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406p 20cm 2006.3 3200円
【 TRC新刊案内 1463号】

本

市之関前田遺跡Ⅱ
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
91p写真図版 32p 30cm 2005.3 付図 1枚
【受贈】

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００６年３月分
No.２３２
発行 群馬県立図書館
（編集 資料情報ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ）
発行日 平成 18年 4月 15日
電話 027(231)3008 FAX 027(235)4196

伊予久･壱町畑遺跡発掘調査の記録 群馬県佐波郡
境町
境町教育委員会生涯学習課文化財保護係 /編
境町教育委員会 /発行
23p 30cm 2004.3
【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。
・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。

伊予久･久保田東遺跡発掘調査の記録 群馬県伊勢
崎市境伊与久
伊勢崎市教育委員会 /発行
18p 30cm 2005.3
【受贈】
江田町今と昔
江田町町史編集委員会 /発行
75p 30cm 2006.3
【受贈】

０ 総記

大室古墳群 史跡 前二子古墳･中二子古墳･後二子古墳
ならびに小古墳保存整備事業報告書

群馬県郷土資料分類法 2005年度版
群馬県図書館協会 /編集･発行
51p 30cm 2006.12
【自館複製】

前橋市教育委員会 /編集･発行
216p写真図版 32p 30cm 2005.3

【受贈】

桂萱村誌
桂萱地区自治会連合会 桂萱村誌刊行委員会 /発
行
732p 22cm 2006.1
【受贈 ,上毛 3/1】

小･中学生読書感想文コンク−ル入賞作品集 第28
回 平成14年度
[沼田市立図書館 沼田市読書グル−プ連絡協
議会 /発行
24p 30cm 【受贈】

柏倉芳見沢遺跡
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
140p写真図版 23p 30cm 2005.3
【受贈】

小･中学生読書感想文コンク−ル入賞作品集 第29
回 平成15年度
[沼田市立図書館 沼田市読書グル−プ連絡協
議会 /発行 ]
24p 30cm 【受贈】

家族でおでかけ関東周辺 '06-'07
昭文社 /発行
187p 26cm 2006.4 857円
【 TRC新刊案内 1463号】

読書会部30余年の歩み
桐の会 /発行
42p 26cm 2005.10 【受贈】

上並榎八反田遺跡 医療施設建設に伴う埋蔵文化財発

読書活動実践事例集 (読書活動優秀実践校実践の概

掘調査報告書

要) 平成16年

高崎市教育委員会 /編集･発行
20p写真図版 6p 30cm 2005.3

国立教育政策研究所 /発行
238p 30cm 2005.3
【受贈】

【受贈】

亀里油免Ⅱ遺跡 都市計画道路下川亀里線工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
11p 30cm 2005.3
【受贈】

1 哲学･宗教

川曲毘沙門前Ⅱ遺跡 特別養護老人ホーム｢あじさい
園｣増築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

スナガ環境測設株式会社 /編
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
8p 30cm 2005.3
【受贈】

2 歴史･伝記･地理
秋山清著作集 第6巻 竹久夢二
秋山清 /著 秋山清著作集編集委員会 /編
ぱる出版 /発行

川曲柳橋Ⅱ遺跡 都市計画道路新前橋駅川曲線道路改
良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

技研測量設計株式会社 /編
-1-

〔 2006.03 〕

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
40p写真図版 8p 30cm 2005.3
【受贈】

三和工業団地Ⅱ遺跡 三和工業団地造成事業に伴う三
和工業団地Ⅱ遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 (四分冊)
群馬県企業局 伊勢崎市教育委員会 /編集･発行
本文編： 490p 30cm
挿図編： 663p 30cm
表編： 304p 30cm
写真編： 6,508p 30cm
2004.3
付図 3枚
【受贈】

関東戦国史
千野原靖方 /著 崙書房出版 /発行
328p 22cm 2006.2 3800円
【 TRC新刊案内 1463号】
くらぶちガイドマップ
[くらぶち里山倶楽部 /発行 ]
A5判 【上毛 2/11】

三和工業団地Ⅲ遺跡 三和工業団地造成事業に伴う三
和工業団地Ⅲ遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 (五分冊)
群馬県企業局 伊勢崎市教育委員会 /編集･発行
本文編： 169p 30cm
挿図編： 277p 30cm
表編： 88p 30cm
写真編： 6,148p 30cm
三和工業団地Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ遺跡自然化学分析編：
164p 30cm
2004.3
付図 3枚
【受贈】

群馬県埋蔵文化財調査事業団 年報24 平成16年度
事業概要

(財 )群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
99p 30cm 2006.1
【受贈】
近代日本のキリスト者たち
高橋章 /編著 パピルスあい /発行
社会評論社 /発売
335p 22cm 2006.3 2800円
新島襄、内村鑑三の記述あり
【 TRC新刊案内 1461号】

三和工業団地Ⅳ遺跡 三和工業団地造成事業に伴う三
和工業団地Ⅳ遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 (五分冊)
群馬県企業局 伊勢崎市教育委員会 /編集･発行
本文編： 294p 30cm
挿図編 1： 384p 30cm
挿図編 2： 182p 30cm
表編： 175p 30cm
写真編： 6,277p 30cm
2004.3
付図 3枚
【受贈】

小坂子一木峯遺跡 小坂子町地内最終処分場西側生活
道路(市道06-475)改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

毛野考古学研究所 /編
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
34p写真図版 12p 30cm 2006.3
【受贈】
五代竹花Ⅱ遺跡 五代木福Ⅲ遺跡 五代南部工業団地

渋川広域ガイド
渋川広域観光研究会 /発行
1枚 30× 66cm 折りたたみ 【 受贈 ,上毛 3/17】

造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

スナガ環境測設株式会社 /編
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
83p写真図版 26p 30cm 2004.3 付図 1枚
【受贈】

史跡 日高遺跡 平成13~16年度内用確認調査(第8~11次
調査)報告書

高崎市教育委員会 /編集･発行
116p写真図版 47p 30cm 2005.3

子どもとでかける群馬あそび場ガイド 2006年版
空っ風キッズ /著 メイツ出版 /発行
160p 21cm 2006.3 1460円
【 TRC新刊案内 1462号】

【受贈】

至福のにごり湯 東日本編(JAF出版社温泉ガイド)
ジエ･エー･エフ出版社 /発行
191p 21cm 2006.3 1600円
【 TRC新刊案内 1461号】

小室高田遺跡Ⅰ-ⅱ 平成元年(1989)個人住宅建設に伴
う発掘調査報告書

北橘村教育委員会 /編集･発行
84p写真図版 11p 30cm 2005.12

市内遺跡発掘調査報告書 平成16年度
高崎市教育委員会 /編集･発行
25p 30cm 2005.3
【受贈】

【受贈】

五目牛新田遺跡･五目牛南組Ⅱ遺跡･五目牛清水田
Ⅱ遺跡･柳田Ⅱ遺跡
伊勢崎市教育委員会 /編集･発行
258p写真図版 115p 30cm 2005.3
付図 2枚
【受贈】
さくらの名所 改訂版
上毛新聞社 /発行
138p A5判

下大久保Ⅱ遺跡 北関東自動車道北側測道東川調整池
建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

東村遺跡調査会 /発行
26p写真図版 12p 30cm 2006.11

下之城仲沖Ⅱ遺跡 高崎市都市計画事業高崎操車場跡
【上毛 3/28】

地周辺土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書(5)

高崎市教育委員会 /編集･発行
16p 30cm 2005.3
【受贈】

山王廃寺 山王廃寺等Ⅴ発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
144p写真図版 8p 30cm 2000.3
【受贈】
〔 2006.03 〕

【受贈】

-2-

【 TRC新刊案内 1463号】

諏訪ノ木Ⅵ遺跡 渋川都市計画道路3.3.1号中村上
郷線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第
2集
(財 )群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
280p写真図版 63p 30cm 2006.2
付図 2枚
【受贈】

日帰り･一泊関東周辺桜名所と温泉めぐりの旅'06
成美堂出版 /発行
143p 26cm 2006.3 933円
【 TRC新刊案内 1462号】

関孝和 江戸の世界的数学者の足跡と偉業
下平和夫 /著 形成社 /発行
233p 20cm 2006.2 2300円
【 TRC新刊案内 1461号】

秘密
布袋寅泰 /著 幻冬舎 /発行
292p 20cm 2006.2 1429円
【 TRC新刊案内 1460号】

田部井館跡遺跡 保育所建設事業に伴う埋蔵文化財発

藤岡市見聞録 藤岡市･鬼石町合併記念
藤岡市･藤岡市観光協会 /発行
1枚 60× 84cm
【受贈 ,上毛 2/18】

掘調査報告書

東村遺跡調査会 /発行
42p写真図版 11p 30cm 2005.12

【受贈】
北橘村村内遺跡Ⅶ 平成16 年度埋蔵文化財緊急発
掘調査報告書
北橘村教育委員会 /編集･発行
13p写真図版 4p 30cm 2005.3
【受贈】

地名を訪ねて 渋川地域の地名50話
渋川地名研究会 /編著･発行
61p 21cm 2006.3
【受贈】
注目された遺跡の成果 展示レポート10 最新情報展2

前橋市1･富士見村住宅明細図 地籍版 改訂第16版
刊広社 /発行
18,490,4,75p 37cm 2006.3 32095円 【購入】

005

群馬県教育委員会
事業団 /発行
13p 30cm 2006.3

(財 )群馬県埋蔵文化財調査
【受贈】

前橋市2住宅明細図 地籍版 改訂第16版
刊広社 /発行
14,288,1,4p 37cm 2006.3 18095円 【購入】

町内遺跡Ⅴ 平成16年度 埋蔵文化財発掘調査報告
書文化財緊急発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
24p写真図版 11p 30cm 2005.10
【受贈】
天幕城遺跡
赤堀町教育委員会 /編集･発行
13p写真図版 3p 30cm 2004.12

三国街道永井宿笛木家記録(続) 明治二己巳年より
明治九年丙子年 蛃 魚の会特別学習会 第四集

群馬県立文書館友の会 蛃魚の会 /編集･発行
140p 26cm 2006.3
【受贈】
【受贈】

緑町四丁目遺跡 群馬県高崎市 店舗建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

スナガ環境測設株式会社 /編
高崎市教育委員会 /発行
8p 30cm 2004.12
【受贈】

東北 栃木･群馬一度は行きたい秘湯と温泉宿
成美堂出版 /発行
144p 26cm 2006.4 933円
【 TRC新刊案内 1463号】

箕輪町史考
柳澤本次 /発行
132p 22cm 2006.1
箕輪史蹟保存会 昭和 3年発行の復刻

登山道案内
まちすい (吉井町まちづくり推進委員会 )/作製
A3判 折りたたみ
吉井町塩地区にある八束山のガイド【 上毛3/25】

【 受贈 】

棟高辻久保遺跡 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3集(3分冊)

中郷恵久保遺跡 国道353号(鯉沢バイパス)補助公共道

(財 )群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
第一分冊 本文･遺構図版編： 457p 30cm
第二分冊 遺物図版編： 318p 30cm
第三分冊 本文･遺構図版編： 370p 30cm
2006.3 付図 1枚
【受贈】

路改築(改良)事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 第4集

(財 )群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
312p写真図版 54,6p 30cm 2006.3 【受贈】
萩原沖中遺跡 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

高崎市教育委員会文化財保護課埋蔵文化財係 /
編 高崎市教育委員会 /発行
30,7p写真図版 13p 30cm 2005.3
【受贈】

室町･戦国期上野の地域社会 (中世史研究叢書6)
久保田順一 /著 岩田書院 /発行
401,19p 22cm 2006.1 9500円
【 TRC新刊案内 1460号】

BUCK-TICK Oral History
ソニー･マガジンズ /発行
317p 31cm 2006.2 7619円

元総社小見内Ⅸ遺跡 総社閑泉明神北Ⅴ遺跡 前橋
都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文

-3-

〔 2006.03 〕

異文化コミュニケーションを考える 50歳英語教師

化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
86p写真図版 12p 30cm 2005.3
【受贈】

の米国留学体験から

堀口君子 /著 彗文社 /発行
149p 19cm 2006.3 2000円
著者は群馬町在住 【 TRC新刊案内 1462号】

元総社小見内Ⅹ遺跡 前橋都市計画事業元総社蒼海土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 山武考古学研究所
/編 前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /発行
68p写真図版 18p 30cm 2005.3
【受贈】
元総社小見内Ⅶ遺跡 前橋都市計画事業元総社蒼海土

永遠の平和を 藤岡市遺族の会 戦後六十周年記念誌
藤岡市遺族の会戦後六十周年記念事業実施委員
会 /編 藤岡市遺族の会 /発行
144p 31cm 2006.3
【受贈 ,上毛 3/17,あみーご 3/25,産経 3/26】

地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
68p写真図版 18p 30cm 2004.3
【受贈】

おおままの原風景 大間々町記念誌
大間々町 /発行
55p 30cm 2006.3

元総社小見内Ⅷ遺跡 総社甲稲荷塚大道西Ⅳ遺跡

【 受贈 】

海外調査報告書【 イギリス､フランス､トルコ､イタ
リア】
群馬県議会教育環境づくり特別委員会 /発行
67p 30cm 【受贈】

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
62p写真図版 12p 30cm 2004.3
【受贈】

かけはし 生活･交流･学習のための素材
前橋市国際交流協会 /発行
159p 30cm 2006.2
【受贈】

元総社小見Ⅴ遺跡 元総社小見内Ⅵ遺跡 前橋都市
計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
110p写真図版 24p 30cm 2004.3
【受贈】

笠懸町記念誌
笠懸町役場 /編 笠懸町 /発行
32p 30cm 2006.3
【受贈】

元総社小見Ⅳ遺跡 平成15年度一般県道足門前橋線バ
学校における人権教育 第9集
安中市教育委員会 /発行
42p 30cm 2006.3
【受贈】

イパス(西毛広域幹線道路国分寺工区)緊急地方道路整備
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
96p写真図版 24p 30cm 2004.3
【受贈】

清里中学校記念誌
清里中学校記念誌刊行委員会 /編集･発行
199p 21cm 2006.3
【受贈】

るるぶ関東周辺ベストコース '06-'07
JTBパブリッシング /発行
124p 26cm 2006.3 857円
【 TRC新刊案内 1462号】

教師を目指す人たちへ 卒業生からの提言
群馬大学教育学部同窓会 /発行
152p 30cm 2006.4
【受贈 ,上毛 3/12】

るるぶ風呂自慢の宿関東周辺 温泉クィーン＆旅の
プロ＆読者口コミが選ぶ温泉はココ!

JTBパブリッシング /発行
112p 26cm 2006.3 800円
【 TRC新刊案内 1461号】

桐生市議会会議録 平成17年第4回定例会
[桐生市議会事務局 /発行 ]
353,73p 30cm
【受贈】

3 社会科学

桐生保健福祉事務所事業概要 平成16年度
群馬県桐生保健福祉事務所 /発行
81p 30cm
【受贈】

いずみ 第57号
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
206p 21cm 2006.3
【受贈】

ぐんまキッズ･アドベンチャー 平成17年度
財団法人群馬県青少年会館 /発行
68p 30cm 2006.1
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成17年第5回
伊勢崎市議会議長 /調整発行
127p 30cm 2006.3 【受贈】

群馬県議会安全･安全なくらし特別委員会海外調査
報告書(アラブ首長国連邦･イタリア･スイス)
群馬県議会安全･安心なくらし特別委員会 /発行
69p 30cm
【受贈】

一地区一自慢 平成17年度
前橋市政策部政策課 /編集 前橋市 /発行
369p 21cm 2006.2
【受贈 ,日経 2/22】

〔 2006.03 〕

群馬県議会会議録 平成17年12月定例会
群馬県議会事務局議事課 /編
群馬県議会事務局 /発行
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220p 30cm 2006.2

【受贈】

桐生市役所 /発行

群馬県移動人口調査結果(年報) 平成17年
群馬県総務局統計課 /編集･発行
53p 30cm 2006.1
【受贈】

はるな町合併レポート
榛名町 /発
4p A4判

15p 21cm

【上毛 3/2】

板木 群馬県へき地教育研究資料第54集
[群馬県教育委員会 群馬県へき地教育研究連盟
群馬県へき地教育振興会 /発行 ]
54p 30cm
【受贈】

群馬県消費者物価指数年報(速報) 平成17年
群馬県総務局統計課 /発行
10p 30cm
【受贈】
群馬県の教育 平成17年度
群馬県教育委員会 /発行

60p 30cm 2006.3 【 受贈 】

坂東太郎 第144号
群馬県立前橋高等学校 /発行
140p 21cm 2006.3
【受贈】

【 受贈 】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第14回 平成17
年度
群馬県･財団法人群馬県児童健全育成事業団 /編
集･発行
109p 21cm 2006.3
【受贈】

補正予算説明書 平成17年度 2月定例県議会
群馬県 /発行
226p 30cm 【受贈】

決算特別委員会記録 平成17年
[桐生市議会事務局 /発行 ]
295p 30cm
【受贈】

前中尾の民俗･史跡を訪ねて
前中尾民俗調査会 /編集･発行
111p 30cm 2006.3
【受贈】

研究紀要 第26号 平成17年度
[前橋市小中学校校長会研究部 /発行 ]
70p 26cm 2006.3
【受贈】

馬山地区安全マップ
馬山地区青少年健全育成協議会 馬山小学校 PT
A 馬山小学校 /発行
A3判 【上毛 2/26】

研修講座案内 平成18年度
群馬県総合教育センター /発行
108p 30cm 2006.3
【受贈】

水上の教育 平成17年度 第37集
水上の教育編集委員会 /編
みなかみ町教育委員会 みなかみ町小中学校 /
発行
122p 30cm 2006.3
【受贈】

広報しんまち 縮刷版 新町閉町記念
新町役場 /発行
第 3巻： 890p
第 4巻： 929p 31cm 2006.1 【 受贈 ,上毛 2/27】

村100年のあゆみ 村制百周年記念
北橘村 /発行
32p 26cm 2006.1 【受贈】

事業概要 平成16年度
[前橋保健福祉事務所 /発行 ]
90p 30cm
【受贈】

有料老人ホーム簡単ガイドBook 関東版 2006年春
夏号
風林館 /発行
198p 21cm 2006.2 1143円
【 TRC新刊案内 1461号】

新生｢藤岡市｣誕生 藤岡市と鬼石町の合併のあゆみ
藤岡市 /編集･発行
126p 30cm 2006.3
【受贈】

幼児の発達を支える保育の在り方を探る その3連
続する教育課程･幼稚園と小学校 平成16年度研究報告

群馬大学教育学部附属幼稚園 /発行
67p 30cm 2005.6
【受贈】

せせらぎ 第16号 PTA活動記録 平成17年度
PTA活動記録編集委員会 /編
渋川市立橘北小学校 PTA/発行
96p 30cm 2006.3
【受贈 ,上毛 3/26】

予算附属説明書 当初予算 平成18年度
群馬県企業局 /発行
11p 30cm 【受贈】

知事発言要旨 平成18年2月定例県議会
群馬県 /発行
19p 30cm 【受贈】
定例県議会議案(附予算説明書)企業局関係 平成1
8年2月
群馬県 /発行
137p 30cm 【受贈】

4 自然科学
奥利根 その自然をさぐる 群馬県立自然史博物館
特別展
[群馬県立自然史博物館 /発行 ]
27p 30cm
【受贈】

定例県議会議案(平成17年度関係) 平成18年2月
群馬県 /発行
99p 30cm 【受贈】
統計年報きりゅう 平成16年度
総務部情報管理課統計係 /編
-5-

〔 2006.03 〕

群馬で家を建てる 2006春 群馬県の工務店･ハウスメ
片品川上流の自然
水資源機構戸倉ダム建設所 /製作
152p A4判
【上毛 3/30】

ーカー建築事務所情報32

月刊ハウジング /編 リクルート /発行
106p 30cm 2006.3 371円
【 TRC新刊案内 1462号】

群馬県衛生環境研究所年報 第37号
群馬県衛生環境研究所 /編集･発行
106p 30cm 2005.10
【受贈】

経営者の意識改革 -21世紀の中小･ベンチャー企業課
題に挑戦-

平野欽一 /著
14p 30cm
【受贈 ,日刊工業 1/27,上毛 1/28】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表(平成17年5月
診療分) 第36号
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
517p 30cm 2005.12 【受贈】

水質年報 平成16年度
群馬県企業局水質検査センター /発行
146p 30cm
【受贈】

群馬県立病院事業概要 平成16年度(第26号)
群馬県病院局総務課 /発行
64p 30cm
【受贈】

1800kcalの食事 らくらく愛情クッキング特別編
斉藤昌子 /著 上毛新聞社出版局 /発行
117p 30c 2006.2
2200円
【上毛 2/26】

群馬県臨床衛生検査技師会誌 第44巻第1号
群馬県臨床衛生検査技師会 /発行
164p 30cm 2005.10
【受贈】

地域に伝えたい味 邑楽館林
邑楽･館林生活研究グループ連絡協議会 /編
92p B5判
【上毛 3/26】

群馬県臨床衛生検査技師会誌 第44巻第2号
第 52回群馬県医学検査学会準備委員会 /編
群馬県臨床衛生検査技師会 /発行
44p 30cm 2005.10
【受贈】

知的創造時代の工業高校生心得 -モノづくり立国日
本を支える諸君へ-

平野欽一 /著

18p 30cm

【受贈】

群馬県臨床衛生検査技師会誌 第44巻第3
群馬県臨床衛生検査技師会 /発行
39p 30cm 【受贈】

中小･ベンチャー企業の技術者心得 -21世紀技術者

健康タウンMOOK いきいき健康応援誌 2006年度前橋市
NTTメディアスコープ /発行
55p 30cm 2006.3
【受贈】

21世紀の科学する青少年の1ページ -科学技術に挑

主役の時代を迎えて-

平野欽一 /著

18p 30cm 【受贈】

戦する青少年とサポートする諸先輩へ-

平野欽一 /著
【受贈】

乱舞 第15号
生田稔彦 /編 群馬昆虫学会 /発行
102p 26cm 2006.3
【受贈】

14p 30cm

まえばし建築MAP
日本建築家協会 JIA群馬地域会 /編集･制作
1枚 30× 42cm 折りたたみ 2006
【受贈 ,あみーご 3/18】
ラーメンマップ栃木･群馬･茨城 栃木35店群馬33店
茨城32店
幹書房 /発行
111p 21cm 2006.3 952円
【 TRC新刊案内 1462号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
梅の味(ﾐ)どころガイド 果樹あるタウン＊榛名
榛名町企画商観光課｢榛名の梅祭り実行委員会｣
/企画･発行
1枚 30× 63cm 折りたたみ
【 受贈 ,朝日ぐんま 2/24,毎日 3/1,産経 3/13,上毛 3/18】

弁利本 わたらせフィルムコミッションおすすめロケ弁
ガイド

わたらせフィルムコミッション /作製
15p A5判
【桐生ﾀｲﾑｽ3/23】

橘花 日本初のジェットエンジン･ネ20の技術検証 増補
改訂版

石澤和彦 /著 三樹書房 /発行
270p 22cm 2006.2 3400円
【 TRC新刊案内 1461号】

6 産業

桐生市の工業(平成16年工業統計調査結果)
桐生市総務部情報管理課 /編集･発行
19p 30cm 2006.3
【受贈】

〔 2006.03 〕

｢倉渕の木炭｣小史 倉渕木炭協会のあゆみ
倉渕木炭協会 /発行
133p 26cm 2005.12
【受贈 ,上毛 2/24】
-6-

民有林林道事業の概要 平成17年度
[群馬県環境･森林局林政課 /発行 ]
101p 30cm
【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成17年版
群馬県環境･森林局林政課 /発行
150p 30cm 2006.2
【受贈】

るるぶペットとおでかけ 首都圏から '06~'07 (るる
群馬県第五種共同漁業権漁業協同組合遊漁規則集
群馬県蚕糸園芸課 /発行
125p 30cm 2006.3
【受贈】

ぶ情報版 首都圏50)

JTBパブリッシング /発行
224p 26cm 2006 1000円
【 TRC新刊案内 1460号】

群馬県畜産試験場研究報告 第12号
群馬県畜産試験場 /発行
99p 30cm 2005.9
【受贈】

ローカルヒーロー大図鑑 地元を守る正義の味方、77
組大集結!

ブルー･オレンジ･スタジアム /編著
水曜社 /発行
111p 20cm 2006.2 1500円
｢G-FIVE｣の紹介あり
【受贈 ,TRC新刊案内 1459号 ,ぐんま経済 3/16】

群馬県農林業の概要 平成17年
関東農政局前橋統計･情報センター /編集･発行
45p 30cm 2006.2 【受贈】
ぐんまの園芸 2006 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 2006.3
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬農林水産統計年報 第52次 平成16年〜平成17
年
関東農政局前橋統計･情報センター /編集･発行
229p 30cm 2006.3
【受贈】

関東周辺渓流釣り場ガイド '06-'07年版
成美道出版編集部 /編 成美道出版 /発行
159p 26cm 2006.3 1200円
【 TRC新刊案内 1461号】

交通安全運動実施計画 平成18年度
[群馬県交通対策協議会 /発行 ]
1冊 30cm
【受贈】

得
関東○ショートコースゴルフ場ガイド
2006-2007年
版
国際地学協会ゴルフ編集部 /編集･デザイン
国際地学協会 /発行
231p 21cm 2006.3 1200円
【 TRC新刊案内 1463号】

コンニャク 栽培から加工･販売まで(新特産シリーズ)
群馬県特作技術研究会 /編
農山漁村文化協会 /発行
198p 19cm 2006.2 1762円
【 TRC新刊案内 1460号】

得
関東○パブリックゴルフ場ガイド
2006~2007年版
国際地学協会ゴルフ編集部 /編集･デザイン
国際地学協会 /発行
255p 21cm 2006.3 1200円
【 TRC新刊案内 1463号】

JALが危ない 全日空に比べなぜトラブルが多いのか
広岡友紀 /著 エール出版社 /発行
183p 19cm 2006.3 1500円
御巣鷹山墜落事故に焦点を当てる
【 TRC新刊案内 1463号】

ぐんまの遊漁情報 平成18年
群馬県農業局蚕糸園芸課 /発行
33p 30cm 【受贈 ,ぐんま経済 3/23】

主要農作物作況調査成績書(水稲､小麦､コンニャ
ク) 平成16年度
群馬県農業局農政課 /発行
69p 30cm 2005.12
【受贈】

渓流釣りポイントガイド 北関東編 茨城･栃木･群
馬(北部･中部)

山と渓谷社出版部 /編 山と渓谷社 /発行
143p 21cm 2006.3 1600円
【 TRC新刊案内 1462号】

富岡製糸場を世界遺産に!! 学びパンフレット
富岡製糸場を愛する会 /発行
1冊 30cm
【受贈 ,上毛 2/28】
調査試験報告 第31号 平成16年度
財団法人林業土木コンサルタンツ技術研究所 /
発行
136p 30cm 2006.2
【受贈】

研究紀要 第二号
富岡市立美術館･福沢一郎記念美術館 /発行
45p 30cm 2006.3
【受贈】

農業水利権をめぐる合意形成の展開過程 群馬県藤

ザスパークGUIDEBOOK 第10号
草津温泉フットボールクラブ /発行
月刊ヴィアン編集部 /制作
1冊 30cm【 受贈 】

岡市三名川貯水池の事例を中心に

関口 覺/著
1冊 26cm
『農村研究』第 102号抜刷

【受贈】
ザスパークGUIDEBOOK 第11号
-7-

〔 2006.03 〕

241p 16cm 2006.3 505円
【 TRC新刊案内 1463号】

草津温泉フットボールクラブ /発行
月刊ヴィアン編集部 /制作
1冊 30cm【 受贈 】

国定忠治
津本陽 /著 光文社 /発行
217p 20cm 2006.2 1500円
【 TRC新刊案内 1461号】

創作版画 黎 第19集(2005年版)
島田文男 /編 創版社 /発行
24枚 箱入 26× 34cm 2005.12 【購入】
手づくり布の絵本全国コンクール 第4回
[布の絵本実行委員会 /発行 ]
1冊 30cm 桐生市立中央公民館にて開催
【受贈】

空白の殺意 (創元推理文庫)
中町信 /著 東京創元社 /発行
312p 15cm 2006.2 686円
｢高校野球殺人事件｣(徳間書店 1980年刊の改題
改訂 【 TRC新刊案内 1460号】

僕たちの渓流フィールド 栃木･群馬･新潟
つり人出版部 /編 つり人社 /発行
128p 26cm 2006.3 1600円
【 TRC新刊案内 1462号】

こじまのもりのはるになったらしたいこと
あんびるやすこ /作･絵
ひさかたチャイルド /発行
40p 24cm 2006.2 1000円
【 TRC新刊案内 1461号】

日本の美術絵はがき1900-1935 明治生まれのレトロ
モダン

生田誠 /著 淡交社 /発行
159p 24cm 2006.3 3800円
竹久夢二の作品あり 【 TRC新刊案内 1461号】
横山てるを 微笑む創作こけしたち
宮下明美 /著
79p 31cm 2006.2

こすもす 上毛新聞ひろば欄投稿文集
堀越利子 /著 上毛新聞社出版局 /制作
35p 20cm 2006.2
【受贈】

【受贈】

佐々木靖章文庫資料目録 群馬県立土屋文明記念文
学館蔵
群馬県立土屋文明記念文学館 /発行
542p 30cm 2005.12
【受贈】

米倉大謙遺作展 沼田市芸術文化振興事業
沼田市教育委員会 /編集･発行
21p 30cm 2006.3
【受贈】

死者のドレスアップ(平成うわさの怪談20)
木暮正夫 国松俊英 /編 岩崎書店 /発行
160p 22cm 2006.3 1000円
【 TRC新刊案内 1462号】

8 語学

上州ことば 句集
髙 橋道子 /著 本阿弥書店 /発行
205p 20cm 2006.3
2500円

9 文学

上毛川柳傑作集 続
山口菓声 /編 上毛新聞社出版局 /発行
211p 19cm 2006.1 1500円
【上毛 2/25】

あの日あの時 上毛新聞ひろば欄投稿文集
小林禎仁 /著 上毛新聞社出版局 /制作
369p 22cm 2006.2
【受贈】

水煙 第十八集
水曜短歌会 /発行
101p 21cm 2006.3

海ボタル
前原幸太郎 /作 いといあかり /絵
上毛新聞社出版局 /制作
43p 31cm 2006.2
【受贈 ,桐生ﾀｲﾑｽ3/11】

【受贈】

日本の怪ぶつ話 (民話と伝説呪いの巻物9)
木暮正夫 /編著 須田寿 /画 偕成社 /発行
188p 22cm 2006.2 1200円
【 TRC新刊案内 1462号】

うらさわこうじが選ぶ児童詩展 作品集 2005
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
73p 21cm 2006.3
【受贈】

初恋は春のにおい (初恋コレクション5)
岡信子 木暮正夫 /編 岩崎書店 /発行
150p 19cm 2006.2 800円
【 TRC新刊案内 1461号】

沖で待つ
絲山秋子 /著 文藝春秋 /発行
108p 20cm 2006.2 952円
【 TRC新刊案内 1461号 ,群馬よみうり 2/9】

春のふところ 山口弘歌集
山口弘 /著
126p 22cm 2006.3

急な青空 (文春文庫）
南木佳士 /著 文藝春秋 /発行
〔 2006.03 〕

【受贈】

【受贈】

望郷 おの･ちゅうこうふるさと文学賞 創刊号
-8-

医学教室､講師
【 TRC新刊案内 1460号】
視空間認知と効率分析
田中美帆 /著 風間書房 /発行
170p 22cm 2006.2 8500円
著者は群馬県立女子大国際コミュニケーション
学部講師
【 TRC新刊案内 1461号】

しらさわ望郷クラブ事務局 /発行
66p 26cm 2005.1
【受贈】
望郷 おの･ちゅうこうふるさと文学賞 第2号
しらさわ望郷クラブ /編
沼田市教育委員会 /発行
77p 26cm 2006.3
【受贈】

｢死ぬ自由｣という名の救い ネット心中と精神科医
今一生 /著 河出書房新社 /発行
252p 19cm 2006.2 1600円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1461号】

のろいのタロットカード (平成うわさの怪談19)
木暮正夫 国松俊英 /編 岩崎書店 /発行
152p 22cm 2006.2 1000円
【 TRC新刊案内 1460号】

児童詩のすすめ 子どもの詩が面白い
大前忍 /著 本の泉社 /発行
183p 19cm 2006.2 1429円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1460号】

利休の境涯 上
中沢昭二 /著
毛野中世武士団と千利休顕彰実行委員会 /発行
439p 19cm 2005.6 【購入】

シンプル衛生公衆衛生学 2006
鈴木庄亮 久道茂 /編 南江堂 /発行
372p 26cm 2006.3 2400円
著者は (独 )労働者健康福祉機構群馬産業保健推
進センター所長 群馬大学名誉教授
【 TRC新刊案内 1463号】

利休の境涯 下
中沢昭二 /著
毛野中世武士団と千利休顕彰実行委員会 /発行
472p 19cm 2005.6 【購入】

精神障害者の自立支援活動 生活支援の原点と自立支

県関係者の一般著作

援法の実践課題

新保祐元 /著 中央法規出版 /発行
190p 21cm 2006.3 2400円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1463号】

あぶない肉 beef,pork,chiken
西沢江美子 /著 めこん /発行
284p 19cm 2006.2 1900円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1461号】

精密農業
澁澤栄 /著 朝倉書店 /発行
197p 26cm 2006.2 4800円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1463号】

1変数の微分積分 (SERIES●理科系の数学入門2)
望月清 /著 斎藤秀司 /編 日本評論社 /発行
264p 22cm 2006.3 2500円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1463号】

全訳漢辞海
戸川芳郎 /監修 佐藤進 濱口富士雄 /編
三省堂 /発行
188,1729p 19cm 2006.1 2900円
濱口氏は群馬県立女子大の教授
【 TRC新刊案内 1446号 ,上毛 3/13】

イラストでわかるやさしい介護のしかた 家族･ホ
ームヘルパー向け!
田中元 /著 あい介護老人保健施設 /監修
高橋書店 /発行
237p 21cm 2006.3 1400円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1462号】

チャレンジミッケ! 2 ゆめのまち
ウォルター･ウィック /作 糸井重里 /訳
26p 26× 26cm 2006.3 1360円
【 TRC新刊案内 1462号】

ガイダンス民法 市民･財産と法 第3版
田山輝明 /著 三省堂 /発行
260p 22cm 2006.3 2500円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1462号 】

中国古代訴訟制度の研究 (東洋史研究叢書68新装版
6)

籾山明 /著 東京大学学術出版会 /発行
342p 22cm 2006.2 4600円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1460号】

｢完璧｣はなぜ｢完ぺき｣と書くのか これでいいの
か？交ぜ書き語

田部井文雄 /著 大修館書店 /発行
159p 19cm 2006.2 900円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1460号】

釣り師の本棚
中里哲夫 /著 寿郎社 /発行
163p 19cm 2006.2 1500円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1462号】

斎の舞へ
清水宣明 甲野善紀 /著 仮立舎 /発行
305p 19cm 2006.1 1714円
清水氏は群馬大学大学院医学系研究科分子予防

中山庸子の30歳からの生きかた手帳
中山庸子 /著 海竜社 /発行
-9-

〔 2006.03 〕

206p 19cm 2006.2 1400円
著者は群馬県生まれ 【 TRC新刊案内 1460号】
日本甲冑の基礎知識 新装版
山岸素夫 宮崎眞澄 /著 雄山閣 /発行
360p 27cm 2006.2 6800円
山岸氏は群馬県生まれ
【 TRC新刊案内 1460号】

視聴覚資料
鶯(ｲﾝ)と燕(ｲｪﾝ) (CD)
黄鶯 (ﾌｧﾝｲﾝ) 黄燕 (ﾌｧﾝｲｪﾝ)/演奏
日本クラウン 2006.2 2800円 (税込 )
黄鶯さん、黄燕さんは創造学園大学に留学中の
中国人双子姉妹 【読売 2/17】
この世の果てまでそばにいて(CD)
由紀さおり 東芝 EMI 2006.2
【 TRC新刊案内 1460号】

1143円

正田樹応援歌(CD)
阿久一 /作詞 佐伯良 /作曲 岬かずや /歌
正田樹投手は太田市出身 【上毛 2/26】
日本の名歌をうたう(CD)
野崎由美
2006.2 2857円
野崎さんは玉村町在住
【 TRC新刊案内 1461号 ,上毛 1/10】
私の美術館14 竹久夢二伊香保記念館｢夢と知りせば｣
(DVD)
ネクサス
60分 2005.11 5600円
【 TRC新刊案内 1461号】
私の美術館7 山田かまち水彩デッサン美術館｢EVERGREE
N｣(DVD)
ネクサス
60分 2005.11 5600円
【 TRC新刊案内 1461号】

電子資料
教育年報(平成16年度実績)第50号(CD-R)
群馬県教育委員会 /発行
1枚 【受贈】

〔 2006.03 〕
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