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浅間山 軽井沢 山と高原地図 19 2005年版
野口冬人 /調査執筆 旺文社 /発行
1 枚 55 × 79cm 解説書 :44p 18cm 2005
800 円 【購入】

本

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００５年６月分
No.２２３
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 17 年 7 月 15 日
電話 027( 231)3008 FAX 027( 235)4196

生き方ナビ これから 未来をひらく 君へ
太田哲也 /著 清流出版/ 発行
214p 19cm 2005.6 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1425 号】
石坂荘作と｢基隆夜学校 ｣ 日本統治期台湾における 一
私立学校 の歩み

・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。

宇治郷毅 /著･発行
77p 26cm 2005.4

【受 贈,朝 日 6/1】

維新の草莽高松隊と岡谷繁実
松尾正人 /著
61p 21cm 2005.3
中央大学文学部史学科第 50 号 紀要抜刷
【受贈】
植松･地尻(ﾁｼﾞﾘ)遺跡 ‑店舗建設 に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 ‑

０ 総記

安中市埋蔵文化財発掘調査団編集･発行
/
76p 写真図版 12p 30cm 2005.3 【受贈】

邑楽町立図書館 10年のあゆみ
邑楽町立図書館/ 編集･発行
155p 30cm 2005.3 【受贈】

大泉町 群馬県(住宅地図)
ゼンリン /発行
4,57,6p 39cm 2005.4
8000 円 【購入】

議会図書室の概要
群馬県議会図書室 /編 集･発行
13p 30cm 2005.5 【受贈】

大上原地区遺跡群 ‑団体営農基盤整備促進事業大上原
地区農道整備工事 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
/
106p 26cm 2003.10 付図 5 枚

【受贈】

桐生市小島家･川島家ほか諸家文書及び栗田豊三
郎氏ほか収集文書目録
桐生市立図書館/ 編集･発行
3,55p 30cm 2005.3 【受贈】

太田市西 群馬県（住宅地図）
ゼンリン /発行
12,245,4p 39cm 2005.5
12000 円 【購入】

三十年のあゆみ
沼田市読書ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会発行
/
84p 20cm 2005.3 【受贈】

太田市東 群馬県（住宅地図）
ゼンリン /発行
17,257,21p 39cm 2005.5
12000 円 【購入】

ブリンブリン Vol.1 若者的衣職流情報誌
上毛新聞社広告局 /発 行
群馬中央総合研究所 /企画･編集
8p 41cm 2005.6 【受 贈,上 毛 6/19】

尾瀬の花
小 林 隆/著 歴史春秋出版 /発 行
124p 18cm
2005.4 1143 円 【 TRC 新刊案内 1423 号】
尾瀬 燧ヶ岳･至仏山 山と高原地図14 2005年版
桑子登調査執筆
/
旺文社 /発 行
1 枚 55 × 79cm 解説書 :44p 18cm 2005
800 円 【購入】

1 哲学･宗教

男の背中
井出孫六 /著 平原社 /発 行
265p 19cm 2005.5 1800 円
内村鑑三 の評伝あり【TRC 新刊案内 1424 号】

2 歴史･伝記･地理
赤城･皇海･筑波 山と高原地図20 2005年版
日向野克己調査執筆
/
旺 文 社/発 行
1 枚 55 × 79cm 解説書:44p 18cm 2005
800 円 【購入】

大人の遠足magazine 2005夏 花咲く高原を歩こう
JTB パブリッシング /発行
144p 30cm 2005.2 857 円
玉原高原など紹介 【 TRC 新刊案内 1426 号】
-1-

〔 2005.6 〕

おやこ旅行だ! ワクワクお泊まり 関東･甲信越･
南東北編
マガジントップ/ 発行 メディアパル /発売
128p 26cm 2005.7 943 円
【 TRC 新刊案内 1425 号】

天神林遺跡･砂押Ⅲ遺跡･大道南Ⅱ遺跡･向原Ⅱ遺
跡 一般県道宇田磯部停車場線 緊急地方道路整備事業B
(改良)及び道路改築事業(改良)[地域戦略 プラン]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
/
421p 図版 17p 26cm 2004.3
付属 CD-ROM 1 枚 【受贈】

隠れ家リゾートホテル&シティホテル 関東周辺
日本出版社発行
/
159p 21cm 2005.5
952 円
【TRC 新刊案内 1423 号】

利根川(栗橋)上流域図 (立体地形図)
利根川ダム統合管理事務所 /発行
1 枚 46 × 64cm
【受贈】

関東周辺いい宿お得な宿 2005‑2006
三推社 /発 行 講談社 /発 売
128p 26cm 2005.6 880 円
【 TRC 新刊案内 1427 号】

中山道風の旅 街道めぐり 落合−京都編
テレビ埼玉 群馬テレビ さきたま出 版 会/発 行
254p 20cm 2005.6 1700 円
【 TRC 新刊案内 1426 号】

近世の善光寺草津信州街道 を旅する
唐沢雅夫 /著
139p A5 判
【上毛 5/29】

中野谷地区遺跡群2

‑県営畑地帯総合整備事業横野平
地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ‑

蔵畑遺跡 ‑工場建設 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
/
28p 写真図版 8p 26cm 2005.3 【受贈】
群馬県都市地図
旺文社 /発 行
64p 26cm 2005.4
【購入】

安中市教育委員会編集･発行
/
本文編･遺物図版編 :361p 図版 16p 26cm
遺構図版編 :362p 26cm
2004.3 付属地図 5 枚 CD-ROM 1 枚【受贈】

1800 円
西裏遺跡 ‑工場建設 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
/
42p 写真図版 8p 30cm 2005.3 【受贈】

皇后陛下御歌の碑
｢皇后陛下御歌の碑｣建立発起人会発行
/
21p 30cm 2005.5 【受贈】

西上州 妙義山･荒船山 山と高原地図21 2005年
版
打田鍈一 /調査執筆 旺文社 /発行
1 枚 55 × 79cm 解説書:47p 18cm 2005
800 円 【購入】

志賀高原 草津白根山･四阿山 山と高原地図 17 2
005年版
高相重信 尾崎博章 /調査執筆 旺文社 /発行
1 枚 55 × 79cm 解説書:44p 18cm 2005
800 円 【購入】

新田一族の戦国史
久 保 田 順 一/ 著 あかぎ出 版 /発 行
223p 19cm 2005.4 1800 円
【 TRC 新刊案内 1423 号】

下原･賽神(ｻｲｶﾐ )遺跡 ‑工場建設 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
/
53p 写真図版 8p 30cm 2005.3 【受贈】

はにわうま 春季特別展
(財)馬事文化財団 馬の博物館/ 編集･発行
52p 30cm 2005.4 【受贈】

新･傷だらけの百名山(新風舎文庫)
加藤久晴 /著 新風舎 /発 行
266p 15cm
2005.6 658 円 【 TRC 新刊案内 1425 号】

八幡平Ⅱ遺跡発掘調査報告書 ‑都市計画街路事業3･
4･5磯部原市線 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
/
53p 写真図版 17p 30cm 2005.3 付図 1 枚
【受贈】

諏訪ノ木遺跡 ‑工場建設 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
/
132p 写真図版 14p 26cm 2005.3 【受贈】

榛名町誌 資料編2 中世
榛名町誌編纂委員会 /編
榛名町誌刊行委員会 /発行
389p 27cm 2005.3 付図 1 枚
【受贈 , 上毛 6/1】

谷川岳 苗場山･武尊山 山と高原地図16 2005 年
版
近藤和美 /調査執筆 旺文社 /発行
1 枚 55 × 79cm 解説書:44p 18cm 2005
800 円 【購入】

東上秋間遺跡群発掘調査報告書 ‑ JR東日本旅客鉄道
追憶 相澤忠洋
[相澤忠洋顕彰刊行会 /発 行]
【上毛 6/2】

〔 2005.6 〕

株式会社安中榛名駅周辺住宅開発事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書‑

347p 四六判

安中市教育委員会編集･発行
/
566p 26cm 2003.2 付図 7 枚
-2-

【受贈】

藤岡市･新町 群馬県(住宅地図)
ゼンリン /発行
12,199,9p 39cm 2005.6
16000 円 【購入】

あゆみ 吉井町合併五十周年記念誌
吉 井 町/発 行
151p 30cm 2005.5

【受贈】

安全･安心なくらし 特別委員会活動報告書
群馬県議会安全 ･安心なくらし 特別委員会 /発 行
27,4,3,6,16p 30cm 2005 【受贈】

古谷地区遺跡群 ‑団体営担い手育成基盤事業古屋地区
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
付図 7 枚
441p 写真図版 57p 30cm 2004.3 【受贈】

茨城･栃木･群馬オール学校ガイド
ク2005北関東進学ブック
日本ドリコム /発行
100p 26cm 2005.4 【受贈】

プレミアムチケット 高崎市街地寄 り道マップ
高崎市商業課 /編 集･発行
1 枚 30 × 42cm 折りたたみ 2005【受贈】

ドリコムブッ

NIE実践報告書
群馬県 NIE 推進協議会 /発 行
24p 30cm 2005.5 【上毛 6/5】

編集部推薦!! 厳選121宿関東近辺人気 スポット
ライフウエル 編集部 /編 ライフウエル /発行
127p 19cm 2005.6 1000 円
【 TRC 新刊案内 1426 号】

観光学研究 第4号
東洋大学国際地域学部編集･発行
/
168p 30cm 2005.3 【受贈】

前橋藩松平家記録 第三十四巻
前橋市立図書館/ 編 煥乎堂 /発行
294p 22cm 2005.3 5600 円 【 受 贈,上 毛 6/1】

関東学園大学紀要 第13集
関東学園大学紀要 Liberal Arts 刊行委員会 /編
関東学園大学 /発 行
137p 26cm 2005.3
【受贈】

簗瀬二子塚古墳 簗瀬首塚古墳 ‑市史編さん事業及
び都市計画道路建設事業に伴う範囲確認調査及 び埋蔵文
化財発掘調査報告書 ‑

群馬県安中市教育委員会 /編 集･発行
133p 26cm 2003.3
付 属:地 図 1 枚 CD-ROM 1 枚 【受贈】

関東学園大学経済学紀要 第32集 第1号
関東学園大学経済学紀要編集担当編
/
関東学園大学 /発 行 149p 26cm 2005.3【 受贈】

るるぶ尾瀬を歩こう '05
JTB パブリッシング /発行
109p 26cm
2005.6 838 円
【TRC 新刊案内 1423 号】

教育文化事業団事業報告書 平成16年度
群馬県教育文化事業団編集･発行
/
40p 30cm 2005.3 【受贈】

わが道これを貫く
黒澤丈夫 /著 上毛新聞社出版局 /発 行
310p 22cm 2005.6 1905 円 【 受贈 , 上毛 6/22 】

群馬県教育文化事業団要覧 平成17年度
群馬県教育文化事業団編集･発行
/
36p 30cm 2005.4 【受贈】

私が登った群馬300山 上
横田昭二 /著 上毛新聞社出版局 /発 行
340p A5 判 1600 円 【上毛 6/28･7/10 】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成17年度
群馬県教育委員会高校教育課発行
/
2p 30cm【受贈】

私が登った群馬300山 下
横田昭二 /著 上毛新聞社出版局 /発 行
314p A5 判 1600 円 【上毛 6/28･7/10 】

群馬県消費者物価指数 平成16年度報
群馬県総務局統計課 /発行
8p 30cm 2005.4 【受贈】

我々は後世に何を遺してゆけるのか
鈴木範久 /著 学術出版会 /発 行
日本図書センター /発売
219p 21cm 2005.5
2000 円
明治 27 年の内村鑑三 の講演をテー
マとしたセミナーの内容をもとにまとめたもの
【 TRC 新刊案内 1423 号】

ぐんま県民カレッジ講座一覧(前期用) 平成17年
度
ぐんま県民カレッジ 事務局 /発行
77p 30cm 2005.6 【受贈】
群馬高専レビュー 第22号
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編
群馬工業高等専門学校発行
/
48,36p 30cm 2004.3 【受贈】

3 社会科学

群馬高専レビュー 第23号
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編
群馬工業高等専門学校発行
/
48,36p 30cm 2005.3 【受贈】

あたらしい 伊勢崎市誕生 ‑伊勢崎市 、赤堀町、東
村、境町の合併への歩み‑
伊勢崎市 /発行 企画部地域振興課/ 編
184p 30cm 2005.5 【受贈】
-3-

〔 2005.6 〕

群馬社会保険ガイド
[群馬社会保険事務局 ･社会保険事務所 /発行]
19p 30cm 【受贈】

児童･生徒保健活動の実践記録 第31号
度
[北群馬渋川地区学校保健会 /発 行]
1 冊 30cm 【受贈】

群馬大学教育実践研究 第22号
群馬大学教育学部 /発 行
354p 26cm 2005.3 【受贈】

市民会議と地域創造 市民が変わり行政が変わると地
域も変わる!

佐 藤 徹/著 高 崎 市/ 編 ぎょうせい /発行
217,38p 21cm 2005.3 2190 円
著 者は現在高崎経済大学地域政策学部地域政
,
策学科専任講師 【TRC 新刊案内 1425 号】

ぐんまの子どものためのルールブック 50
群馬県教育委員会事務局総務課 /発行
50p 21cm
【受贈 , 読売 5/13･ 6/11･6/18, 毎日 6/15, 上毛 6/18 】

住宅･土地統計調査報告 平成15年 第5巻 都道府
県編 その10 群馬県
総務省統計課 /編 集･発行
297,65p 30cm 2005.3 【受贈】

群馬歴史民俗 第26号
群馬歴史民俗研究会 /編集･発行
98p 21cm 2005.3 【受贈】
県勢グラフ 平成17年
群馬県 /発 行
1 枚 88 × 62cm 折りたたみ

生涯学習をすすめるために 視聴覚教材機器編
平成16年度16ミリフィルム･ビデオテープ等の目録
学習基礎資料集4

2005.1【 受贈】

県政のあゆみ 平成16年度
群馬県広報課 /発 行
44p 30cm 2005.5 350 円(税込)

生涯

群馬県生涯学習センター情報教育課 /編
群馬県生涯学習ｾﾝﾀｰ 群馬県視聴覚ｾﾝﾀｰ/発行
6p 30cm 2005.3 【受贈】
【受贈】
人権･同和問題関係資料
群 馬 県/発 行
233p 30cm

広報おおまま 縮刷版Ⅴ
大間々町企画財政課 /編集･発行
1022p 27cm 2005.3 【受贈】

【受贈】

2005.3

政策プロジェクト結果報告集 平成16年度
群馬県新政策課 /発行
244p 30cm 2005.3
980 円(税込) 【受贈】

広報おおまま 縮刷版Ⅵ
大間々町企画財政課 /編集･発行
1158p 27cm 2005.3 【受贈】

生命科学 2004年度
東洋大学生命科学部 /発行
118p 30cm 2005.3 【受贈】

国際地域学研究 第8号
東洋大学国際地域学部編集･発行
/
364p 30cm 2005.3 【受贈】

卒業60周年記念誌 獅子会
雨 宮 肇/編 萩 昌 /発 行
44p 26cm 2005.4 【受 贈,上 毛 4/29】

心の輪
[桐生市子ども会リーダーズクラブ /発行]
ここ 10 年の活動状況をまとめた記念誌
【桐生ﾀｲﾑｽ 6/1 】

高崎経済大学附属地域政策研究センター年報 200
4年度･第3号
高崎経済大学附属地域政策研究ｾﾝﾀｰ/編集･発行
53p 30cm 2005.3 【受贈】

50年のあゆみ 榛名町50周年記念誌
群馬県榛名町 /発 行
69p 30cm 2005.3 【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第4号
高崎健康福祉大学紀要編集委員会編
/
高崎健康福祉大学発行
/
194p 26cm 2005.3 【受贈】

子持村勢要覧 2005
子持村企画課 /企 画･編集
27,8p 30cm 2005.3 【受贈】

利根沼田社会教育要覧 平成17年度
群馬県教育委員会利根教育委員会事務所発行
/
56p 30cm 【受贈】

差別のない明日をめざして 人権･同和問題研修用
資料
群馬県 /発 行
1 枚 26 × 37cm 折りたたみ 【受贈】

入学者選抜に関する要項 平成18年度
前橋工科大学 /発 行
14p 30cm 【受贈】

施策の概要 平成17年度
[群馬県教育委員会生涯学習課/ 発行]
67p 30cm 【受贈】

〔 2005.6 〕

平成16年

｢人づくり特別委員 ｣活動報告書
群馬県議会人 づくり特別委員会 /発 行
43p 30cm 2005.5 【受贈】
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防犯ハンドブック 犯罪被害に遭わないために
群馬県 /発 行
21p 30cm
100 円(税込)
【受贈 , 毎日 5/28, 読売 6/16】

利根生物談話会報 第119号
利根生物談話会 /発行
22p 26cm 2005.6 【受贈】

保健の歩み 52
[北群馬渋川地区学校保健会 /発 行]
101p 30cm 2005.3 【受贈】

保健福祉統計年報 平成17年刊
群馬県保健･福祉･食品局保健福祉課 企画広報
ｸﾞﾙｰﾌﾟ/編集･発行
411p 30cm 2005.3
1440 円(税込) 【受贈】

ママのポケット
横谷香代子著
/
200 冊発行
【群馬よみうり 5/28】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書(Ⅹ
ⅩⅩ)
群馬県自然環境課編集･発行
/
440p 30cm 2004.3 【受贈】

前橋工科大学研究紀要 第8号
前橋工科大学 /発 行
176p 30cm 2005.3
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

前橋市公民館事業概要 平成16年度
[前橋市教育委員会/ 発行] 148p 30cm 【 受贈】

麻生正紀の誰も知らない上毛革命
中原悦子 /著 旭屋出版/ 発行
206p 19cm 2005.6 1500 円
｢上毛撚糸｣黒字計上 までを追う
【 TRC 新刊案内 1426 号】

ゆとりとうるおいのある新たなふるさと 創造の町
第四次大泉町総合計画

大泉町 /発 行
まちづくり推進部まちづくり推進室 /編
149p 30cm 2001.3 【受贈】

今さら聞けない｢入札制度｣ 関東甲信越版
[日本工業経済新聞社前橋支局/ 発行]
340p B5 判 2005.6 3150 円
【群馬建設 6/4 ･6/28･ 7/9 】

要覧 平成17年度
群馬県総合教育センター /発行
16p 30cm 【受贈】

桐彩繍
桐生刺繍商工業協同組合 /作 製
15p
刺しゅうの技法を集めた見本帳
【桐生ﾀｲﾑｽ 5/26 】

レストラン &ゲストハウスウエディング No.2 北
関東版
ウインドアンドサン /発行 実 業 之 日 本 社/発 売
146p 20cm 2005.6 457 円
【 TRC 新刊案内 1423 号】

会報 第32号
群馬県食品工業協会 /発行
138p 26cm 2005.3 【受贈】

4 自然科学

環境共生社会特別委員会活動報告書
群馬県議会環境共生社会特別委員会 /発 行
41p 30cm 2005.5 【受贈】

1108 ‑浅間山噴火 ‑ 中世への胎動 かみつけの里
博物館第12回特別展
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
/
76p 30cm 2004.10 【受贈】

群馬県鉱工業指数 平成14年
群馬県総務部統計課統計分析ｸﾞﾙｰﾌﾟ/編集･発行
100p 30cm 2004.3 【受贈】

大峰沼･古沼自然環境調査報告書
群馬県自然環境課 /編 集･発行
123p 30cm 2003.12 【受贈】

群馬県鉱工業指数 平成15年
群馬県総務部統計課統計分析ｸﾞﾙｰﾌﾟ/編集･発行
57p 30cm 2005.3 【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 9号
群馬県立自然史博物館編集･発行
/
128p 30cm 2005.3 【受贈】

ぐんまにおもてなしのトイレあります。ビジター
トイレ認証制度
群馬県観光物産課発行
/
1 枚 42 × 60cm 折りたたみ 2005.3 【受贈 】

群馬県立自然史博物館自然史調査報告書 第3号
群馬県立自然史博物館編集･発行
/
75p 30cm 2005.3 【受贈】

ごみ分別辞典
伊勢崎市 /発行
28p A4 判
旧伊勢崎 ･東･境
地区用と旧赤堀地区用の 2 種あり
【上毛 6/1, 朝日 6/22】

県立ぐんま天文台年次報告 2004
［県立ぐんま天文台 /発 行］ 56p 30cm【 受贈】
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〔 2005.6 〕

Japan Style
チャールズ･イー･タトル出 版/発 行
224p 2005.2
洋書の写真集 高崎哲学堂と川
端家住宅の紹介あり 【上毛 5/28】

群馬の交通事故統計 平成16年
群馬県警察本部 /発行
37p 21 × 30cm
平成 15 年までのタイトルは「 群馬の交通統計 」
【受贈】

スバルを支える職人たち スバリストと呼ばれる根強

数字で見る関東の運輸の動き 2005
運輸振興協会 /発 行
223p 図版 15 枚 21cm 2005.3 762 円
【 TRC 新刊案内 1425 号】

いファン の心を掴む

清水和夫 柴田充 /著 小学館 /発 行
255p 20cm 2005.6 1500 円
【 TRC 新刊案内 1425 号】
全国安心工務店一覧 関東版2005‑2006

『地域力』の研究 高崎商科大学叢書 第2号
高崎商科大学ネットビジネス研究所 /編 集 ･発行
139p 26cm 2005.3 【受贈】

地域の工

務店で家を建てよう

三島俊介 /監修 安 心 工 務 店 事 務 局/取 材 ･執筆
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 出版局 / 発行 ごま 書 房/発 売
278p 21cm 2005.6 1800 円
【 TRC 新刊案内 1426 号】

農地利用集積の現状と課題
関東農政局統計部編集･発行
/
85p 30cm 2005.3 【受贈】

[田中正造全集関係資料目録(岩波書店寄贈資料)]
[足尾鉱毒事件･田中正造記念館建設促進会 /編]
406p A4 判
【上毛 6/3 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
赤城山 鈴木隆志写真集
上毛新聞社出版局作製
/
78p B5 判変形 1365 円(税込)

富弘美術館 Tomihiro Art Museum
ﾖｺﾐｿﾞﾏｺﾄ /著 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝﾊﾞｳﾑ/訳
建築･都市ワークショップ/発行
103p 18cm 2005.5 1200 円
英文併記 【 TRC 新刊案内 1425 号】

【上毛 6/23】

大泉かるた
大泉町教育委員会スポーツ文化振興課 /発行
2005.2 【受贈】

トコトン群馬の家づくり 2005春号
上毛新聞社出版局 /発 行 【上毛 6/12】

風の記憶 ぐんま文化の日2004
ぐんま文化会議 /企画･編集･発行
47p 21cm 2005.3 【受贈】

中島戦闘機設計者の回想 戦闘機から｢剣｣へ‑航空技
術の闘い (光人社NF文庫)
青木邦弘 /著 光人社 /発 行
211p 16cm 2005.6 590 円
【 TRC 新刊案内 1424 号】

キズアト
石内都 /著 日本文教出版 /発 行
198p 24cm 2005.2 2400 円
【 TRC 新刊案内 1424 号】

ノコギリ屋根工場群の活用による都市再生モデル
調査報告書
ファッションタウン桐生推進協議会 /発 行
93p A4 判
【桐生ﾀｲﾑｽ 5/13】

三晃書房 /発 売

草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル
第26回
[財団法人関信越音楽協会･群馬県草津町発行]
/
1 枚 26 × 73cm 折りたたみ 【受贈】

人々の暮らしを支えて 利根川ダム統合管理事務
所40周年記念誌
利根川ダム統合管理事務所 40 周年記念誌編集
委員会 /編
利根川ダム統合管理事務所 /発行
99p 30cm 2005.3 【受贈】

竹久夢二のおしゃれ読本
竹久夢二美術館 石 川 佳 子/ 編
河出書房新社 /発 行
127p 21cm 2005.5
1500 円 【 TRC 新刊案内 1423 号】
二十年史
[長野原町ソフトボールクラブ /発行]
59p A4 判
1000 円 【上毛 6/25】

6 産業
関東の道『関東の道』発刊20周年記念
社団法人関東建設弘済会 /発 行
816p 26cm 2005.3 付属地図 1 枚【受贈】

日本の美術館を楽しむ No.17 宇都宮美術館 栃
木県立美術館 群馬県立近代美術館
朝日新聞社発行
/
32p 30cm 2005.2 【購入】

群馬の生糸
群馬県農政部蚕糸課 /発行
1 冊 21cm
六千部制作

榛名山 鈴木隆志写真集
上毛新聞社出版局作製
/
78p B5 判変形 1365 円(税込)

〔 2005.6 〕

【受 贈,上 毛 5/29 】
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【上毛 6/23】

マザーズ2000‑2005 未来の刻印
石内都 /写 真 淡交社 /発 行
135p 25cm
2005.6 2300 円 【 TRC 新刊案内 1425 号】
妙義山 鈴木隆志写真集
上毛新聞社出版局 /作 製
78p B5 判変形 1365 円(税込)

草野心平日記 第1巻 1940‑63
草野心平 /著 草野心平日記刊行会 /編
思 潮 社/発 行
564p 22cm 2005.4 8000 円
【 TRC 新刊案内 1423 号】
くまいちご
梅田俊作 /絵 木暮正夫/ 作 くもん出版 /発 行
1 冊 27cm 2005.6 1200 円
【 TRC 新刊案内 1424 号】

【上毛 6/23 】

8 語学

心の大地に咲いたエッセイ百編の花
林 東 一/ 著･発行
112p 21cm 2005.6 【 受贈】
[上毛新聞投稿文集 ]
小林禎仁 /著 上毛新聞｢ひろば｣欄投稿作品 210
編をまとめた文集
【上毛 6/9】

9 文学
イージー･イングリッシュ
石原書店 /発行
419p A5 判
ソフトカバー :1995 円 ハードカバー :2480 円
伊勢崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報に連載のエッセイをまと
めたもの
【いせさき 6/3】

『続すぎゆき』歌集 『くさぐさ』雑文集
関口克巳 /著･発行
140,143p 21cm 2005.5 私家版 【受贈】

一期一会 第300回句会記念句集
高崎市医師会俳句部 /発行
213p 19cm 2005.3 【受贈】

第百三十回 芥川賞受賞作考 蹴りたい背中･蛇に
ピアス
倉田東平 /著
株式会社 ジャスト 月刊ヴィアン /発行
256p 20cm 2005.6 1900 円 【受贈】

うず潮 ‑ある青春と敗戦前夜の軍隊
西平直喜 /著 (株)山梨ふるさと 文庫 /発 行
213p 19cm 2005.1 【受贈】

田山花袋記念文学館研究紀要 第18号
田山花袋記念文学館 /発行
73p 26cm 2005.3 【受贈】

男看護婦と家族の絆
伊藤正美 /著
自費出版 上毛新聞｢ひろば｣欄
投稿 9 編と書下し 4 編をまとめた小冊子
2005.6 【上毛 6/22】

とうちゃんはかんばんや
野村たかあき /絵 平田昌広/ 作
30p 27cm 2005.5 1300 円
【 TRC 新刊案内 1423 号】

影ふみ 1 (大活字文庫 94)
横山秀夫 /著 大活字 /発 行
317p 21cm
2005.6 2980 円 【 TRC 新刊案内 1427 号】

沼田文学 第11号
沼田文学 の会 /発 行
【受贈】

影ふみ 2 (大活字文庫 94)
横山秀夫 /著 大活字 /発 行
385p 21cm
2005.6 3010 円 【 TRC 新刊案内 1427 号】

ひたすらの声 歌集
田島泰子 /著 短歌新聞社 /発 行
227p 20cm 2005.5 2500 円 【受贈】

影ふみ 3 (大活字文庫 94)
横山秀夫 /著 大活字 /発 行
367p 21cm
2005.6 3010 円 【 TRC 新刊案内 1427 号】

ひとりぼっちなの
きむらゆうこ /文･絵
新 風 舎/発 行
1 冊 27cm 2005.4 1300 円 【いせさき 6/24】

風花随筆文学賞入賞作品集 平成16年度
｢風花随筆文学賞 ｣実行委員会発行
/
51p 26cm 2005.3
草津のハンセン病患者に関した作品あり【 受贈 】

広瀬川の流れとともに ‑前橋文学館友の会10年の歩

希望に満ちた満蒙開拓と終戦 群馬満蒙拓魂之塔
建立三十周年記念誌
群馬拓友協会 /発 行
群馬満蒙拓魂之塔建立三十周年記念誌編纂委員
会 /編
416p 19cm 2004.3 【受贈】

方位 綜合文芸雑誌
久 保 木 宗 一/編 風塵舎/ 発行
50p 21 × 21cm 2005.4 1000 円(税込)
【受贈 , 毎日 6/23】
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教育画劇 /発 行

139p 20cm 2005.5

み‑

前橋文学館友 の会/編 集･発行
137p 26cm 2005.5 【受 贈,朝 日 6/12】

〔 2005.6 〕

精神看護エクスペール 10 高齢者の精神看護
坂田三允 /総編集 中山書店 /発行
198p 26cm 2005.5 2600 円
編者は群馬県立精神医療 センター看護部部長
【 TRC 新刊案内 1424 号】

県関係者の一般著作
｢歌おう大正時代｣ピアノ伴奏曲･解説付き改訂編
髙橋整二 /編著･発行
413p 30cm 1999.2
著者は群馬県生まれ【受贈】

その英語、ネイティブにはこう聞こえます 3
医学博士がやさしく 教える7秒ダイエット
角田直也 /著 PHP 研 究 所/発 行
111p 21cm 2005.6 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1424 号】

David A.Thayne 小池信孝 /著
191p 19cm 2005.7 1200 円
小池氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1426 号】

覚える!日本史
前田秀幸 /著 PHP 研 究 所/発 行
223p 19cm 2005.6 1200 円
著 者は現 在,群 馬 英 数 学 館 などの日本史講師を
務める 【TRC 新刊案内 1424 号】

日本のダダ1920‑1970 増補新版
白川昌生 (ﾖｼｵ)/編 水声社/ 発行
159p 30cm 2005.6 3800 円
編者は前橋文化服装専門学校教論
【 TRC 新刊案内 1426 号】

理論と実践

渡辺俊之 /著 金剛出版/ 発行
202p 22cm 2005.5 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1425 号】
解説裁判員法
池田修 /著 弘 文 堂/発 行
203p 21cm 2005.5 2200 円
著者は現在前橋地裁所長･判事
,
【 TRC 新刊案内 1423 号】

認知症の正しい理解と包括的医療･ケアのポイン
ト 快一徹!脳活性化リハビリテーションで進行を防ごう
山口晴保 /編著 佐土根朗 /著
協同医書出版社 /発行
262p 26cm 2005.5 3300 円
山口氏は群馬大学医学部保健学科基礎理学療法
学講座教授･医師 【 TRC 新刊案内 1427 号】

光生館 /発行

脳活性3Dトレーニング ･ドリル
栗田昌裕 /著 学 研/発 行
64p 26cm 2005.6 952 円
著者は現 在,群 馬パース大学教授
【 TRC 新刊案内 1423 号】

公会計
稲沢克祐 /著 同文館出版 /発 行
158p 21cm 2005.5 2000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1424 号】

身につける ディベートの技術
茂木(ﾓﾃｷﾞ)秀 昭/著 中経出版発行
/
191p 19cm 2005.5 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1423 号 】

社会を変える会計と投資
水口剛 /著 岩波書店 /発 行
114p 19cm 2005.6 1200 円
著者は高崎経済大学経済学部助教授
【 TRC 新刊案内 1427 号】

ヨーロッパの名橋巡礼
European
fabulous
bridges
平澤一郎 /文･写真 小学館スクウェア/ 発行
151p 21cm 2005.6 2381 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1425 号 】

ショーさん物語 避暑地軽井沢 のはじまり
宮本かほる/著 ebicream/イラスト
軽井沢ナショナルトラスト /発行
軽井沢新聞社 /発 売
1 冊 22cm 2005.4
1200 円 【受贈】

視聴覚資料

炭はいのちも救う
宮下正次 /著 リベルタ出 版 /発 行
222p 20cm 2005.5 1800 円
著者は群馬県生 まれ 【 TRC 新刊案内 1423 号,
群馬よみうり 6/9, 上毛 6/18】

〔 2005.6 〕

主婦の友 社/発 行

なやみはつきねんだなあ(大活字文庫92)
相田みつを/書 佐々木正美 /著 大活字 /発 行
341p 21cm 2005.5 3010 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1423 号】

介護者と家族の心のケア 介護家族カウンセリング の

学校給食実務書 改訂版
茂木専枝(ﾓﾃｷｾﾝｴ) 中 川 靖 枝/著
321p 21cm 2005.6 2400 円
茂木氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1424 号】

海

外旅行パーフェクト編

雨 手紙 車窓(CD)
LACCOTOWER(ﾗｯｺﾀﾜｰ)
2005.6
1200 円 3 曲
4 人組バンドのうち 3 人が伊勢崎市出身
【 TRC 新刊案内 1427 号 , 上毛 6/12】
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[大泉小唄](CD)
西邑楽高校吹奏楽部 /演奏
｢大泉小唄｣をサンバにアレンジ した曲
【上毛 5/28】
Ocarina Wind Family (CD)
宗次郎 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ 2005.5
【 TRC 新刊案内 1424 号】

2857 円

御巣鷹山(CD)
小沢鶴宝(ｶｸﾎｳ)/ 琵琶 自主制作
弾き語りによる鎮魂歌 【読売 6/12】
桐生八木節(CD)
桐生市観光協会/ 発売
エレキギター の演奏バージョン(神山武夫とｼﾞｭ
ﾝｸﾗｼｯｸ/演奏 神山多美子 /詞)を追加
【桐生ﾀｲﾑｽ 5/28, 日刊きりゅう 5/29】
世界のうた こころのうた(2) (CD)
宗次郎 ｽﾘｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ 2005.5 2400 円
【 TRC 新刊案内 1424 号】
それもわたしが 決めたこと (CD)
果奈
2005.6 1714 円 9 曲
桐生市出身のシンガーソングライター
【 TRC 新刊案内 1426 号 , 桐生ﾀｲﾑｽ 6/2 】
走れ･いつまでも(CD)
星ゆたか /歌 笠見実 /作 曲 松田昇三作詞
/
ｺﾛﾑﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 2005.6 1200 円
わたらせ渓谷鉄道の車窓からの風景を歌う
【読売 6/24, 上毛 6/26,桐生ﾀｲﾑｽ 6/27】
ヴォヤージ(CD)
宗次郎 ｽﾘｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ 2005.5
【 TRC 新刊案内 1424 号】

2400 円

MONSTER DRIVE(CD)
布袋寅泰 東芝 EMI 2005.6 2913 円
【 TRC 新刊案内 1427 号】

電子資料
東秋間遺跡群発掘調査報告書 JR東日本旅客鉄道株
式会社安中榛名駅周辺住宅開発事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 (CD‑ROM)

安中市教育委員会 /編 集･発行
1 枚 2003.2 【受贈】
保健福祉統計年報 CD‑ROM版 平成17年刊
群馬県保健･福祉･食品局保健福祉課 /発 行
1 枚 1000 円(税込) 【受贈】
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〔 2005.6 〕

