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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００７年 ４月分
No.２４５

いい旅・夢気分草津・伊香保・四万・水上 番組
厳選宿50 3世代家族・夫婦・母娘・友人同士の旅
に
日経 BP 社 /発行
127p 28cm 2007.5 933 円
【 TRC 新刊案内 1517 号 】

発行日
発 行

平成 19( 2007)年 5 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

伊香保温泉発渋川地区ぐるぐるマップ
渋川地区観光特別宣伝協議会 /発行
A3 判折り畳み 30cm ［ 2007.3］
【 受贈 、,読売 4/4】

・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。
・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。

いせさきまちなか散策マップ
伊勢崎市 /発行
A3 版を折り畳み 15cm 2007.3
【 受贈 、群馬よみうりあみ～ご 4/14、上毛 4/15】

・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。

茨城・栃木・群馬子連れ日帰りおでかけガイド
ジョイフルネット /著 メイツ出版 /発行
144p 21cm 2007.4 1500 円
【 TRC 新刊案内 1516 号 】
岩井諏訪前遺跡発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
15p 写真図版 6p 30cm 2004.3

０ 総記
読書活動実践事例集 読書活動優秀実践校実践の
概要 平成１7年度
国立教育政策研究所 /発行
244p 30cm 2006.3
郷土関係記事：富岡市立富岡小学校（ p36），
邑楽町立中野小学校（ p37），伊勢崎市立第四中
学校（ p119）
【 受贈 】

開化高崎扣帖（ひかえちょう）
高崎市 /発行
原本は 1973 年刊行

吉井町子ども読書活動推進計画
吉井町教育委員会 /編集･発行
20p 30cm 2007.4

復刻

片山遺跡群発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
102p
写真図版 56p 付図 2 枚

読書活動実践事例集 読書活動優秀実践校実践の
概要 平成１8年度
国立教育政策研究所 /発行
209p 30cm 2007.3
郷土関係記事：東吾妻町立小学校（ p25），太田
市立尾島中学校（ p85）
【 受贈 】

【受贈】

【受贈】

【 上毛 4/8】

30cm 2004.3
【 受贈 】

上河原遺跡発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
14p
写真図版 4p 30cm 2004.12

【受贈】

川内遺跡第二次発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
40p
写真図版 15p 30cm 2004.3

【受贈】

川福遺跡第二次発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
32p
写真図版 9p 30cm 2002.11

【受贈】

関東周辺いま評判の安くていい宿600軒 2008年版
成美堂出版 /発行
160p 26cm 2007.5 933 円
群馬県の記事あり
【 TRC 新刊案内 1517 号 】

1 哲学･宗教

ぐんま観光果樹園ガイドブック もぎたて
群馬県農業局蚕糸園芸課 /発行
49p 19cm
【 受贈 】
-1-

〔 2007.5 〕

群馬県指定史跡・三原田諏訪上遺跡瓦塔設置仏教
遺構出土 瓦塔・瓦堂調査報告書
渋川市教育委員会 /発行
59p 写真図版 17p 30cm 2006.11
【 受贈 】

上州和算家の碑・墓碑を訪ねて
291p 21cm 2007.4
高橋氏は群馬県生まれ

高橋大人 /著
【 受贈 】

研究紀要 25
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
170p 30cm 2007.3
【 受贈 】

史料で読みとく群馬の歴史
群馬県歴史教育者協議会 /編 山川出版社 /発行
123p 26cm 2007.3
1800 円
【 受贈 、TRC 新刊案内 1516 号 】

在野の考古学者相澤忠洋 赤城南麓岩宿の地に古
代の光を灯した人
加藤正義 /著 白樺図書 /発行
280p 四六版 ［ 2007.4］
【 群馬よみうりあみ～ご 4/28】

新編倉渕村誌 第3巻（民族編・自然編）
高崎市倉渕支所・倉渕村誌刊行委員会 /発行
民族編： 220p、自然編： 240p B5 判 3200 円
【 毎日 4/6、上毛 4/10、読売 4/18、産経 4/25、
TRC 新刊案内号 】

さくらの里 妙義の奇勝を彩る五十種の桜
群馬県富岡環境森林事務所 /発行
四つ折り 21cm
【 受贈 、上毛 4/17】

多胡碑
池田壹臣 /著
22p 26cm
池田氏は群馬県生まれ

芝宮古墳群（富岡68号古墳）資材置き場建設工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会 /編集・発行
42p 写真図版 8p 30cm 2006.12
【 受贈 】

館林市内遺跡発掘調査報告書 平成18年度各種開
発に伴う埋蔵文化財調査
館林市教育委員会文化振興課文化財係 /発行
16p 写真図版 4p 30cm 2007.3
【 受贈 】

渋川市赤城歴史資料館紀要
渋川市教育委員会 /発行
97p 30cm 2007.3

【 受贈 】

多比良笠掛遺跡発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
45p
写真図版 10p 30cm 2003.3

【受贈】

【 受贈 】

秩父事件研究・顕彰 No.15
秩父事件研究顕彰協議会 /発行
97p 26cm 2007.3

【 受贈 】

第9集

渋川市ガイドマップ
渋川市企画部秘書広報課 /発行
折りたたみ 30cm × 21cm 2007.3

【 受贈 】

渋川吉岡榛東ふるさと文化財探訪マップ ちょっ
と寄り道文化財 時間が止まって見える
群馬県中部県民局渋川行政事務所 /発行
16p 30cm
【 受贈 、上毛 4/23】

智謀の一族真田三代 （ 別冊歴史読本 66 ）
新人物往来社 /発行
178p 26cm 2007.4 1800 円
【 TRC 新刊案内 1516 号 】

下条遺跡発掘調査報告書 神保住宅団地開発造成
事業に伴う発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
52p
写真図版 7p 30cm 2004.3
【受贈】

町内遺跡発掘調査報告書 平成14年度
吉井町教育委員会 /編集･発行
22p 30cm 2003.3

【受贈】

町内遺跡発掘調査報告書 平成15年度
吉井町教育委員会 /編集･発行
17p 30cm 2004.3

【受贈】

町内遺跡発掘調査報告書 平成16年度
吉井町教育委員会 /編集･発行
8p 30cm 2005.3

【受贈】

椿谷戸遺跡第四次発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
31p
写真図版 12p 30cm 2004.3

【受贈】

椿谷戸遺跡第６次発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
10p
写真図版 2p 30cm 2004.3

【受贈】

下元屋敷遺跡・下田遺跡（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
478p 写真図版 180p 30cm 2007.3
【 受贈 】
地元おすすめ観光ルート50選
ウェルカムトゥぐんま推進委員会 /発行
A4 判リーフレット
【上毛 4/11】
上州館林藩における牛痘種痘の受け入れと長澤理
玄 漢方的世界からの脱却を模索して
古西義麿 /著
18p 22cm 2007.2
「「 脱 」の世界 」の抜刷
【 受贈 】

TONTONのまちまえばし グルメマップ
「ようこそまえばし」を進める会 /発行
37p 26cm ［ 2007.4］
【 受贈 、朝日 4/12】
〔 2007.5 〕
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中居町一丁目遺跡 （都）3.3.8.高崎駅東口線地
方特定街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
118p 写真図版 26p 30cm 2007.2
【受贈】

春栞
伊香保おかめ堂本舗 /発行
しおり型パンフレット
伊香保温泉日帰り OK の旅館特集
【 朝日 4/5、読売 4/13、上毛 4/20】

中山道安中宿・板鼻宿てくてくMAP
安中市商工会 /発行
【 東京 4/28】

東シメ木・多胡松原遺跡発掘調査報告書 町道南
川内・下神保線道路整備事業に伴う発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
135p
写真図版 47p 付図 5 枚 30cm 2005.3
【 受贈 】

長根遺跡群Ⅷ 中原Ⅱ遺跡 平成12年度県営畑地
帯総合整備事業（担い手育成型）長根台地地区に
係る埋蔵文化財発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
172p
写真図版 76p 30cm 2004.3 【 受贈 】

引間六石遺跡 引間松葉遺跡 塚田的場遺跡 塚
田中原遺跡 一般県道前橋・足門線バイパス（西
毛広域幹線道路）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書第4集 （３分冊）
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
2007.3 付図 4 枚
第一分冊 本文・遺構図版編： 314p 30cm
第二分冊 遺物図版編： 187p 30cm
第三分冊 写真図版編： 227p 30cm【 受贈 】

長根遺跡群Ⅹ 安坪古墳群 平成13・14年度県営
畑地帯総合整備事業（担い手育成型）長根台地地
区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 （2分冊）
吉井町教育委員会 /編集･発行
2005.3
第一分冊 本文編： 441p 30cm
第二分冊 写真図版編： 145p 30cm【受贈】

吹屋恵久保遺跡 古墳時代後期、火山爆発で被災
した家屋の調査
渋川市教育委員会 /発行
17p 30cm 2006.6
【 受贈 】

長根遺跡群発掘調査報告書Ⅵ
県営畑地帯総合
土地改良事業長根台地地区発掘調査
吉井町教育委員会・吉井町遺跡調査会 /編集･発
行
247p
写真図版 75p 30cm 2003.3 【 受贈 】

吹屋遺跡 一般国道17号（鯉沢バイパス）改築工
事伴う埋没文化財発掘調査（その2）報告書第2集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
238p 写真図版 66p 付図 1 枚 30cm 2007.3
【 受贈 】

長根遺跡群発掘調査報告書Ⅶ
県営畑地帯総合
土地改良事業長根台地地区発掘調査（2分冊）
吉井町教育委員会 /編集･発行
第一分冊 本文編： 282p 30cm 2004.3
第二分冊 写真図版編： 20p 写真図版 60p
30cm 2003.3
【 受贈 】

吹屋糀屋遺跡 国道353号（鯉沢バイパス）補助
公共道路改築事業（国道・円滑）に伴う埋没文化
財発掘調査報告書第5集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
308p 写真図版 76p 30cm 2007.3
【 受贈 】

長根遺跡群発掘調査報告書Ⅷ
県営畑地帯総合
土地改良事業長根台地地区発掘調査（2分冊）
吉井町教育委員会 /編集･発行
第一分冊 本文編： 217p 写真図版 18p 30cm
2005.3
第二分冊 写真図版編： 19p 写真図版 50p
30cm 2003.3
【 受贈 】

富士見新聞
富士見温泉見晴らしの湯「ふれあい館」 /発行
［ 8p］Ａ 3 サイズ 月 1 回発行予定
【上毛 4/15】

長根遺跡群発掘調査報告書Ⅸ 県営畑地帯総合土
地改良事業長根台地地区発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
422p
写真図版 61p 30cm 2005.3 【 受贈 】
日光例幣使道ウォーキングガイド
伊勢崎市・玉村町・伊勢崎行政事務所 /発行
73 × 36cm 折り畳み ［ 2007.4 ］
【 受贈 、群馬よみうりあみ～ご 4/14、上毛 4/19】
ぬまた フォト・ギャラリー
この1年を振り返る
沼田市 /発行
23p 30cm 2007.4

No1

平成18年度

吹屋三角遺跡 国道353号（鯉沢バイパス）補助
公共道路改築事業（国道・円滑）に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書 第6集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
177p 写真図版 56p 30cm 2007.3
【 受贈 】
前橋市１・富士見村住宅明細図 旧前橋市記載
富士見村含む 地籍版 改訂第１７版 １９年版
刊広社 /発行
588p 37cm 2007.3 29700 円
【 購入 】
前橋市２住宅明細図 旧大胡町・宮城村・粕川村
記載 改訂第２８版 １９年版
刊広社 /発行
247p 37cm 2007.3 17200 円
【 購入 】

【受贈】
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〔 2007.5 〕

前橋藩松平家記録 解説 第40巻
前橋市立図書館 /編集
煥乎堂 /発行
259p 22cm 2007.3 5600 円

かじかの里学園修園記念文集 かじか文集 平成
18年度 第15期生
かじかの里学園文集編集委員会 /編集
山のふるさと合宿かじかの里学園 /発行
120p 26cm 2007.3
【 受贈 、上毛 5/2】

【 受贈 】

身近な松原散策ガイド 日本の美しい白砂青松を
めぐる
(財)日本緑化センター /発行
124p 26cm 2007.3
「 赤城神社 参道松並木 」の記事あり 【 受贈 】

関東学園大学紀要 Liberal Arts 第15集
関東学園大学 Liberal Arts 刊行委員会 /編集
関東学園大学 /発行
255p 26cm 2007.3
【 受贈 】

みどり市観光ガイド
みどり市観光政策課 /発行
18p 42cm［ 2007 ］
【 受贈 、上毛 4/5、
桐生ﾀｲﾑｽ 4/9、毎日 4/13、産経 4/19】
矢田遺跡（第3次）発掘調査報告書 主要地方道
神田吉井停車場線 地方特定道路整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
17p
写真図版 3p 30cm 2004.11
【受贈】

義務教育就学前幼児数調査
群馬県 /発行 6p 30cm

教材映画目録
群馬県教育委員会 /発行
31p 30cm 2007.3

横野地区遺跡群Ⅶ 見立清水遺跡 平成17年度県
営農村振興総合整備事業横野地区に係る埋蔵文化
財発掘調査報告書－古墳時代前期住居跡等の調査
渋川市教育委員会 /発行
31p 写真図版 12p 30cm 2007.3
【受贈】
るるぶ草津四万伊香保軽井沢 '07～'08
JTB パブリッシング /発行
143p 26cm 2007.4 800 円
【 TRC 新刊案内 1515 号 】

【 受贈 】

【 受贈 、読売 4/19】

桐生短期大学紀要 No.17 2006
桐生短期大学紀要編集委員会 /編集
桐生短期大学 /発行
237p 30cm 2006.12

【 受贈 】

ぐんま企業ガイドブック 2008年版
群馬県雇用開発協会 /発行
355p 26cm 2007.3

【 受贈 】

群馬県建設事業計画書 平成19年度
日本工業経済新聞社前橋支局 /編集･発行
319p 26cm 2007.4
【 購入 】
群馬県内企業の若者人材ニーズ調査報告書
(財)群馬県勤労福祉センター /発行
105p 30cm 2005.3
【 受贈 】

3 社会科学

群馬県立女子大学紀要 第28号
群馬県立女子大学紀要委員会／編
群馬県立女子大学 /発行
255p 26cm 2007.2

【 上毛 4/26】

海外教育 第6号
群馬県海外教育事情研究会 /発行
16p 30cm

【 受贈 】

海外教育 第7号
群馬県海外教育事情研究会 /発行
16p 30cm 2005.3

【 受贈 】

〔 2007.5 〕

平成18年度

共愛学園前橋国際大学論集 第7号 2007年
共愛学園前橋国際大学 /編集･発行
279p 30cm 2007.3
【 受贈 】

横壁中村遺跡（5）ー上毛時代中期後半住居編ー
八ッ場ダム建設工事に伴う埋没文化財発掘調査報
告書第14集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
245p 写真図版 74p 30cm 2007.3 【 受贈 】

いじめの根絶に向けて
前橋市教育委員会 /発行
38p A4 判 [2007.4］

関東学園大学経済学紀要 第33集 第2号
関東学園大学経済学紀要編集担当 /編集
関東学園大学経済学部 /発行
138p 26cm 2007.3
【 受贈 】

【 受贈 】

群馬県教育委員会企画・制作 教材映画目録
群馬県教育委員会事務局生涯学習課企画情報グ
ループ /編集 群馬県教育委員会 /発行
31p 30cm 2007.3
【 受贈 】
群馬県消費者物価指数年報 平成18年 （群馬県
小売物価統計調査結果 ）（平成17年基準）
群馬県総務局統計課 /編集･発行
57p 30cm 2007.3
【 受贈 】
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群馬県労働委員会年報 平成18年版
群馬県労働委員会事務局 /発行
128p 30cm

自己点検・評価報告書 平成17年度
桐生短期大学自己点検評価委員会 /編集
桐生短期大学 /発行
96p 30cm 2006.12
【 受贈 】

【 受贈 】

群馬高専レビュ－ 第25号 平成18年度
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
57p 30cm 2007.3
【 受贈 】

施策の概要
平成19年度
群馬県教育委員会生涯学習課 /発行
61p 30cm

群馬つつじ会結成20周年記念誌
群馬県精神障害者家族会連絡会（ 群馬つつじ会 ）
/編集･発行
53p 30cm 2007.4
【 受贈 】

渋川市勢要覧 2007
渋川市 /発行
48p、資料編 16p 30cm

【 受贈 】

2007. 3

【 受贈 】
十人十職 就職決定者の声
群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐ
んま）編集
(財)群馬県勤労福祉センター /発行
120p 23cm
【 受贈 】

群馬大学工業会報 通巻136号
群馬大学工業会 /発行 68p 30cm 2007.3
特集Ⅰ：社会で活躍する卒業生（神奈川県編）
特集Ⅱ：卒業生の就職・進学状況
【受贈】
群馬大学社会情報学部研究論集 第14巻
群馬大学社会情報学部 /編集・発行
455p 26cm 2007.3
【 受贈 】
群馬保健学紀要 第27巻 2006年度
群馬大学医学部保健学科 /発行
109p 30cm 2007.3

市町村民経済計算 平成16年度
群馬県総務局統計課 /編 群馬県統計協会 /発行
92p 30cm 2007.2
【 受贈 】
失敗しない不動産の売り方
ウィリング（伊勢崎市連取町） /発行
小冊子
【いせさき新聞 4/6】

ぐんまの健康福祉2007 対話型広報誌
群馬県健康福祉局保健福祉課 /編集･発行
18p 30cm 2007.4
【 受贈 】
群馬の県民経済計算 平成16年度
群馬県総務局統計課 /編集・発行
64p 30cm 2007.3

【 受贈 】

首都圏高校受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2008年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
1551p 21cm 2007.4 2000 円
【 TRC 新刊案内 1517 号】

【 受贈 】

けやき 群馬市民大学講座 No.19
特集 美しく生きる～すこやかな心・体・社会～
柏原啓子 /編集 群馬市民大学講座 /発行
52p 26cm 2007.3
【 受贈 】

首都圏中学受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2008年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
797p 21cm 2007.4 1900 円
【 TRC 新刊案内 1517 号】

研修講座案内 平成19年度
群馬県総合教育センター /発行
115p 30cm
2007.3

消防防災年報 消防・防災・保安
群馬県総務部消防防災課 /発行
138p 30cm 2006.12

【受贈】

平成17年度
【 受贈 】

採用のヒミツ
群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐ
んま） /発行
13p 21cm
【 受贈 】

情報公開事務の手引
群馬県総務局県民センター
/編集･発行
248p 30cm 2006.12

採用のヒミツ Vol.2
(財)群馬県勤労福祉センター /発行
14p 21cm

私立幼稚園ガイド2005 子育て情報誌
前橋市私立幼稚園協会 /編集・発行
27p 30cm 2005.6

【 受贈 】

赤十字講習会のご案内 平成19年度
日本赤十字社群馬県支部 /発行
折りたたみ 21cm

【 受贈 】

【 受贈 】

桜見所マップ
かぶら・ぶらぶら街道推進協議会（富岡甘楽地
域の市町村や団体で構成） /発行
【上毛 4/3】
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情報公開グループ
【 受贈 】

〔 2007.5 〕

ちょっと待って！！その契約、その振り込み
緊急連絡情報カード
群馬県・群馬県高齢者等消費者被害防止対策連
絡会議 /発行
Ａ 4 判のカード
【上毛 4/15】

水と緑の大地 田園空間都市 沼田市第五次総合
計画
沼田市役所企画課 /編集・発行
167p 30cm 2007.3
【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 /編集･発行
24p 21cm 2007.3
【受贈】

統計おおた 平成18年版
〔太田市〕企画部広報統計課統計係 /編集
太田市役所 /発行
102p 30cm 2007.3
【 受贈 】

求む！ぐんまクリエイター 一緒に「ぐんま」の
未来を創りませんか 平成19年度群馬県職員採用
パンフレット
群馬県 /発行
10p 30cm
【 受贈 】

突然の別れと悲しみからの再生・・・犯罪被害の
現場から 平成18年度人権啓発講演会講演録
講師：入江杏（絵本作家）
群馬県総務局人権男女共同参画課 /発行
19p 30cm 2007.3
【受贈】

リスク社会を生き抜くコミュニケーション力
内田伸子 /編著 坂元章 /編著 金子書房 /発行
196p 22cm 2007.4 2800 円
内田氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1517 号 】

《都道府県別に見た》陸軍軍人列伝 東日本編
藤井非三四 /著 光人社
195p 21cm 2007.5 1800 円
【 TRC 新刊案内 1517 号】
新島学園短期大学紀要 第27号
新島学園短期大学 /発行
220p 26cm 2007.3

老人医療事業状況 平成17年度
〔群馬県健康福祉局国保援護課 /編〕
群馬県 /発行 34p 30cm 2007.2

【 受贈 】

わかりやすい予算書 町のお財布の中身をご覧く
ださい 平成19年度版
〔大泉町〕企画財政課・広報国際課 /編集
大泉町 /発行
43p 30cm 2007.4
【 受贈 、上毛 5/9】

日米高齢者保健福祉学会誌
JAPANESE&AMERICAN JOURNAL OF GERONTOLOGY 第
2号
日米高齢者保健福祉学会誌事務局 /発行
443p 30cm 2007.3
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】
ひとりの命大切ないのち 自殺予防パンフレット
群馬県こころの健康センター /発行
Ａ 3 判二つ折り
【上毛 4/25】

4 自然科学

ふるさとMy Katashina
片品村教育委員会 /発行
52p Ｂ 5 判 1000 円
片品村立片品中学校平成 18 年度卒業生が中心
となり執筆した英語の副読本
【 読売 4/7、上毛 4/11】
包括外部監査の結果報告書 平成18年度
林章 /著
194p 30cm ［ 2007.3］
内容：群馬県国際交流協会、群馬県森林・緑整
備基金 、群馬県農業公社 、群馬県フラワー協会 、
群馬県畜産協会、群馬県馬事公苑、群馬県建設
技術センター、群馬県教育文化事業団の管理運
営について
【 受贈 】

赤城姫 第19号
赤城姫を愛する集まり /発行
117p 26cm 2007.3

【受贈】

学術調査研究調査報告書
沼田盆地内の温泉と地質
群馬県温泉協会 /発行
15p 30cm 2007.2

【 受贈 】

温泉科学 平成18年度

学術調査研究調査報告書 温泉科学 平成18年度
大深度温泉掘削井の温泉成分比較
群馬県温泉協会 /発行
33p 30cm 2007.2
【 受贈 】
感染症発生動向調査報告書 平成18年
群馬県感染症情報センター /編集･発行
48p 30cm 2007.3
【 受贈 】

まちなか遊園地計画調査報告書 平成18年度都市
再生プロジェクト推進調査費
特定非営利活動法人波宜亭倶楽部 /発行
104p 30cm 2007.3
【 受贈 】
〔 2007.5 〕

【 受贈 】

きくいただき No.34
日本野鳥の会吾妻支部 /発行
80p 26cm 2007.3
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【 受贈 】

くらしに役立つ食品表示ハンドブック 全国食品
安全自治ネットワーク版 第2版
全国食品安全自治ネットワーク食品表示ハンド
ブック作成委員会 /編集 朝日印刷工業 /発行
108p 21cm 2007.3 305 円
群馬県版「食品表示ハンドブック」をもとに作
成
【受贈、日経 5/9、新刊案内 1514 号】

6 産業
鮎川用水改良事業の展開と地域農民の対応 群馬
県藤岡地域のかんがい用水対策を中心として
関口覺 /著
41p 26cm 2007.3
「 農村研究 」第 104 号の抜刷
【 受贈 】

群臨衛技会誌 第46巻第1号
群臨衛技会誌編集委員会 /編集
群馬県臨床衛生検査技師会 /発行
78p 30cm 2007.

織人 第8号 特集：桐生新町これから・まちぶら
んち
桐生中央商店街振興組合 /発行
21cm
【 桐生ﾀｲﾑｽ 4/12】

［利根沼田地域平成18年ツキノワグマ被害出没の
記録］
県利根沼田県民局 /発行
［ 2007.4］
【 上毛 4/7】

関東の農林漁業経済 平成17年度
関東農政局統計部 /編集･発行
117p 30cm 2007.3

【 受贈 】

フイールド・バイオロジスト 14巻2号
群馬野外生物学会 /編集･発行
53p 26cm 2005.12
【 受贈 】

群馬県耐震改修促進計画
群馬県 /編集・発行
45p 30cm 2007.1

【 受贈 】

ぐんまの園芸 2007 グッドぐんまの新鮮野菜
群馬県農業局蚕糸園芸課 /発行
16p 30cm 2007.3
【 受贈 】
ぐんまのおすすめサービス 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 】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おのがみ料理レシピ集
渋川市小野上総合支所 /発行
37p 21cm ［ 2007 ］
【 受贈 、朝日 4/3、読売 4/3、産経 4/3】
銀河の里 中島飛行機(株)小泉製作所
の一頁
河内山雅郎 /著
167p 21cm 2007.1

ぐんまの遊漁情報 平成19年版
群馬県蚕糸園芸課ぐんまの魚振興室 /作成
群馬県蚕糸園芸課 /発行
【 受贈 】
33p 30cm 2007.2

我が青春
計量モニタ－報告書 平成18年度
群馬県計量検定所 /発行
24p 30cm

【 受贈 】

群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画（変更）
群馬県環境・森林局 /編集 群馬県 /発行
20p 30cm 2007.3
【 受贈 】

【 受贈 】

交通安全のルールとマナー（ポルトガル語対応）
大泉町総務課・広報国際課 /発行
26p 21cm 2007.3
【 受贈 、上毛 4/16】

特許Ｑ＆Ａ 産業財産権の基礎知識 第5版
群馬県知的所有権センター /編集･発行
31p 30cm 2007.4
【 受贈 】

四季のハーブガーデン
北川やちよ /著 農山漁村文化協会 /発行
112p A5 判 ［ 2007.4］
桐生市にある共同アトリエ「無鄰館」内のハー
ブガーデンについての記述あり
【 桐生ﾀｲﾑｽ 4/11、上毛 4/25】
地域に生きる用水
待矢場両堰土地改良区（太田） /発行
120p A4 判 ［ 2007 ］
設立 55 周年を記念して発刊
【上毛 4/11】
地価公示標準地価格平成19年（付標準地案内図）
群馬県 /発行
129p 30cm
【 受贈 】
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〔 2007.5 〕

中部農業総合事務所農政総務部事業実績 平成17
年度
群馬県中部農業事務所農業振興課 /編集･発行
107p 30cm 2007.1
【 受贈 】

かぶらの里を描くスケッチ集（絵はがきセット）
いっぽの会 /企画制作
絵はがき 29 枚 17cm1000 円
いっぽの会は富岡市の絵画グループ
【 受贈 、上毛 4/16、産経 4/25】

動物取扱責任者研修テキスト
群馬県健康福祉局食品安全会議事務局食品監視
課 /編集・発行
156p 30cm 2007. 2
【 受贈 】

企画展No.72 異郷を旅する－大川美術館へのい
ざない－
大川美術館 /発行
39p 23cm 2007.3
【 受贈 】

特用林産物生産・流通の実態 平成18年版
（2006年）
群馬県環境･森林局林業振興課 /発行
32p 30cm ［ 2007］
【 受贈 】

群馬県写真展目録 第54回
第 30 回県民芸術祭参加
群馬県写真文化協会 /編集･発行
42p 26cm 2006.10

【 受贈 】

利根川の漁撈 中流域の漁法と漁具
さいたま民俗文化研究所 /編集
利根川中流域水文化研究会・佐波郡玉村町五料
区 /発行
167p 30cm 2007.3
【 受贈 】

群馬県書道展覧会作家名鑑 第57回
第 30 回県民芸術祭参加
群馬県書作家連盟 /編集･発行
64p 26cm

【 受贈 】

なんとかしなくちゃごみのこと
太田市環境部リサイクル推進課 /発行
6p 30cm ［ 2007］
【 受贈 、上毛 4/24】

群馬県スポーツドクター協議会20周年記念誌
群馬県スポーツドクター協議会 /発行
93p 30cm 2007.3
【 受贈 】

農村研究 第104号
東京農業大学農業経済学会 /編集･発行
115p 26cm 2007.3
【 受贈 】
p27 ～「鮎川用水改良事業の展開と地域農民の
対応 群馬県藤岡地域のかんがい用水対策を中
心として」

群馬県美術展目録 第57回 県展
第 30 回県民芸術祭参加
群馬県美術会事務局 /編集 群馬県美術会 /発行
53p 26cm 2008.11
【 受贈 】

緑化だより 平成19年度号
群馬県緑化センター /編集･発行
6p 30cm 2007.3
林業災害（平成18年の）
群馬県環境・森林局森林保全課 /発行
17p 30cm 2007.1

【 受贈 】

【 受贈 】

【 受贈 】

群馬陸上競技年鑑 平成19年
群馬陸上競技協会 /編集･発行
271p 30cm 2007.3

【 受贈 】

廣習作品集 どろんこ
新藤廣子 /著 三澤幸生 /撮影
56p 21 × 22cm 2007.2
新藤氏は群馬県生まれ

【 受贈 】

斎藤佑樹くんと日本人
中野翠 /著 文藝春秋 /発行
180p 18cm 2007.4 750 円
【 TRC 新刊案内 1517 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
新たなる聖地 甲子園から神宮へ
政川慎治[ほか]/著 竹書房 /発行
217p 図版 16p 19cm 2007.4 1238 円
群馬県生まれの斎藤佑樹投手について記述
【 TRC 新刊案内 1517 号】

ザスパークGUIDE BOOK withVien第34号～第37号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
6p 30cm
【 受贈 】

家族の情景展 日本の家族を考える
茨城県近代美術館 /編集・発行
145p 29cm 2006
群馬県生まれの作家、石内都（写真 ）・山口薫
（ 洋画 ）・湯浅一郎（ 洋画 ）の作品あり【 受贈 】

〔 2007.5 〕

群馬陸上競技年鑑 平成18年
群馬陸上競技協会 /編集･発行
235p 30cm 2006.3

館林市立資料館特別展 書は人なり
年記念川田龍峰展
館林市教育委員会文化振興課 /発行
4p 30cm 2007
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生誕100周
【 受贈 】

芭蕉の旅～60景 切り絵画文集
後藤伸行 /切り絵・文
日本切り絵百景館（川場村谷地） /発行
140p Ａ 4 判 1800 円
後藤氏は日本切り絵百景館館長 【上毛 4/12】

浦野安翁漢詩集 上・下巻
浦野安 /著 須賀昌五 /編集
上巻 100p・下巻 89p 21cm
須賀氏は群馬県在住

【受贈】

覚悟の人 小栗上野介忠順伝
佐藤雅美 /著 岩波書店 /発行
409p 20cm 2007.3 1900 円
【 TRC 新刊案内 1515 号 】

ビエネス 群馬県文化財研究会論文報告集第13号
群馬県文化財研究会 /編集･発行
28p 26cm 2007.3
【 受贈 】
藤野天光作品集
館林市 /発行
155p 37cm 2006.3
藤野氏は群馬県生まれ

2007.3

歌誌 ともしび 60号 （最終号）
宮地岳至 /編集 ともしび短歌会 /発行
31p 21cm 2007.3
【 受贈 】
【 受贈 】
歌集 生き甲斐として
藤生初枝 /著 風人短歌会 /発行
205p 22cm 2007.1
藤生氏は群馬県生まれ 【 受贈 、桐生ﾀｲﾑｽ 5/2】

森林（もり）のかるた
県森林組合連合会など /発行
カルタ 解説書付き ［ 2007.4］
【上毛 4/19、朝日 4/20、群馬建設 4/24】
佑樹 家族がつづった物語
斎藤 寿孝・斎藤 しづ子 /著 小学館 /発行
253p 図版 16p 20cm 2007.3 1400 円
【 TRC 新刊案内号】
遊画 中村久仁子画文集
中村久仁子 /著 求龍堂 /発行
153p 24cm 2007.4 3500 円
中村氏は群馬県生まれ
【 購入 、上毛 4/11、群馬よみうりあみ～ご 4/28、
TRC 新刊案内 1517 号】

歌集 峡の夕陽
小山田博 /著
199p 20cm 2006.12
小山田氏は群馬県在住

【 受贈 】

歌集 五常の鐘
今井與兵衞 /著 短歌新聞社 /発行
212p 20cm 2007.4 2500 円
今井氏は群馬県生まれ

【 受贈 】

歌集 春秋
岡本静子 /著 けやき書房 /発行
205p 19cm 2007.4
岡本氏は群馬県在住

【 受贈 】

歌集 虹の橋
山口初枝 /著 紙鳶社 /発行
221p 22cm 2007.3
山口氏は群馬県在住
【 受贈 、上毛 4/25】

8 語学

句集 秋桜
成田圭子 /著 一莖書房 /発行
126p 19cm 2007.3
成田氏は群馬県生まれ

9 文学

句集 蒙古桜
上原高行 /著
上原氏は群馬県生まれ

あて名のない手紙
宮川ひろ /著 メディアパル /発行
191p 20cm 2007.4 1500 円
宮川氏は群馬県生まれ
【 朝日 4/28、TRC 新刊案 1515 号 】

句集 山の韻
田中とし子 /著 文学の森 /発行
田中氏は群馬県在住

【 受贈 】

【 上毛 4/25】
2600 円
【 上毛 4/25】

暗闇のゲームセンター
木暮 正夫、国松俊英 /編集 山本孝 /画
岩崎書店 /発行
125p 22cm 2007.4 1000 円
木暮氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1515 号 】

一編の詩があなたを強く抱きしめる時がある
水内 喜久雄 /編集
PHP エディターズ・グループ /発行
167p 20cm 2007.4 1200 円
糸井重里の詩あり
【 TRC 新刊案内 1515 号】

-9-

〔 2007.5 〕

群馬県高校生文学賞作品集 第1集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部 /編集･発行
83p 21cm 2007.3
【 受贈 、上毛 4/13】
群馬県文学賞作品集 第44回 平成18年度
群馬県教育委員会 、群馬県文学会議 、群馬県
教育文化事業団 /編集･発行
167p 19cm 2007. 3
【 受贈 】
健太と大天狗 片山貞一創作童話集
片山貞一 /著 あさを社 /発行
181p 22cm 2007.3 1500 円
片山氏は群馬県在住

【 受贈 】

朔太郎と前橋 日がな一日、歩いてみれば・・・
前橋で朔太郎と出会う
特定非営利活動法人波宜亭倶楽部 /発行
26p 28cm 2007.2
【 受贈 】
佐久の水音 五郎兵衛の夢
高木國雄 /著 作品社 /発行
306p 20cm 2007.4 1800 円
上州南牧の市川一族についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1515 号 】
詩集 エーヴリカ
田村雅之 /著 紙鳶社 /発行
田村氏は群馬県生まれ

3150 円
【 上毛 4/25】

詩集 ゴドー氏の村
川島完 /著 日本未来派 /発行
113p 19cm 2005.12 1700 円
川島氏は群馬県生まれ
詩集 受胎調節の横木
川島清 /著 思潮社 /発行
92p 22cm 2003.10 2200 円
川島氏は群馬県生まれ

【 購入 】

【 受贈 】

清水正・ドストエフスキー論全集 1 萩原朔太郎
とドフトエフスキー体験
清水正 /著
D 文学研究会 /発行
393p 22cm 2007.3 3500 円
【 TRC 新刊案内 1515 号 】
上州富永家の俳諧
玉城司 /著 信毎書籍出版センター /発行
515p 22cm 2007.1 4762 円
【 受贈 】
惜日
東山幸一 /著 新風舎文庫 /発行
東山氏は群馬県在住

【読売 4/25】

天狗からの電話 猿追い祭りほか 永井佐紺 /著
150p 21cm 2007.2
永井氏は群馬県生まれ
【 受贈 、,読売 4/4】

〔 2007.5 〕
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日本怪魚伝
柴田哲孝 /著 角川学芸出版 /発行
259p 19cm 2007.3 1500 円
利根川のアオウオについての短編あり
【 TRC 新刊案内 1515 号 】
ハーブ魔女のふしぎなレシピ
あんびるやすこ /作・絵 ポプラ社 /発行
141p 21cm 2007.4 1000 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1517 号 】
遙かなる榛嶺 九十年の回顧
片貝晴吉 /著 上毛新聞社出版局 /制作
166p 22cm 2007.2
【 受贈 、上毛 4/11】
目白雑録(ひびのあれこれ) （ 朝日文庫 ）
金井美恵子 /著
朝日新聞社 /発行
284p 15cm 2007.4 580 円
金井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1517 号】
方位 綜合文芸誌 Ⅶ
久保木宗一 /編集･発行
65p 21cm 2007.3
久保木氏は群馬県在住

【受贈】

やまどりのゆめ 絵本
池田政治 /制作企画・監修
群馬県観光局地域創造課 /発行
13p 37cm 2007.3 1000 円 【 受贈 、上毛 4/17】
夕陽迫りて－生きる喜び－
福田教三郎 /著 B5 判
福田氏は群馬県在住

【 上毛 4/23】

夢二の恋文
竹久夢二 /著 近藤富枝 /監修
新風舎 /発行
159p 16cm 2007.4 1000 円
【 TRC 新刊案内 1516 号 】
林檎の木の道
（創元推理文庫）
樋口有介 /著 東京創元社 /発行
349p 15cm 2007.4 740 円
樋口氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1517 号 】

県関係者の一般著作
異文化の調べ－ドイツ人の生の証を求めて
小林喬 /著 三修社 /発行
222p 20cm 2007.3 2200 円
小林氏は群馬県生まれ
【 受贈 】
観光ビジネスの戦略 ハワイ旅行を企画する
折戸晴雄 /著 玉川大学出版部発行
117p 21cm 2007.3 2000 円
折戸氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1515 号 】
現役大学生による学問以外のススメ
茂原奈央美他 /著 辰巳出版 /発行
224p 四六判 ［ 2007.3］ 1050 円
茂原氏は群馬県生まれ
【 群馬よみうりあみ～ご 4/7、上毛 4/12】
財務会計理論 新訂版
橋本 尚 /著 同文舘出版 /発行
181p 21cm 2007.4 2000 円
橋本氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1517 号 】
植物の生き方を探る
亀井健一 /著 あさを社 /発行
187p 19cm 2007.3 1200 円
亀井氏は群馬社会福祉大学・同専門学校講師
【 受贈 、読売 5/2】
新地場産業と産業環境の現在
高崎経済大学附属産業研究所 /編集
日本経済評論社 /発行
318p 22cm 2007.3 3500 円
【 TRC 新刊案内 1416 号 】
図解でわかる民事訴訟法
高野泰衡 /著 日本実業出版社 /発行
230p 21cm 2007.4 1500 円
高野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1516 号 】

初めて本を創る人へ
杉山隆 /著 コスモトゥーワン /発行
190p 19cm 2006.3 1200 円
杉山氏は高崎経済大学卒業

【 受贈 】

眼でみる実践心臓リハビリテーション
安達仁 /著 中外医学社 /発行
225p 26cm 2007.3 4800 円
群馬県立心臓血管センターのスタッフによる心
臓リハビリテーションの実践書
【 TRC 新刊案内 1515 号】
野菜・花・果樹リアルタイム診断と施肥管理 栄
養・土壌・品質診断の方法と施肥・有機物利用
六本木和夫 /著 農山漁村文化協会 /発行
143p 21cm 2007.3 1619 円
六本木氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1516 号 】
よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版
ティム・ヘインズ、ポール・チェンバーズ /著
群馬県立自然史博物館 /監修
ソフトバンククリエイティブ /発行
215P 29cm 2006.7
【 受贈 】
リベラルな教育
松浦富士夫 /著 あさを社 /発行
183p 19cm 2007.4
2000 円
松浦氏は群馬県生まれ

【 受贈 】

視聴覚資料
ぐんまの食の替え歌CD（CD）
群馬県 /作製
12 曲
歌詞は県民から募集したもの【 受贈 、日経 4/10】
食育はじめましょ！（DVD）
群馬県 /作製
食をテーマにしたアニメ 2 話【 受贈 、日経 4/10】

建て替え？リフォーム？？どちらがよいのかわか
らない・・・？－決断する前に知っておきたい４
つの秘訣－
北屋敷司 /著
北屋敷氏は前橋市にあるリフォーム会社社長
【ぐんま経済 4/26】
読書と豊かな人間性
黒古一夫・山本順一 /編著 学文社 /発行
185p 21cm 2007.3 1800 円
黒古氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1516 号 】
脳はおしゃべりが好き 失語症からの生還
福島和子 /著 真興交易(株)医書出版部 /発行
169p 19cm 2007.4 1600 円
福島氏は群馬県生まれ
【 上毛 4/17】
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ファーストアルバム（CD）
コキリコ社（渡辺敏晴・鈴木理恵・立野政幸・
大滝眞） /制作
23 曲 2100 円 群馬会館で収録
渡辺氏、鈴木氏、立野氏は群馬県在住
【朝日 4/18】
まるごと群馬DVD（DVD）
群馬県 /作製
19 分 15 秒
県内の自然や名所・旧跡を収録

【 日経 4/24】

〔 2007.5 〕

夢一輪（CD）
双葉勝之（熊沢昌幸） /歌 コロンビアミュー
ジックエンタテイメント /制作
熊沢氏は群馬県生まれ
【上毛 4/4】

電子資料
教育年報 第51号 平成17年度実績（CD-ROM）
群馬県教育委員会事務局総務課 /編集・発行
2 枚 2007.3
付録：教育広報誌（昭和 24 年から平成 19 年）
【 受贈 】
水質測定結果 大気環境調査結果 平成17年度
（CD-ROM）
群馬県環境・森林局環境保全課 /発行
1枚
【 受贈 】

〔 2007.5 〕
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