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伊勢参宮道中記
福島久米吉 /解･発行
39p 26cm 2005.12 【受贈 ,上毛 1/8】
一服満腹PASTA in Takasaki
高崎市 /作製
1 枚 30 × 42cm 折りたたみ
【上毛 1/23,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。

上ノ台遺跡 群馬県山田郡大間々町 一般県道利根八
木原大間々線単独道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書

群馬県教育委員会 /編集･発行
139p 30cm 2005.12 【受贈】
尾瀬の小宇宙 繊細で豊かな生態系を守り続けるために
NTIONAL GEOGRAPHIC 日本版SPECIAL SUPPLEMENT

ナショナルジオグラフィック日本版 /制作
[東京電力 /発行]
11p 26cm
【受贈 ,上毛 12/18】

０ 総記
鎌倉 第百号
三浦勝男 /編 鎌倉文化研究会 /発行
151p 21cm 2005.10
平塚泰三 /著｢鎌倉･長谷寺所蔵『長谷寺縁起絵
巻』弘治三年奥書について｣中に群馬県立歴史
博物館所蔵本についての考察あり 【受贈】

思い出の記･中里を顧みて 昭和町六十五周年記念誌
[中里を考える会 /発行]
165p A4 判【上毛 1/13】
川原湯勝沼遺跡(2) 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
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
98p 写真図版 52p 30cm 2005.10 付図 3 枚
【受贈】

群馬県図書館大会報告書 第3回 進化する図書館〜
今、求められているもの〜

群馬県図書館大会実行委員会 /編集･発行
21p 30cm 2005.12 【自館製本】

環状ブロック群 ３万年前の巨大集落を追う 展示図録
第40回企画展

ぐんまの新聞 (みやま文庫181)
清水吉二 /著 みやま文庫 /発行
182p 19cm 2005.12 【購入】

笠懸野岩宿文化資料館 /編集･発行
60p 30cm 2005.10 【受贈】
金竹西(ｷﾝﾁｸｻｲ)Ⅴ遺跡 (株)カワチ薬品吉岡店建設に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

1 哲学･宗教

群馬県北群馬郡吉岡町遺跡調査会 /発行
28p 図版 39p 30cm 2005.9 【受贈】

上野国神社明細帳11 碓氷郡･吾妻郡･利根郡･佐位郡
丑木幸男 /編
群馬県文化事業振興会 /発行
336p 22cm 2005.11 【購入】

久々戸(ｸｸﾞﾄﾞ)遺跡(2)･中棚Ⅱ遺跡(2)･西ノ上遺
跡･上郷A遺跡 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書第4集

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
127p 写真図版 38p 30cm 2005.3 付図 2 枚
【受贈】

上野国神社明細帳12 吾妻郡
丑木幸男 /編
群馬県文化事業振興会 /発行
488p 22cm 2005.11 【購入】

群馬県の歴史散歩 (歴史散歩10)
群馬県高等学校教育研究会歴史部会 /編
山川出版社 /発行
299p 19cm 2005.12 1200 円
1990 年刊の改訂
【 TRC 新刊案内 1453 号 ,図書新聞 12/24,上毛 1/8
･1/18】

門頭掲示伝道録(第二巻)
鶴牧信雄(ｼﾝﾕｳ)/著
同聚院 /発行
190p 22cm 2005.11 【受贈 ,上毛 1/7】
-1-
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中高瀬観音山遺跡周辺 離山弥生の丘散策コース
[富岡市教育委員会文化振興課 /発行]
1 枚 21 × 30cm 折りたたみ
【受贈 ,上毛 12/31】

激流を生き抜いて 語る上州人 近藤英一郎
下屋秀行 /文･編
上毛新聞社出版局 /発行
202p 22cm 2005.12
【受贈 ,日刊きりゅう 1/5】

中島知久平と国政研究会 上 (みやま文庫180)
手島仁 /著 みやま文庫 /発行
264p 19cm 2005.12 【購入】

けしのつぶやき 整形外科医の回想 その二〜その
八
関口隆 /著･発行
その二 : 400p 19cm 1995.3
その三 : 457p 19cm 1996.7
その四 : 687p 19cm 1998.8
その五 : 514p 19cm 1999.9
その六 : 402p 19cm 2002.4
その七 : 286p 19cm 2003.9
その八 : 304,13p 19cm 2005.7 【受贈】
こころ (回顧録)
南雲義一郎 /著

177p

2005.12

福島熊野堂遺跡 平成9年度一級河川猿府河川局部改良
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

群馬町教育委員会 /編集･発行
37p 図版 20p 30cm 1999.3 【受贈】
前橋市(南部) 群馬県200601(ゼンリン住宅地図)
ゼンリン /発行
12,309,49p 39cm 2006.1
17000 円 【購入】

【上毛 1/10】

前橋市(北部)･富士見村 群馬県200601(ゼンリン住宅
地図)

ゼンリン /発行
12,233,3p 39cm 2006.1

J-日本の義 新修身教科書
南宗和 /著 叢文社 /発行
338p 19cm 2005.12 1500 円
内村鑑三の｢後世への最大遺物｣を主題に据える
【 TRC 新刊案内 1454 号】

17000 円 【購入】

緑の小径 続 或る教育者の半生
神藤吉重 /著
237p 21cm

2005.12

【受贈】

見柳東(ﾐﾘｭｳﾄｳ)Ⅱ遺跡
吉岡町遺跡調査会 /編集･発行
34p 図版 12p 30cm 2005.11 【受贈】

出版巨人創業物語
佐藤義亮 野間清治 /著 書肆心水 /発行
380p 20cm 2005.12 2800 円
【 TRC 新刊案内 1454 号】

文様の美 土器に見る生命のかたち 平成17年度高崎市観
石器石材Ⅲ 在地系石材としてのチャート 岩宿フォー

音塚考古資料館企画展

高崎市観音塚考古資料館 /編集･発行
1 冊 30cm 2005.10 【受贈】

ラム2005/シンポジウム 予稿集

笠懸野岩宿文化資料館 岩宿フォーラム実行委
員会 /編集･発行
65p 30cm 2005.11 【受贈】

横壁中村遺跡(2) 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化
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
223p 写真図版 87p 30cm 2005.3 【受贈】

全国私鉄ほろ酔い完乗記 下 関東/中京/近畿編
尾形明範 /著 フィールドワイ /発行
478p 21cm 2005.12 2800 円
【 TRC 新刊案内 1455 号】

われら四年卒 戦時下中学生の青春
白堊六〇期四年卒生 /編 盛岡タイムス社 /発行
181p 26cm 2005.11 952 円
高崎市在住の阿部功さんの回想録あり【受贈】

町内遺跡ⅩⅠ 各種開発事業に係る試掘確認調査
群馬県群馬町教育委員会 /編集･発行
36p 30cm 2005.10 【受贈】
利根の流れに
吉永正一 /著
163p 24cm

3 社会科学

Oh 利根の会 /発行
2005.11 【受贈 ,あみーご 12/24】

[A SCENE IN KIRYU 2006 ](カレンダー)
桐生観光協会 /作成
7p 55 × 42cm 1000 円(税込)
【日刊きりゅう 12/29】

道城Ⅱ遺跡
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 /発行
21p 図版 8p 30cm 2005.3 【受贈】

カルチュラル･ポリティクス 1960/70 Cultural
politics
北田暁大 野上元 /編 せりか書房 /発行
273p 21cm 2005.12 2500 円
あさま山荘事件の記述あり
【 TRC 新刊案内 1453 号】

とっておきの隠れ宿 旅の編集者が厳選! 関東および
周辺

生活情報センター /発行
143p 30cm 2006.2 1500 円
【 TRC 新刊案内 1455 号】

〔 2006.01 〕
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管内概要 平成16年度版 (桐生市、新里村、黒保根村 、
東村、藪塚本町、笠懸町、大間々町)

マイシティおおた
太田市役所広報統計課 /発行
1 枚 A1 判 八つ折り
太田市概要案内地図
【受贈 ,上毛 1/18】

[群馬県桐生行政事務所総務経済部 /発行]
28p 30cm 【受贈】
群馬県決算に関する付属書類 平成16年度
群馬県 /発行
235p 37cm
【受贈】

前橋市海外友好都市訪問団報告書
[前橋市 /発行]
80p 30cm 【 受贈 ,上毛 1/10】

群馬県歳入歳出決算書 平成16年度
群馬県 /発行
35p 30cm 【受贈】

宮郷小学校戦後六十年の歩み 宮郷小学校百二十周
年記念事業

伊勢崎市立宮郷小学校｢戦後六十年の歩み｣編集
委員会 /編 伊勢崎市立宮郷小学校 /発行
91p 30cm 2005.11 【受贈 ,上毛 12/29】

ぐんま少年の船報告書 平成17年度
財団法人群馬県青少年会館 /発行
74p 30cm 2005.12 【受贈】
健康福祉研究 第2巻 第1号(2005) 高崎健康福祉大

4 自然科学

学総合福祉研究所紀要

高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編 高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
58p 26cm 2005.2 【受贈】

磯部蜃気楼の謎 雷と蜃気楼と神と人
安中市ふるさと学習館 /編集･発行
67p 30cm 2005.10 【受贈】

健康福祉研究 第2巻 第2号(2005) 高崎健康福祉大
35年の歩み 閉校記念誌
35 年の歩み編集委員会 /編
財団法人伊勢崎総合保健センター附属高等看護
学院 /発行
127p 27cm 2005.3 【受贈】

学総合福祉研究所紀要

高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編 高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
64p 26cm 2005.10 【受贈】
広報おにし縮刷版 (三分冊)
鬼石町 /編集･発行
上巻 : 1289p 30cm 2005.12
下巻 : 1248p 30cm 2005.12
別巻 : 82p 30cm 2005.12
【受贈 ,上毛 1/24,毎日 1/25】

事業年報 平成16年度 第3号
業務部業務推進課 /編
財団法人群馬県健康づくり財団 /発行
116p 30cm 2005.12 【受贈】
利根生物談話会報 第120号
利根生物談話会 /発行
34p 26cm 2005.11 【受贈】

消防防災年報 平成16年度
群馬県総務局消防防災課 /発行
136p 30cm 2005.12 【受贈】

藤岡多野歯科医師会八十年史
藤岡多野歯科医師会八十年史編纂委員会 /編
藤岡多野歯科医師会 /発行
106p 27cm 2005.6 【受贈】

職場のルールとマナー
太田公共職業安定所 /作製
14p 文庫本サイズ
ポルトガル語版、スペイン語版の 2 種
日本語併記 【東京 1/17,上毛 1/18,日経 1/25】

5 技術･工学･家政学･生活科学

勢多郡生涯学習振興会沿革
勢多郡生涯学習センター /編
勢多郡生涯学習振興会 /発行
43p 30cm 2005.12 【受贈】

ぐんまの土木遺産 第二集
財団法人群馬県建設技術センター /監修･発行
210p 30cm 2005.6 【受贈 ,群馬建設 1/11】

勢多郡生涯学習センター沿革
勢多郡生涯学習センター /編集･発行
42,9p 30cm 2005.12 【受贈】
風物詩 2006 CALENDAR
館林市役所 /発行
1冊
【受贈 ,上毛 12/16】

6 産業
関東食料･農業･農村情勢報告 平成16年度
[農林水産省関東農政局 /発行]
309p 30cm 【受贈】

52 × 37cm
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熱闘前商 2005甲子園前商夏の記録 第87回全国高校野球

群馬県土地開発基金運用状況書 平成16年度
群馬県 /発行
1 冊 30cm 【受贈】

選手権大会出場記念

上毛新聞社出版局 /編集･制作
群馬県立前橋商業高等学校 /発行
41p 30cm 2005.10 【受贈】

試験研究業務報告(第32期事業年度)
財団法人日本きのこ研究所 /編集･発行
48p 30cm 2005.12 【受贈】

文化財調査報告書 平成16年度第35集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
45p 30cm 2005.12 【受贈】

まったなし!集落営農で麦･大豆づくり
JA ｸﾞﾙｰﾌﾟ群馬 群馬県 群馬県担い手育成総合
支援協議会 /作製
8p 30 × 84cm 折りたたみ
【受贈 ,上毛 1/21】

山口長男･脇田和展

A氏コレクションより

企画展

No.68

大川美術館 /発行
35p 23cm 2006.1

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

わたらせ山地 諏訪和夫写真集
[諏訪和夫 /写真･発行]
B4 変形判
3000 円(税込)
【桐生ﾀｲﾑｽ 12/28】

江戸と桐生 華やかなりし文人交流展 群馬県立女
子大学との共同企画

群馬県立近代美術館 /編集･発行
23p 30cm 【受贈】
群馬県写真展目録 第53回 第29回県民芸術祭参加
群馬県写真文化協会 /編集･発行
42p 26cm 2005.10 【受贈】

自費出版

8 語学
[働くこと･職業について考える作文コンクール
入選作品集]
群馬県選集学校各種学校協会 /作製
専修学校制度制定三十周年を記念したコンクー
ルの入選作品をまとめた作品集 【上毛 1/15】

群馬県書道展覧会作家名鑑 第56回 第29回県民芸術
祭参加

[(社)群馬県書道協会 第 29 回県民運営委員会
群馬県 群馬県教育委員会 群馬県立近代美術館
(財)群馬県教育文化事業団 /発行]
64p 26cm 【受贈】

9 文学

群馬県美術展目録 第56回 第29回県民芸術祭参加
群馬県美術会事務局 /編
群馬県美術会 /発行
52p 26cm 2005.12 【受贈】

吾妻路 吾妻路短歌会平成17年度年刊歌集
吾妻路編集委員会 /編
吾妻路短歌会 /発行
60p 21cm 2006.1 【受贈】

群馬県美術品等取得基金運用状況書 平成16年度
群馬県 /発行 1 冊 30cm 【受贈】

遠望 第38号 群馬町文化協議会機関誌
岡田郁夫 /発行
182p 21cm 2006.1 【受贈】

群馬県立近代美術館年報 平成16年度
群馬県立近代美術館 /編集･発行
64p 30cm 【受贈】

風の街 第28号
嶋田誠三 /編集･発行
128p 21cm 2006.1 【受贈】

群馬の氷瀑･氷柱 写真絵葉書
全国山村振興連盟群馬県支部 /企画･制作
1 冊 15 × 11cm
【受贈 ,上毛 1/26】

気になる、あいつ (初恋コレクション3)
岡信子 木暮正夫 /編 岩崎書店 /発行
150p 19cm 2005.12 800 円
【 TRC 新刊案内 1452 号】

｢こどもとおとなの美術入門 カラフル!｣ガイドブ
ック
群馬県立近代美術館 /編集･発行
22p 21cm 2005 【受贈】

郷土文芸読本 第三巻 岩崎楽石 田村貫水 原勢桐男
淺野槇女 大和梨花 ふるさとの風別冊

時と向き合う 相川敬次郎写真集
相川敬次郎 /著 上毛新聞社出版局 /制作
119p 27 × 26cm 2005.12 自費出版
【受贈 ,上毛 1/26】

〔 2006.01 〕

【受贈】

読書推進部編集委員会 /編
野間清治顕彰会 /発行
33p 26cm 2005.12 【受贈 ,桐生ﾀｲﾑｽ 1/11】
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極東街 （新風舎文庫）
岩川元(ｹﾞﾝ)/著 新風舎 /発行
79p 15cm 2005.12 550 円
【月刊ぷらざ 2006.1,上毛 1/16】

県関係者の一般著作
家にいるのが楽しくなる本 (新潮文庫)
中山庸子 /著 新潮社 /発行
216p 16cm 2006.1 400 円
【 TRC 新刊案内 1453 号】

草津逃避行
西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
206p 18cm 2006.1 819 円
【 TRC 新刊案内 1457 号 ,上毛 1/27】

医療事故の根絶を目指して 眼科医療と訴訟事例より
岩瀬光(ｺｳ)/著 文芸社 /発行
194p 20cm 2006.1 1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1452 号 】

群馬年刊詩集 第二十八集
群馬詩人クラブ幹事会 /編
群馬詩人クラブ /発行
182p 21cm 2005.11 【受贈 ,桐生ﾀｲﾑｽ 1/18】
双樹の空(歌集)
登坂アサ子 /著
179p 21cm 2005.12

M&A入門 第3版 (日経文庫1088)
北地達明 北爪雅彦 /著 日本経済新聞社 /発行
206p 18cm 2005.12 830 円
北爪氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1452 号】

【受贈】

片桐石州の生涯 徳川四代将軍茶道師範
町田宗心(ｿｳｼﾝ)/著 光村推古書院 /発行
287p 21cm 2005.12 2381 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1454 号 】

立原道造 永遠に青春の詩人として佇つことの宿命
久保木宗一 /著 風塵舎 /発行
56p 21cm 2005.12 1500 円(税込) 【受贈】
淡如(ﾀﾝｼﾞｮ) 句集
吉田未灰 /著 本阿弥書店 /発行
239p 20cm 2006.1 2900 円 【受贈】

漢文教育の諸相 研究と教育の視座から
田部井文雄 /編 大修館書店 /発行
420,34p 22cm 2005.12 3800 円
編者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1452 号 】

月への梯子
樋口有介 /著 文藝春秋 /発行
253p 20cm 2005.12 1524 円
【 TRC 新刊案内 1452 号】

近代中国の農村経済と地主制 (汲古叢書63)
小島淑男 /著 汲古書院 /発行
362p 22cm 2005.12 7000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1455 号 】

土屋文明歌集『ふゆくさ』全注釈
山田繁伸 /著 冬至書房 /発行
238p 21cm 2005.12 1500 円
【 TRC 新刊案内 1453 号】
花水木 合同歌集
金耀短歌会 /発行

これならわかる金融経済 グローバル時代の日本経済
入門 第2版

山田博文 /著 大月書店画 /発行
260p 21cm 2005.12 2000 円
著者は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1453 号】

95p 21cm 2005.10【 受贈 】

冬ざくら(四)
伊勢崎自分史の会 /発行
49p 22cm 2005.6 【受贈】

最新事業戦略と事業計画書がよ〜くわかる本 ビ
ジネスモデルとビジネスプランの立て方

志村和次郎 /編著
ニュービジネスブレイン機構 /著
秀和システム /発行
253p 21cm 2006.1
1800 円
CD-ROM 付き
編者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1454 号 】

ぼくの早稲田時代
川崎彰彦 /著 右文書院 /発行
382p 20cm 2005.12 2700 円
【 TRC 新刊案内 1454 号】
わたしの太平洋戦争のうた
NHK 学園 /編集協力 武蔵野文學舎 /編集製作
生涯学習研究社 /発行
237p 19cm 2005.12
群馬県の小林まつのさん、田村房子さん、中村
幸生さんの作品あり【受贈】

需要縮小の危機 人口減少社会の経済学(NTT出版ライ

わらうおばけザクロ (平成うわさの怪談17)
木暮正夫 国松俊英 /編 岩崎書店 /発行
152p 22cm 2005.12 1000 円
【 TRC 新刊案内 1452 号】

チャレンジミッケ! 1 おもちゃばこ
ウォルター･ウィック /作 糸井重里 /訳
小学館 /発行
26p 26 × 26cm 2006.1 1360 円
【 TRC 新刊案内 1454 号】

ブラリーレゾナント019)

額賀信 /著 NTT 出版 /発行
236p 19cm 2005.12 1600 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1452 号 】
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南京事件 体験者27人が語る
笠原十九司(ﾄｸｼ)/著 高文研 /発行
327p 20cm 2006.1 2200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1454 号 】
日本近･現代文学の中国語訳総覧
康東元(ｶﾝﾄﾞｩﾝｳｪﾝ)/著 黒古一夫 /監修
勉誠出版 /発行
300p 22cm 2006.1 5000 円
【 TRC 新刊案内 1454 号】
ファンダメンタルマクロ経済学
岡村宗二 /著 中央経済社 /発行
213p 22cm 2005.12 2800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1453 号 】
ブックカフェものがたり 本とコーヒーのある店
づくり
矢部智子 今井京助 /ほか著 幻戯書房 /発行
237p 19cm 2005.12 1900 円
今井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1452 号】
幼児期における他者の内的特性理解の発達
松永あけみ /著 風間書房 /発行
182p 22cm 2005.12 8000 円
著者は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1455 号】
臨床看護指導者教本 プリセプター教育･プリセプター
システム 改訂2版

三枝典子 増田由美子 /著 メディカ出版 /発行
280p 26cm 2006.1 3800 円
前橋赤十字病院での教育実践をベースに詳述
【 TRC 新刊案内 1453 号】

視聴覚資料
下町衆Vol.1 (CD)
下町夜市実行委員会 エフエム MIT まち研空創
店舗 /企画･共同制作
館林の下町夜市開催 1 周年を記念したアルバム
全 10 曲 【上毛 1/19,毎日 1/20,読売 1/22】
大黄河悠久の旅(CD)
緒形拳 宗次郎 ｽﾘｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ
2005.12 2400 円
【 TRC 新刊案内 1453 号】
REMEMBER(CD)
小暮哲朗 ｽﾘｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ
2005.12 1000 円
【 TRC 新刊案内 1454 号 ,タウンわたらせ 1/24】

電子資料
〔 2006.01 〕
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