馬県立歴史博物館 /発行
73p 26cm 2007.3

【 受贈 】

海竜寺遺跡発掘調査報告書－県営畑地帯総合整備
事業（担い手育成型）里見板鼻地区に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－
安中市教育委員会 /編集･発行
80p 写真図版 21p 付図 2 枚 30cm 2007.3
付属資料 :CD-ROM( 1 枚 12cm)
【受贈】

2007
【 受贈 】
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〔 2007.6 〕

加賀塚遺跡１（第1～3次調査）横野平工業団地分
譲事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集
安中市教育委員会 /編集･発行
190p 30cm 2007.3
付属資料 :CD-ROM( 1 枚 12cm)
【受贈】

下増田松原遺跡－松井田町立九十九小学校危険校
舎改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
松井田町教育委員会 /編集･発行
20p 写真図版 5p 30cm 2006.3
【 受贈 】
杉名薬師遺跡－分譲住宅造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集・発行
60p 写真図版 8p 26cm 2006.2
付属資料 :CD-ROM( 1 枚 12cm)
【 受贈 】

上毛野の考古学－群馬考古学ネットワーク3周年
記念論文集－
群馬考古学ネットワーク /編集・発行
207p 26cm 2007.4 2500 円
【受贈】
北関東ひろびろサイクリングマップ 茨城・栃木
・群馬・埼玉エリアの厳選13コース
自転車生活ブックス編集部 /編集
ロコモーションパブリッシング /発行
127p 26cm 2007.5 1500 円
【 TRC 新刊案内 1519 号 】
桐生史苑 第46号
桐生文化史談会 /発行
130p 21cm 2007.3

ゼンリン住宅地図 太田市 西［尾島 新田 藪
塚本町］旧尾島町 新田町 藪塚本町 2007 04
ゼンリン /発行
268p 39cm 2007.4 12000 円
【購入】
ゼンリン住宅地図 太田市 東［太田］ 旧太田
市 2007 04
ゼンリン /発行
293p 39cm 2007.4 12000 円
【 購入 】

【 受贈 】
ゼンリン住宅地図 邑楽郡明和町
ゼンリン /発行
72p 39cm 2007.4 9000 円

蔵畑Ⅱ遺跡－老人保健施設建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集・発行
44p 写真図版 14p 26cm 2006.2
【 受贈 】

【購入】

ゼンリン住宅地図 藤岡市［藤岡］ 旧藤岡市１
2007 05
ゼンリン /発行
208p 39cm 2007.5 16000 円
【 購入 】

群馬県人物・人材情報リスト 2007
日外アソシエーツ株式会社 /編集
日外アソシエーツ /発行
576p 31cm 2006.12 73000 円
【 TRC 新刊案内 1520 号】

総社閑泉明神北Ⅳ遺跡・元総社牛池川遺跡・元総
社北川遺跡・元総社小見内Ⅴ遺跡－古墳～平安時
代の低地、田畠、集落遺跡の調査－ 一級河川牛
池川広域基幹河川改修事業（中小）に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書（2分冊）
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2007.3 付図 11 枚
第一分冊 本文編： 306p 写真図版 142p
30cm
第二分冊 木器編： 86p 写真図版 60p
【受贈】

遣米使節三船
村上泰賢（東善寺住職） /作製
13p B5 判 [2007.4］
小栗上野介が遣米使節として乗船した船につい
て解説した冊子
【東京 5/23】
しぶかわ－新渋川市の魅力
しぶかわ環境フォーラム /編集･発行
16p 30cm 2007.3
【 受贈 、上毛 5/12】

続小野上村誌
渋川市小野上総合支所・小野上村誌編さん委員
会 /編集
渋川市 /発行
432p 写真図版 19p 付図 1 枚 22cm 2007.3
【 受贈 】

渋沢栄一男の器量を磨く生き方
渡部昇一 /著 致知出版社 /発行
227p 20cm 2007.5 1500 円
【 TRC 新刊案内 1520 号 】
清水Ⅱ遺跡 清水Ⅴ遺跡 清水Ⅵ遺跡－市営原市
住宅団地建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書－
安中市教育委員会 /編集･発行
118p 写真図版 22p 付図 3 枚 30cm 2007.3
【受贈】

〔 2007.6 〕

2007 04

嬬恋トレッキングガイド
嬬恋村役場観光商工課・嬬恋村観光協会 /発行
16p 21cm ［ 2007］
【 受贈 、上毛 5/4】
嬬恋 ようこそ、風薫る地「つまごい」へ
嬬恋村役場観光商工課・嬬恋村観光協会 /発行
8p 30cm ［ 2007］
【 受贈 、上毛 5/4】
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東京・首都圏のビジネスホテルガイド 第5版
実業之日本社 /発行
239p 21cm 2007.5 1280 円
【 TRC 新刊案内 1521 号】

榛名町誌 自然編
榛名町誌編さん委員会 /編集
榛名町誌刊行委員会 /発行
459p 付図 1 枚 27cm 2007.3
【 受贈 、上毛 5/15、朝日 5/16】

土地保全図(群馬県）縮尺:1:200000
国土交通省土地・水資源局 /発行
地図 6 枚 84 × 60cm(折りたたみ 30cm) 2006
付録 :土地保全図付属資料([19p］ 30cm)
付属資料 :CD-ROM( 1 枚 12cm)
【 受贈 】

プレミアムチケット
2007
高崎市 /発行

高崎市街地寄り道マップ
【日経 5/16、上毛 5/18】

中宿在家Ⅱ遺跡－カインズホーム安中店建替工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集・発行
62p 写真図版 5p 付図 1 枚 26cm 1999.5
【受贈】

保守政権の担い手
岸信介・河野一郎・福田赳夫・後藤田正晴・
田中角栄・中曽根康弘 /著
日本経済新聞出版社 /発行
586p 15cm 2007.5 1400 円
(日経ビジネス人文庫 ）
【 TRC 新刊案内 1520 号 】

中山道69次を歩く 究極の歩き方120 新版
岸本豊 /著 信濃毎日新聞社
192p 21cm 2007.5 1700 円
【 TRC 新刊案内 1520 号 】

まちなか散策ガイド（館林）
まちづくりを考える研究グループ（まち研）
/発行
館林市街地の魅力を紹介
【上毛 5/2】

「中曽根康弘」語録 哲人政治家の素顔
柳本卓治 /著 産経新聞出版 /発行
328p 20cm
2007.4 1500 円
【 TRC 新刊案内 1519 号 】

見る・撮る・描く絶景の山 北信五岳・志賀草津
・関田山脈
日本山岳写真協会[ほか] /写真 菊地俊朗 /文
信濃毎日新聞社 /発行
150p 26cm 2007.5 1905 円
草津についての記事あり
【 TRC 新刊案内 1519 号】

長野原一本松遺跡(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15集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
318p 写真図版 144p 付図 1 枚 30cm 2007.3
【受贈】

目で見る吾妻の100年
中沢恒夫・小池義人 /監修

なぜ、掘るのか？なぜ、残さなければならないの
か？ 第15回特別展 近藤義雄初代館長退任記念
展 群馬県における埋蔵文化財保護のあゆみ
高崎市等広域市町村圏振興整備組合立かみつけ
の里博物館 /編集･発行
67p 30cm 2007.3
【受贈】

郷土出版社 /発行
【読売 5/9】

屋形原月夜野遺跡 移動通信用鉄塔建設工事に係
る埋蔵文化財発掘調査報告書
沼田市教育委員会 /編集･発行
16p 写真図版 5p 30cm 2006.11
【 受贈 】
両毛ふぁんふぁん
両毛広域都市圏総合整備推進協議会（群馬、栃
木両県の 11 市町で構成）
25p 20cm [2007.4］
両毛地域の観光スポットなどを紹介【 日経 5/2】

奈良古墳群 確認調査 平成16・17年度保存目的
の埋蔵文化財発掘調査概報
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
33p 30cm 2007.3
【受贈】

るるぶ尾瀬を歩こう 2007
JTB パブリッシング /発行
106p 26cm 2007.6 952 円
【 TRC 新刊案内 1521 号 】

新堀陣場・社宮司遺跡－役場駐車場建設に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－
松井田町教育委員会 /編集･発行
17p 写真図版 4p 30cm 1999.3
【 受贈 】

歴史博物館カレンダー 2007.4－2008.3
群馬県立歴史博物館 /発行
折りたたみ 22cm ［ 2007.4］
【 受贈 】

原市4号墳発掘調査報告書－鈴与トラッックステ
ーション株式会社ガソリンスタンド建設に伴う原
市4号墳埋蔵文化財発掘調査報告書－
安中市埋蔵文化財発掘調査団 /編集・発行
17p 写真図版 6p 30cm 2007.3
【 受贈 】
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〔 2007.6 〕

事業のあらまし 平成19年度
群馬県教育委員会文化課 /発行
54p 30cm [2007.4］

3 社会科学
APPROACH アプローチ－ここから描く君の明日
2007
高崎経済大学地域政策学会 /発行
73p 26cm 2007.3
【 受贈 、上毛 5/14】

市町村の生涯学習推進体制の整備状況等に関する
実態調査 平成18年度生涯学習基礎調査
群馬県生涯学習センター /発行
35p 30cm 2007.3
【 受贈 】

Intro イントロ 学びへのいざない 2007
高崎経済大学経済学会 /発行
51p 26cm 2007.3
【受贈、上毛 5/14】

自分のキャリア（生き方・働き方）は自分でデザ
インする そして自分の地域は自分でつくる－そ
れが群馬キャリアデザイン支援事業のテーマです
群馬キャリアデザイン支援事業普及資料№3
群馬県生涯学習センター /編集･発行
7p 30cm 2007.3
【 受贈 】

おおたの子育て支援 明るく楽しくみんなで子育
て
太田市教育部こども課 /編集･発行
33p 30cm 2007.4
【受贈】

集客力のある楽しいまちを創るために－高崎市中
心市街地における都市観光－高崎市産業活性化研
究会報告書
高崎市商工部産業課 /編集・発行
70p 30cm 2007.2
【 受贈 】

教育文化事業団事業報告書 平成18年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
26p 30cm 2007.3
【受贈】
教育要覧 平成19年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所 /発行
7p 30cm [2007.4］
【 受贈 】

松韻第29号 群馬県高等学校長協会会誌
群馬県高等学校長協会 /発行
107p 26cm 2007.3
【 受贈 】

ぐんまの子どもたちに豊かな体験活動を
群馬県教育委員会 /発行
四つ折り 30cm 2007.3
【 受贈 】

新ぐんまネットプラン －群馬県第2次情報化推
進計画－
群馬県総務局情報政策課 /発行
52p 30cm 2007.3 690 円
【 受贈 】

ぐんまの法律事務所ナビ
群馬弁護士会 /監修 上毛新聞社出版局 /編集
上毛新聞社出版局 /発行
262p 21cm 2007.4 1143 円
【 上毛 5/10、TRC 新刊案内 1520 号 】
県政のあゆみ 平成18年度
群馬県広報課 /発行
44p 30cm 2007.5

神話・伝説・昔話の場所表現に見る日本人の環境
認知の変遷
佐々木高弘 /著 京都学園大学 /発行
230p 30cm 2007.3
群馬県についての記述あり
【 受贈 】

【 受贈 】

高崎経済大学附属地域政策研究センター年報
Annual Report 2006年度 第5号
高崎経済大学附属地域政策研究センター /編集･
発行
39p 30cm 2007.3
【 受贈 】

健全育成ハンドブック
高崎市中学校区青少年健全育成推進委員会連絡
協議会 /発行
11p ポケットサイズ
【上毛 5/１】
高体連 第57号（平成18年度）
群馬県高等学校体育連盟 /編集･発行
404p 26cm 2007.5

高崎商科大学紀要 第21号（2006年度）
高崎商科大学メディアセンター /編集･発行
287p 30cm 2006.12
【受贈】

【 受贈 】

高崎の獅子舞 合併町村編
高崎市獅子舞保存会連絡協議会 /発行・企画
32p 30cm 2007.4
【 受贈 、上毛 5/21】

子育てに関わる人と施設のネットワーク交流大会
報告書
群馬県健康福祉局青少年こども課子育て支援グ
ループ /編集･発行
79p 30cm 2007.3
【受贈】

宝物
城東学童クラブ（高崎市城東小校区） /発行
78p A4 判 [2007.4］
設立 10 周年の記念誌
【上毛 5/23】

子育てのワンポイントアドバイス集
県保育協議会保育士分科会 /発行
50p A5 判 [2007.4］
【上毛 5/27】

〔 2007.6 〕

【 受贈 】

調査研究報告書 平成18年度
群馬県総合教育センター /発行
32p 30cm 2007.3
-4-

【受贈】

働楽（どうらく）Vol.2 創立25周年記念誌
高崎市シルバー人材センター創立 25 周年記念
誌編集委員会／編集
高崎市シルバー人材センター /発行
112p 30cm 2007.5
【受贈】

4 自然科学
尾瀬の自然図鑑 ネイチャーガイド
前田信二 /著 メイツ出版 /発行
159p 21cm 2007.6 1500 円
【 TRC 新刊案内 1521 号 】

日米高齢者保健福祉学会誌
JAPANESE&AMERICAN JOURNAL OF GERONTOLOGY 第
１号
日米高齢者保健福祉学会誌事務局 /発行
295p 30cm 2005.3
発行所は伊勢崎市山王町にある東京福祉大学伊
勢崎キャンパス内
【受贈】

群馬県歯科医学会雑誌 第11巻
群馬県歯科医学会 /発行
93p 30cm 2007.3

群臨衛技会誌 The Gunma Association of Medic
al Technologists 2007 第46巻 第1号
群馬県臨床衛生検査技師会 /発行
78p 30cm [2007］
【 受贈 】

ひとりの命 大切ないのち
県こころの健康センター /発行
二つ折り A3 判 [2007.4］
自殺予防のパンフレット
【 あみ～ご 5/19】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学 /発行
108p 30cm 2007.3

【受贈】

ぐんま昆虫の森ガイドブック
群馬県立ぐんま昆虫の森 /発行
39p 21cm 2007.3 220 円
【 受贈 、桐生ﾀｲﾑｽ 5/8、上毛 5/14】

特定非営利活動法人設立手続等の手引 第6版
群馬県ＮＰＯ・ボランティア推進課 /発行
113p 30cm 2007.3 200 円
【 受贈 】

平成18年の少年非行
群馬県警察本部 /発行
二つ折り 30cm [2007］

2007

こころの健康センター所報 第17号 2005年度
（平成17年度）
群馬県こころの健康センター /編集･発行
76p 30cm 2007.2
【 受贈 】

【 受贈 】

なるほどナットク！湯の国ぐんまの温泉入浴・療
養ハンドブック
群馬県 /発行
69p 21cm 2007.3 300 円 【 受贈 、上毛 5/9】

第10号
【 受贈 】

前橋市の教育 平成10年度～平成18年度
前橋市教育委員会管理部総務課 /編集･発行
平成 10 年度 80p 30cm 1998.7
平成 11 年度 82p 30cm 1999.8
平成 12 年度 82p 30cm 2000.8
平成 14 年度 94p 30cm 2002.7
平成 15 年度 94p 30cm 2003.7
平成 16 年度 96p 30cm 2004.7
平成 17 年度 91p 30cm 2005.7
平成 18 年度 96p 30cm 2006.8
【受贈】

薬務行政概要 平成18年度版（平成17年度）
群馬県健康福祉局薬務課 /発行
98p 31cm 2007.3
【 受贈 】

5 技術･工学･家政学･生活科学

前橋はーとふるプラン 前橋市障害者福祉計画
2006 [一人ひとりが輝くやさしい街づくりのた
めに]
前橋市保健福祉部障害福祉課 /発行
92p 30cm 2007.3
【受贈】

足尾を語る会会報 第11号
足尾を語る会 /発行
66p 21cm 2007.4

【受贈】

いきいき子ども＆子育てシリーズみんな輝け！キ
ラキラ★MAP
NPO 法人市民メディアぺぱーみんとかんぱに
ー（前橋市） /発行
100p B5 判 [2007.4］ 700 円
【ぐんま経済 5/24、朝日 5/26】

要覧 平成19年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所 /発行
6p 30cm [2007.3］
【 受贈 】
レッツ・リメイク！総合的な学習の時間 平成18
年度総合的な学習の時間コーディネーター養成講
座報告
群馬県教育委員会 /発行
三つ折り 30cm 2007.3
【 受贈 】
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〔 2007.6 〕

うま酒温泉へようこそ 関東甲信越篇
江口まゆみ /著 平凡社 /発行
138p 21cm 2007.4 1400 円
群馬県の日本酒とビールについての記事あり
【 TRC 新刊案内 1519 号】

6 産業
企業サポートガイド 平成19年度中小企業支援施
策のご案内
群馬県産業経済局産業政策課 /編集･発行
87p 30cm 2007.4
【受贈】

風の精の話 緑化ガイドブック（井野川上・下流
編）
(財)高崎市都市緑化協会 /編集･発行
24p 21cm [2007.4］
【受贈、上毛 5/10、毎日 5/10】

群馬県第五種共同漁業権 漁業協同組合遊漁規則
集 平成19年
群馬県蚕糸園芸課 /発行
124p 30cm 2007.3
【 受贈 】

記念館ニュース 創刊号
足尾鉱毒事件田中正造記念館 /発行
24p B5 判 2007.4
4、 10 月の年 2 回発行予定
【毎日 5/24】

群馬県畜産試験場研究報告
群馬県畜産試験場 /発行
130p 30cm 2006.12

桐生・みどりの畑から～こんな料理ができました
東部県民局農業部 、東部農業事務所農業振興課 、
桐生地区農業指導センター /発行
58p 21cm 2007.3
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 5/9、日経 5/9、
上毛 6/1、毎日 6/2】
しょうゆが香る郷土料理
『しょうゆが香る郷土料理』企画編集委員会
/企画・編集 日本醤油協会 /発行
150p 26cm 2006.10 1571 円
群馬県の郷土料理の記事あり
【受贈】

第13号
【 受贈 】

群馬県農業技術センター業務年報 平成17年度
群馬県農業技術センター /編集･発行
83p 30cm 2006.11
【 受贈 】
群馬県農業技術センター研究報告 BULLETIN OF
GUNMA AGRICULTURAL TECHNOLOGY CENTER 第4号
群馬県農業技術センター /発行
68p 30cm 2007.3
【 受贈 】
研究報告 第12号
群馬県林業試験場 /編集･発行
27p 30cm 2007.3

【 受贈 】

主要農作物作況調査成績書（水稲、小麦、コンニ
ャク）平成18年度
群馬県農業局農政課 /発行
65p 30cm [2007.4］
【 受贈 】

スバル水平対向エンジン40年の歴史 EA-41からS
UBARU-M.M.まで
矢吹明紀 /著 山海堂
185p 22cm 2007.5 2500 円
【 TRC 新刊案内 1520 号】

食道楽
絹の道ぐんま連絡協議会 /発行
三つ折り A4 判 [2007.4］
富岡市内のおすすめ品を紹介

ふるさとの味 すいとん
前橋市内の農家の主婦ら 12 人 /著
中部農村生活アドバイザーの会 /発行
14p A4 判 [2007.4］
勢多前橋産の小麦を使ったすいとん料理のレシ
ピ集
【読売 5/31、上毛 6/2】

【 上毛 5/6】

地域に生きる用水 渡良瀬川流域 待矢場両堰地
域（太田市）
待矢場両堰土地改良区 /編集・発行
120p 30cm 2007.3
【 受贈 、上毛 5/１ 】

ブルーノ・タウト 桂離宮とユートピア建築
マンフレド・シュパイデル /監修・文
ワタリウム美術館 /編集 オクターブ /発行
183p 21 × 23cm 2007.5 4571 円
【購入、 TRC 新刊案内 1521 号】

地価公示標準地の付近案内図平成19年
[国土交通省］ /発行
30cm 127p-164p [2007］

群馬県
【 受贈 】

[｢栃窪風穴｣と創始者奥木仙五郎資料］
奥木功男 /著
[2007.4］
栃窪風穴は中之条町の蚕種貯蔵施設（明治 43
年建造 ）
【 上毛 5/5】

〔 2007.6 〕
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2005年農林業センサスからみた関東の農業構造の
変遷
関東農政局統計部 /編集・発行
61p 30cm 2007.3
【受贈】
日本絹の里雑誌 第9号 2006
群馬県立日本絹の里 /編集･発行
86p 30cm 2007.3

あしたへ贈る歌 由紀さおり・安田祥子●こころ
の音楽教科書
小学館 /発行
206p 27cm 2007.5 2000 円
【 TRC 新刊案内 1520 号】
群馬県沼田市文化財ガイド
沼田市教育委員会 /編集･発行
23p 30cm [2007］
【受贈、上毛 5/17、朝日 5/18、毎日 6/2】

【 受贈 】

百年前のおもしろ広告 引札が伝える大間々・花
輪のにぎわい
コノドント館（みどり市大間々博物館） /発行
7p 22cm [2007.4］
【 受贈 】

斎藤佑樹青春の軌跡
高部務 &担当記者グループ /著 東邦出版 /発行
213p 20cm 2007.5 1429 円
【 TRC 新刊案内 1518 号】

未来への戦略２１e-Visionアクションプラン2007
群馬県産業経済局産業政策課 /編集･発行
70p 30cm 2007.4
【 受贈 、群馬建設 5/9】

THE・ランチ
みにむ /発行
128p A5 判 [2007.4］ 840 円
両毛地域のランチスポットを紹介 。太田 、館林 、
桐生 、みどり市の記事あり 【 上毛 5/17、5/28】

農業経営統計調査結果からみた野菜を中心とした
平成17年群馬県農業の動き
関東農政局群馬農政事務所統計部 /編集･発行
53p 30cm 2007.3
【 受贈 】
守ろう鉄路を わたらせ渓谷鉄道
大穂耕一郎 /著 まつやま書房 /発行
196p 21cm 2007.4 1553 円
【 桐生ﾀｲﾑｽ 5/16、上毛 5/17、毎日 5/17、
東京 5/20、読売 5/22】

詩季彩彩写詩 山は呼んでいる 写真集
羽生田文雄 /写真 中濱聖恵 /詩
上毛新聞社 /発行
羽生田氏は嬬恋村在住、中濱氏は北軽井沢在住
87p 25 × 27cm 2007.3 3334 円
【 受贈 、TRC 新刊案内 1519 号 、上毛 5/2】

魅惑のキノコたち
齋藤寛三郎 /著
271p 21cm 2007.2
著者は前橋市生まれ

趣味の作品集（くるみ絵）
60p 30cm 2004.10
著者は太田市在住

【 受贈 、上毛 5/6】

旅券発給の概要 平成18年
群馬県パスポートセンター /発行
20p 30cm 2007.3

佐藤勝子 /著
【受贈】

趣味の作品 第二集（くるみ絵） 佐藤勝子 /著
56p 30cm 2007.4
著者は太田市在住
【 受贈 、上毛 5/8】

【 受贈 】

わんワンぐんま '07
上毛新聞社 /編集・発行
113p 30cm 2007.4 1600 円
DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)付
【 上毛 5/10、5/21、TRC 新刊案内 1519 号 】

上毛かるた60年の歩み
群馬文化協会 /発行
85p 21cm 2007.3

【受贈】

すてきな時間 詩画集
鈴木宏幸 /著 翔雲社 /発行
55p 21cm 2007.5 1500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1521 号 】
楽しみと日々
金井美恵子 /著 金井久美子 /オブジェ
平凡社 /発行
193p 22cm 2007.4 1900 円
著者は高崎市生まれ 【 TRC 新刊案内 1519 号 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あかがね街道－足尾銅山街道の面影 写真集
檜谷俊樹 /著
94p [2007.5］ 2415 円
著者は伊勢崎市在住
【 朝日 5/30、読売 5/30】

筑井先生のスケッチBookⅡ
筑井孝子 /著
120p [2007.4］ 1500 円
著者は前橋市在住
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画集
【上毛 5/25】

〔 2007.6 〕

東京六大学野球伝説 闘う男!斎藤佑樹 いざ、神
宮デビュー!!
宝島社 /発行
127p 26cm 2007.5 1229 円
【 TRC 新刊案内 1518 号】

おかえりなさい少年少女詩・童謡詩展
55回
群馬県立土屋文明記念文学館 /発行
6p 30cm 2007.4

企画展第
【 受贈 】

おしゃべり目玉の貫太郎
鈴木公子 /著 講談社 /発行
231p 19cm 2007.4 1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1518 号 】

幕末の写真師夫妻 島霞谷と島隆 第81回企画展
・島霞谷生誕180周年記念展
群馬県立歴史博物館 /編集・発行
128p 26cm 2007.4
【受贈】
波動 文化財調査研究誌 2007 Vol.11
板倉町教育委員会 /編集･発行
115p 30cm 2007.3 1400 円 【 受贈 、上毛 5/23】
筆有楽 四国八十八札所ご詠歌
二瀬西恵 /著 木耳社
111p 26cm 2007.4 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1520 号】

風の座繰り唄 歌集
野上悦代 /著 地表短歌社 /発行
249p 20cm 2007.4
著者は前橋市在住

【 受贈 】

語り継ぐ－それぞれの昭和－創立55周年記念誌
桐生市南婦人会 /発行
145p 26cm 2007.5
【 受贈 、桐生ﾀｲﾑｽ 5/15】
カプセルの中で
里見五郎 /著 近代文芸社 /発行
241p 20 2007.5 1250 円
著者は前橋市生まれ

山なみ 創刊号 (俳句雑誌）
伊藤幸博 /編集 山なみ俳句会 /発行
伊藤氏は前橋市在住
【 受贈 、毎日 5/25】

【受贈】

かみつけの里 歌集
鈴木越夫 /著 上毛新聞社出版局 /制作
157p 20cm 2007.3
著者は高崎市在住、かみつけの里博物館長
歸山詩集
須賀楠舟 /訓釈
32p 21cm 2007.5
須賀氏は草津町在住

8 語学

桐の花散る－歌人 江口きちの恋
藤井徳子 /著 群馬出版センター /発行
[2007.5］
川場村生まれの歌人・江口きちを主人公にした
小説
【上毛 5/31】

9 文学
あきらめないで 詩集
松山由香里 /著 文芸社 /発行
2007.3
著者は太田市生まれ

群馬県立女子大学国文学研究 第27号
群馬県立女子大学国語国文学会 /編集･発行
95p 21cm 2007.3
【 受贈 】

【朝日 5/18】

警察官僚 ガン闘病ブログ 末期ガンに向き合っ
た若い夫婦の愛と勇気の記録
森實悟・満紀 /著 中経出版 /発行
255p 20cm 2007.5 1500 円
森實悟氏は元群馬県警捜査二課長 【 上毛 5/30】

いつも笑顔でありがとう－あせらずおこらずおこ
たらず－
三輪真純 /著 三輪真純先生著書刊行会 /発行
189p 20cm 2007.3 1800 円
著者は安中市生まれ
【 受贈 、上毛 5/20】

木暮正夫の世界 やさしさがそのまま文学に…
追悼展 今年1月に逝去した児童文学作家を偲ぶ
群馬県立土屋文明記念文学館 /発行
二つ折り 30cm 2007.4
【 受贈 】

うりこひめ
松谷みよ子 /著 つかさおさむ /画 童心社 /発行
[32p] 26cm 2007.4 1100 円
つかさ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1518 号 】

〔 2007.6 〕

【 受贈 】
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琴爪 歌集
一場久美子 /著 本阿弥書店 /発行
195p 20cm 2006.12 2500 円
著者は群馬県生まれ

合歓の花 句集
中村節子 /著 上毛新聞社出版局 /制作
189p 20cm 2002.10
著者は水上町在住

【 受贈 】

【 受贈 】

10分で読める名作 1年生
岡信子・木暮正夫 /選 学研 /発行
167p 21cm 2007.5 700 円
木暮氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1518 号 】

念仏僧易往－思い出すままに
井上暢夫 /著 あさを社 /発行
177p 22cm 2007.4
著者は沼田市生まれ

10分で読める名作 2年生
岡信子・木暮正夫 /選 学研 /発行
199p 21cm 2007.5 700 円
木暮氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1518 号 】

俳句朝日 6月号
朝日新聞社 /発行
[2007.5］ 990 円
群馬県在住の俳人 、村越化石を特集【 朝日 5/23】

10分で読める名作 3年生
岡信子・木暮正夫 /選 学研 /発行
191p 21cm 2007.5 700 円
木暮氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1518 号 】

深追い
横山秀夫 /著 新潮社 /発行
377p 16cm 2007.5 552 円（新潮文庫）
著者は群馬県在住
【 TRC 新刊案内 1519 号 】

新・茨城の近代文学
佐々木靖章 /著
[30p］ 26cm ［ 2007.4 ］
茨城新聞等からの抜き刷り
山村暮鳥についての記述あり

ペットの診察室から
金子茂 /著 [ブレーン・オフィス /発行］
金子氏は前橋市で動物病院を開業
【朝日 5/3、読売 5/16、あみ～ご 5/26】
【 受贈 】
ぼくと、ぼくらの夏 新装版
樋口有介 /著 文藝春秋 /発行
329p 16cm 2007.5 619 円 （文春文庫）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1520 号 】

曽根ヨシ詩集
曽根ヨシ /著 土曜美術社出版販売 /発行
179p 19cm 2007.4 1400 円
(新・日本現代詩文庫 48）
著者は高崎市生まれ
【 受贈 、TRC 新刊案内 1518 号 】
大地を神に 句集
田島文子 /著 本阿弥書店 /発行
213p 20cm 2007.3 2800 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

武尊嶺（ほたかね）句集
樋口克己 /著 あさを社 /発行
324p 20cm 2007.5
著者は前橋市在住

【 受贈 】

山をはこんだ九ひきの竜
松谷みよ子 /著 司修 /絵
佼成出版社 /発行
32p 27cm 2007.4 1300 円
司氏は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1519 号 】

【 受贈 】

ダーティ・ワーク
絲山秋子 /著 集英社 /発行
188p 20cm 2007.4 1300 円
著者は高崎市在住
【 TRC 新刊案内 1519 号 】

若山牧水ものがたり
楠木しげお /文 山中 冬児 /絵
銀の鈴社 /発行
206p 22cm 2007.4 1200 円
「みなかみ」についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1519 号】

田山花袋記念文学館研究紀要 第20号 2006
田山花袋記念文学館（館林市教育委員会文化振
興課） /発行
67p 26cm 2007.3
【受贈】
角田勤遺稿集
津金沢総広他 /編集
222p A5 判 2007.5
角田氏は沼田ドイツ語会、沼田第九を歌う会な
どを主宰
【 上毛 5/15】
天地有情
南木佳士 /著 朝日新聞社 /発行
249p 15cm 2007.5 520 円 （朝日文庫）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1520 号 】
-9-

〔 2007.6 〕

初心者のための「日経新聞」の読み方 最新版
町田顯 /著 東洋経済新報社 /発行
237p 19cm 2007.5 1500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1519 号 】

県関係者の一般著作
あなたもわかる！塗り替えリフォームのすべて
ミヤジマ建装（前橋市） /発行
30p A4 判 [2007.4］
【ぐんま経済 5/24】
アメリカ合衆国対日政策文書集成 Documents on
United States policy toward Japan 復刻 20
柏書房 /発行
10 巻 31cm 2007.5
福田赳夫外相、岸信介元首相とニクソンの会談
関係文書の収録あり 【 TRC 新刊案内 1521 号 】
音楽療法士になろう!
加藤博之 /著 藤江美香 /著 青弓社 /発行
240p 19cm 2007.4 1600 円
加藤氏、藤江氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1518 号】
がんばれ！山古志 中越の人たち!!－私たちは皆
様のことを忘れません
角田新八 /著
[40p］ A4 判 ［ 2007.4］
著者は中之条町在住
【 朝日 5/4、上毛 5/8】

炭素の事典
伊与田正彦・榎敏明・玉浦 裕 /編集
朝倉書店 /発行
645p 22cm 2007.4 22000 円
榎氏は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1518 号 】

視聴覚資料

公会計 改訂版
稲沢克祐 /著 同文舘出版 /発行
158p 21cm 2007.5 2000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1521 号 】

あなたのソバがいい（CD）
高橋豊一・そば～ズ /歌 高橋豊一 /作詞・作曲
1000 円
高橋氏は中之条町在住、そば～ズは中之条町内
のそば店主らによる合唱グループ 【 読売 5/14】
初秋（CD）
中村悦子 /作詞・作曲・歌
[キングレコード］ /制作
中村氏は高崎市在住

高齢者のための温泉療法
白倉卓夫 /編集 ライフ・サイエンス /発行
287p 19cm 2007.5 1900 円
編集者は群馬大学名誉教授
【受贈】
こころの霧が晴れる言葉 もやもやに効く108の
知恵
中山庸子 /著 マガジンハウス /発行 2007.5
157p 19cm 2007.5 1000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1521 号 】
里山摘み草料理歳時記 越後「桑取谷」の四季
篠原準八 /料理と文 佐藤秀明 /写真
東京書籍 /発行
135p 22cm 2007.5 2000 円
篠原氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1519 号 】
自分の「いいところ」が100個見つかる本
中山庸子 /著 大和出版 /発行
159p 19cm 2007.5 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1518 号 】
自閉症児の世界をひろげる発達的理解 乳幼児期
から青年・成人期までの生活と教育
白石正久 /著 かもがわ出版 /発行
199p 21cm 2007.5 1800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1518 号 】

〔 2007.6 〕

ゼロからわかる民法 （平凡社新書）
川田昇 /著 平凡社 /発行
226p 18cm 2007.5 720 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1521 号 】
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【 上毛 5/10】

初代コロンビアローズ～人生は歌と共に～（CD）
初代コロンビアローズ（松本光世） /歌
110 曲 5 枚組 [2007.4］ 12600 円
秘蔵写真 ・歌詞掲 載の別冊 解説書付
コロンビアローズ氏は桐生市生まれ
｢桐生小唄」｢伊香保小唄」収録
【 桐生ﾀｲﾑｽ 5/5、上毛 5/25】
利根川中流域の漁具・漁法－群馬県玉村町五料－
（DVD）
玉村町教育委員会 /協力
利根川中流域水文化研究会玉村町五料区 /発行
解説書付 2007.3
【 受贈 】
平成19年春祭り並榎獅子舞奉納巡行（DVD）
高崎市並榎町獅子舞保存会 /提供
ケーブルテレビ J.COM/取材・放映
｢ホームタウン・たかさき・まえばし｣
（ 4/13~4/19）で放映 [8 分 ］
【 受贈 】
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〔 2007.6 〕

