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足門寺屋敷Ⅲ遺跡 三ツ寺大下Ⅴ遺跡 保渡田(ﾎﾄﾞ
ﾀ)薬師塚古墳 町立テニスコート ･町立南保育園･井出地
区排水路新設工事 に伴う発掘調査

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００５年４月分
No.２２１
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 5 月 15 日
電話 027( 231)3008 FAX 027( 235)4196

群馬町教育委員会編集・発行
/
102p 写真図版 43p 30cm 2004.3

磯部温泉
[群馬県安中市商工観光課 群馬県安中市観光協
会 /発 行]
1 枚 30cm 【受 贈,上 毛 4/13】
いちどは行きたい混浴温泉 関東周辺 最新保存版
大黒敬太 /撮影･取材･文･編集
日本出版社発行
/
143p 21cm 2005.4
952 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

・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。

井出地区遺跡群井出北畑遺跡 担い手育成ほ場整備
事業井出地区に伴う埋蔵文化財発掘調査 大型前方後円墳
の周辺に位置する初期群集墳

群馬県群馬町教育委員会 /編 集・発行
198p 写真図版 100p 30cm 2003.3 【受贈】

０ 総記

今井三騎堂遺跡 今井見切塚遺跡 ‑縄文時代編‑
多田山住宅団地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書 第3集 （2分冊)

子どもと本をつなぐ図書館ガイドブック
群馬県立図書館/ 企画･編集・発行
20p 30cm 2005.3 【自館発行 】
パソコン･インターネットを利用する上で知って
おきたいこと
オフィスハピネス /発行
46p 【 いせさき 3/25】
本との出会い一冊の本が未来への道しるべ 群馬
県子ども読書活動推進計画
群馬県教育委員会 /発 行
1 枚 30 × 42cm
折りたたみ 【受贈】

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 / 編集・発行
第 1 分冊(本文編):745p 30cm
第 2 分冊(遺物観察表･写真図版編):91p 写真図
版 218p 30cm
付図 4 枚 2005.3 【受贈】
[尾瀬トレッキングガイド(英語版,ポルトガル語
版,韓国語版,中国語版 )]
尾瀬保護財団 /作 成 1 枚 26 × 46cm 2005
折りたたみ 【受 贈,日 経 3/30, 上毛 4/15 】
お手軽アウトドア関東周辺 '05‑'06
旺 文 社/発 行
127p 26cm 2005.5
【 TRC 新刊案内 1419 号】

前橋ヒューマン 創刊準備号
群馬よみうり 新聞社 /企画･編集
群馬タウンメディア /発行
1 枚 41 × 28cm 2005.4
前橋市内の情報に
特化したタウン情報誌【受贈読売
,
4/13 】

857 円

温泉ぴあ楽々!日帰り温泉 首都圏版 2005
ぴあ /発行
144p 29cm 2005.5 743 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】
賭けた儲けた生きた
鍋島高明 (ﾀｶﾊﾙ) /著 五台山書房 /発 行
河出書房新社 /発 売
340p 20cm 2005.4
2000 円
中居屋重兵衛についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1418 号】

Matto(ﾏｯﾄ)月刊 創刊号
上越印刷工業 (株)/企画･編集･制作･印刷
JP クリエイティブワーカーズ /発行
15p 30cm 2005.4
ビジネスマン向け情報誌
【受贈 , 上毛 4/9, 読売 5/8 】

関東からでかける女性のためのすてきな宿
女性にやさしい宿 倶 楽 部/ 著 メイツ出 版/発 行
144p 21cm 2005.4 1500 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

1 哲学･宗教

関東の山ベスト100
JTB パブリッシング /発行
255p 21cm 2005.4 1600 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

2 歴史･伝記･地理
吾妻郡人物文化誌
[刊行委員会 /発行]

【受贈】

B5 判

390p 【 上毛 4/27】

-1-

〔 2005.04 〕

気軽に3時間山歩き 関東周辺
実業之日本社 /発 行
159p 21cm 2005.4 1600 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

JR東日本小 さな旅 めん街道両毛線 2005.春
(株)ジェイアール東日本企画企画･編集
/
JR 東日本高崎支社発行
/
1 枚 26 × 88cm 折りたたみ
【受贈 , 日経 3/29, 毎日 4/7,上毛 4/20】

北原村東遺跡･中泉稲荷前遺跡 民間開発に伴う埋蔵
時事放談3 郵政改革 子供と教育 日米安保
TBS『時事放談』制作スタッフ /編
講 談 社/発 行
334p 19cm 2005.3 1500 円
ゲストの一人は中曽根康弘氏
【 TRC 新刊案内 1418 号】

文化財発掘調査

群馬町教育委員会 /編 集・発行
10p 30cm 2004.12 【受贈】
北谷(ｷﾀﾔﾂ)遺跡 重要遺跡(古墳時代居館跡)範囲確認
に伴う埋蔵文化財発掘調査

群馬県群馬町教育委員会 /編 集・発行
191p 写真図版 47p 30cm 2005.1 付図 1 枚
【受贈】
CadaCada(ｷｬﾀﾞｷｬﾀﾞ)桐生 第5号
庭山由紀 /発行
24p A4 判
【桐生ﾀｲﾑｽ 4/26 】

四万人テキスト
四万温泉協会 /発 行
30p 五百部作製 地元用ガイドブック
【上毛 4/20】

300 円

寿恩
清 水 崇/ 著 ぴあ /発行
351p 19cm 2005.4
1500 円 著者は群馬県生まれ ,映画監督
【 TRC 新刊案内 1417 号】

金竹西(ｷﾝﾁｸｻｲ)Ⅳ遺跡 基盤整備促進事業十二地区土
地改良事業に伴う発掘調査報告書

群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会発行
/
16p 図版 9p 30cm 2004.3 【受贈】

首都圏からのオートキャンプ場 '05〜'06
JTB パブリッシング /発行
224p 26cm 2005.4 857 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

クルマで行く日帰り山歩き 東京首都圏
実業之日本社 /発 行
199p 21cm 2005.4 1600 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

戦後60年日本の針路を問う 世界日報30年の視点
木下義昭 /編著 中曽根康弘ほか /述
世界日報社発行
/
322p 20cm 2005.3
1500 円 【 TRC 新刊案内 1416 号】

車ででかける関東子どもハイキング
湯沢宏 /著 メイツ出 版/発 行
160p 21cm 2005.5 1500 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

善徳遺跡 大規模店舗建設 に伴う埋蔵文化財発掘調査
吉岡町遺跡調査会発行
/
22p 図版 8p 30cm 2004.10 【受贈】

クルマで山あるき 関東周辺
JTB パブリッシング /発行
207p 21cm 2005.4 1500 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

多々良沼てくてく周遊マップ
館林市･邑楽町･館林行政事務所･館林市ボラン
ティアガイド 団体･東武鉄道 /作 製 協 力
A3 判
一万部作製 【上毛 4/27, 毎日 5/11】

群馬県ロケ地周辺観光ガイド 連続テレビ小説｢フ
ァイト｣の舞台 群馬県
群馬県 /発 行
1 枚 30 × 84cm 折りたたみ
【受贈 , 日経 4/13, 上毛 5/3】

泊まってみたい公共の宿、格安の宿600 関東周辺
成美堂出版発行
/
160p 26cm 2005.5 933 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

上野国小幡氏研究ノートⅡ
今井寛之 /編 国峯小幡氏研究会 /発 行
179p 30cm 2004.8 【受贈】

中御所Ⅱ遺跡
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会発行
/
32p 図版 20p 30cm 2005.3 【受贈】

子どもと一緒に楽しめる! 家族旅行宿 &遊び場ガ
イド 関東周辺'05
ベネッセコーポレーション /発行
144p 26cm 2005.3 476 円
【 TRC 新刊案内 1416 号】

新島襄 良心之全身ニ充満シタル丈夫(ミネルヴァ
日本評伝選)
太田雄三 /著 ミネルヴァ書 房/発 行
384,10p 20cm 2005.4 2500 円
【 TRC 新刊案内 1418 号 , 朝日 4/12】

猿ヶ京三国温泉郷 湯けむりパスポート
猿ヶ京温泉旅館協同組合 /発 行
32p A6 判
一万五千部発行
【日経 3/31, 上毛 4/22】

日光･那須･谷川岳
中村成勝 菊池哲男/ 共著 山と渓谷社/ 発行
159p 21cm 2005.4 1500 円
【 TRC 新刊案内 1416 号】

〔 2005.04 〕
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ネイチャーウォーク <関東･甲信越> '05〜'06
旺文社 /発 行
176p 29cm 2005.5 838 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

るるぶ軽井沢 '05〜'06
JTB パブリッシング /発行
127p 26cm 2005.5 800 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

白門に燃える
井上政夫 /著 童心社 /発 行
198p 26cm 2005.4 1500 円 【 受贈 , 上毛 4/21 】
発掘調査概報 平成15年度
桐生市教育委員会 /発 行
【受贈】

るるぶ草津四万伊香保軽井沢
JTB パブリッシング /発行
143p 26cm 2005.4 800 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

44p 30cm 2005.3
我が歩みし九十年
村 岡 博/著 村岡正一 ･森田ゑみ子/発 行
あさを社 /編集制作
101p 22cm 2005.3
【受贈】

日帰り･一泊東京･関東周辺大満足 の家族旅行 '05
〜'06
成美堂出版発行
/
160p 26cm 2005.4 900 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

私を育てたつまごい干俣
干川逞次 /著
99p A5 判
【上毛 4/18】

日帰りスパ&温泉宿 関東版 2005‑2006
角川書店 /発行
117p 29cm 2005 838 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

3 社会科学

日帰りで過ごす憧れの温泉宿 関東･甲信越
JAF 出 版 社/発 行
80p 26cm 2005.4 743 円
【 TRC 新刊案内 1416 号】

愛のつばさ ‑創立50周年記念誌‑
創立 50 周年記念誌編集委員会 /編
前橋更生保護女性会 /発行
103p 26cm 2005.3 【受贈】

夫婦で出かける山あるき 東京首都圏
実業之日本社 /発 行
159p 21cm 2005.4
1500 円 【 TRC 新刊案内 1418 号】

赤岩にみせられて まりおばさんと 16の太陽
木村まり江 木村講太 /著 木村まり江/ 発行
155p 19cm 1999.12 953 円【受贈】

フラワーランド ぐんま
群馬の旅特別宣伝協議会 /作 製
56p 26 × 11cm 十万部作製
【日経 4/23, 読売 4/24,産経 5/7】
ベストドライブ 関東 2005‑06年版
旺文社 /発 行
159p 26cm 2005.5
【 TRC 新刊案内 1418 号】

安中教育 第46号
竹 内 徹/編 安中市教育委員会発行
/
97p 20cm 2005.3 【受贈】
857 円

かじかの里学園 第13期生 修園文集
かじかの 里学園 文集編集委員会 /編
山のふるさと合宿 かじかの 里学園 /発行
112p 26cm 2005.3 【受贈】

まがりまっすぐ 八十年
松永秀雄 /著 上毛新聞社出版局 /制 作
222p 22cm 2005.3 【受 贈,上 毛 4/7】

教育行政の主要施策 平成17年度
群馬県教育委員会発行
/
57p 30cm 2005.3
【受贈】

万延元年遣米使節航米記
木村鉄太 /著 高野和人/ 編訳
熊 本 日 日 新 聞 社/発 行 熊本日日新聞情報文化
センター /発売
302p 21cm 2005.4
2000 円
著者は小栗上野介 の従者
【 TRC 新刊案内 1419 号】
緑の小径 ‑或る教育者の半生‑
神藤吉重 /著
224p 21cm 2005.4

三百部印刷

桐生議会会議録 平成17年第1回臨時会
[桐生市議会事務局/ 発行] 93,12p 30cm
【 受贈】
くらしのガイド市民便利帳 平成17年度版
館林市役所発行
/
30p 30cm 【 受贈 , 上毛 4/2】

【受贈】
群馬学の確立に向けて 2004.9 第一号
群馬県立女子大学発行
/
13p 30cm 2004.9
【受贈】

元井出4遺跡 老人保健施設建設に伴う発掘調査
群馬町教育委員会 /編 集・発行
13p 図版 4p 30cm 2005.3 【受贈】

ぐんま企業ガイドブック 2006年版
群馬労働局職業安定部職業安定課監修
/
(社)群馬県雇用開発協会 /発 行
343p 26cm 2005.3 【受贈】

宿ぴあ 露天風呂付客室、源泉、味覚…寛ぎの名
旅館 首都圏版
ぴあ/ 発行
104p 29cm 2005.4 743 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】
-3-

〔 2005.04 〕

ぐんま教育工房 事業基本計画・研修講座案内 平
成17年度
群馬県総合教育センター /発行
151p 30cm 2005.3 【受贈】
群馬県議会会議録 平成16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
204p 30cm
【受贈】

県民を対象とした各種事業に関する実態調査〜県
関係機関･施設及び大学等高等教育機関編 〜
(財)群馬県教育文化事業団群馬県生涯学習セン
ター学習振興課 /編
(財)群馬県教育文化事業団群馬県生涯学習セン
ター /発行
51p 30cm 2005.3 【受贈】
事業概要 平成15年度
前橋保健福祉事務所 /発行

2005.9

群馬県消費者物価指数年報 平成16年
群馬県総務局統計課 /発行
51p 30cm 2005.3 【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 2006年度用
晶文社出版編集部編集
/
晶文社出版発行
/
晶文社 /発 売
1543p 21cm 2005.4 2000 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

群馬県消費者物価指数年報 (速報) 平成16年
群馬県総務局統計課 /発行
10p 30cm 2005.2 【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 2006年度用
晶文社出版編集部編集
/
晶文社出版発行
/
晶文社 /発 売
791p 21cm 2005.4 1900 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

群馬県立医療短期大学紀要 第12巻
群馬県立医療短期大学発行
/
144p 30cm 2005.3 【受贈】
群馬県立女子大学紀要 第26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
201,146p 26cm 2005.2 【受贈 】

松韻 第27号
群馬県高等学校長協会発行
/
107p 26cm 2005.3 【受贈】

ぐんまこどもの 夢大賞入選作品集 第13回 平成16
年度
(財)群馬県児童健全育成事業団 /編集・発行
111p 21cm 2005.3 【受贈】

少年非行概況 平成16年
群 馬 県 警 察 本 部 生 活 安 全 部 少 年 課/ 編 集・発行
68p 30cm 【受贈】

群馬大学社会情報学部研究論集 第12巻
群馬県大学社会情報学部 /編 集・発行
314p 26cm 2005.3 【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要 第3巻第1号
上武大学 ビジネス情報学部 /発行
112p 26cm 2005.3 【受贈】

｢群馬大学地域貢献事業 ｣概要 平成16年度
[群馬大学地域連携推進室発行]
/
14p 30cm 【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要 第3巻第2号
上武大学 ビジネス情報学部 /発行
104p 26cm 2004.11 【受贈】

群馬の県民経済計算 平成14年度
群馬県総務局統計課 /編
62p 30cm 2005.3 【受贈】

上武大学における教育･研究の自己点検と改革の
指標 平成15年度
上武大学自己点検委員会 /編
上武大学 /発行
187p 26cm 2004.12 【 受贈】

ぐんまの子どもをいきいきとはぐくむために
ぐんま子どもいきいき推進会議 /作製
教員用冊子 二千部作製 【上毛 4/13 】

選挙の記録 第20回参議院議員通常選挙
群馬県選挙管理委員会編集・発行
/
339p 30cm 2005.3 【受贈】

ぐんまの子どもをいきいきとはぐくむために(リ
ーフレット)
ぐんま子どもいきいき推進会議 /作製
約二十五万部印刷 【上毛 4/13】

高崎商科大学紀要 第19号(2004年度)
高崎商科大学 メディアセンター /編集・発行
255p 30cm 2004.12 【受贈】

ぐんまの保険福祉 2005
群馬県保健福祉課 /発 行
A4 判 18p 一万部作成 【桐生ﾀｲﾑｽ 4/23 】

館林市統計書 平成16年版
館林市役所発行
/
総務部企画課 /編
248p 30cm 2005.3 【受贈】

県政を知って、県政に参加して、群馬県を発展さ
せるために ‑県政を易しく解説しました‑
[中村のりお /著] 139p 19 × 26cm
著者は群馬県議会議員【受贈】
〔 2005.04 〕

108p 30cm【 受贈 】

知事発言要旨 平成17年2月定例県議会
群 馬 県/発 行
18p 30cm 【受贈】
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中部教育事務所管内生涯学習 ･社会教育要覧 平成
17年度
[群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯
学習グループ /発行]
47p 30cm 【受贈】

戻れない道 今だから話せる県政秘話!
戸塚一二 /著 あさを社/ 発行
382p 22cm 2005.4 1800 円
【 TRC 新刊案内 1419 号,東 京 3/30, 産経 3/31,読売
4/7, 毎日 4/13,上毛 3/3･ 4/13,朝日 4/20】

定例県議会議案 (平成16年度関係) 平成17年2月
群馬県 /発 行
134p 30cm 【受贈】

要覧 平成17年度
群馬県立東毛少年自然の家 /発行
17p 30cm 【受贈】

定例県議会議案 (附予算説明書 )企業局関係 平成1
7年2月
群馬県 /発 行
133p 30cm 【受贈】

予算附属説明書 平成17年度当初予算
群 馬 県/発 行
468p 30cm 【受贈】

定例県議会議案 (附予算説明書 )病院局関係 平成1
7年2月
群馬県 /発 行
32p 30cm 【受贈】

予算附属説明書 平成17年度当初予算
群馬県企業局 /発 行
11p 30cm 【受贈】
老人医療事業状況 平成15年度
群 馬 県/発 行
34p 30cm 【受贈】

統計おおた 平成16年度
太田市役所発行
/
企画部市政ニュース課 統 計 係/ 編
79p 30cm 2005.3 【受贈】

4 自然科学

新島学園短期大学紀要 第25号
新島学園短期大学 /発 行
137p 26cm 2005.3 【受贈】

赤城姫 第17号
赤城姫を愛する集まり/発行
113p 26cm 2005.3 【受贈】

21世紀ぐんま教育賞たより 第2回
群馬県総合教育センター 21 世紀ぐんま教育賞
募集事務局発行
/
1 冊 30cm 2005.3 【受贈】

業務概要 平成15年度
群馬県保健･福祉･食品局食品安全会議事務局食
品監視課 /発行
161p 30cm 【受贈】
群馬県歯科医学会雑誌 第9巻
小島広正 /編 群馬県歯科医学会 /発 行
61p 30cm 2005.3 【受贈】

ふるさと桐生の民話 第13集
清水義男 /編著 日刊きりゅう社 /発 行
156p 26cm 2005.5 1050 円(税込)
【受贈 , 日刊きりゅう 5/1】

群馬県立病院 看護研究誌(第12号)
群馬県病院局 小児医療センター /発行
220p 30cm 2005.3 【受贈】

ふるさとの民話 昔話･伝説･世間話など
永井佐紺 /著 霜垣ユミ子 /挿 絵
片品村振興公社花 の駅･片品｢花咲の湯｣/発行
83p 21cm 2005.4 945 円(税込)
【購入 , 読売 4/6】

ぐんまの食品安全完全ガイド 群馬県食品安全基
本計画2005ー2007
群馬県食品安全会議事務局 /編集・発行
123p 30cm 2005.3 860 円(税込)
【受贈 , 桐生ﾀｲﾑｽ 4/11 】

ふるさとぐんまを 発展させるために 、県政を知っ
て下さい。‑県政を易しく解説しました‑ 平成17
年 2号
[中村のりお /著] 14p 19 × 26cm
著者は群馬県県議会議員 【受贈】

群馬の椿<名所･名木･ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ>調査結果概要
群馬つばき会 /作 成
1 冊 30cm
【受贈 , 上毛 4/1】

補正予算説明書 平成16年度 2月定例県議会
群馬県 /発 行
246p 30cm 【受贈】

国立のぞみの園障害医療セミナー講演録 障害者
(児)を支援する人々のための
阿部敏明 /監修
国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 /編
診断と治療社 /発 行
142p 26cm 2005.3
2800 円 【 TRC 新刊案内 1416 号】

｢まなびねっとぐんま｣利用ガイド
群馬県生涯学習センター /編集・発行
1 冊 30cm 2005.3 【受贈】
Make Your Own Way 群馬県立女子大学国際コミ
ュニケーション 学部誕生
群馬県立女子大学 /発 行
6p 30cm 【受贈】

こころの健康センター所報 第15号 2003年度(平
成15年度)
群馬県こころの健康センター/発行
68p 30cm 【受贈】
-5-

〔 2005.04 〕

高崎市病医院マップ
高崎市 /作 製
65p A4 判
十一万部作製
2000 年作製の改訂版
【上毛 4/7 】

月に一度は、環境かけいぼ 平成16年度 渋川市
エコ･リーダーズ セミナー成果物
渋川市市民部環境課 /発行
1 冊 30cm 【受 贈,産 経 4/14】

とちぎ+近県とっておきの花
小杉国夫 /写真･文 下野新聞社 /発行
191p 21cm 2005.3 1800 円
栃木県内ほか福島･群馬･茨城･埼玉の名所をピ
ックアップ【 TRC 新刊案内 1418 号】

西の西陣、東の桐生
岡田幸夫 /著 上毛新聞社出版局 /発 売
169p 19cm 2005.3 1143 円
【 TRC 新刊案内 1420 号 , 桐生ﾀｲﾑｽ 4/23 】

ゆうま三兄弟のゆうこ姫を救え! 親子で学ぶ食育
ブック
群馬県 /発 行
B5 判 68p 500 円(税込)
五千部作成 【上毛 4/20･ 4/22･4/28, 毎日 4/22,
産経 4/26, 読売 4/26 ･5/3, 日経 4/27,ぐんま経済
4/28, 桐生ﾀｲﾑｽ 4/28】

よみがえる日本の城15 水戸城 川越城
学 研/発 行
64p 30cm 2005.5 730 円
高崎城の収録あり【 TRC 新刊案内 1417 号】
りょうもう めんくい道
みにむ/発行
192p A5 判
900 円
｢渡良瀬通信｣特別別冊号 【上毛 4/26,産経 5/10】

乱舞 第14号
生田稔彦 /編 群馬昆虫学会 /発行
206p 26cm 2005.3 【受贈】

6 産業

わかりやすい温泉関係法令 ハンドブック
群馬県 /発 行 A5 判 48p
三千部作成 100 円（税込）
【日経 4/26,読売 4/27, 上毛 5/2, 群馬建設 5/7,東京
5/7, 毎日 5/10】

伊勢崎市市営バスのご案内<路線図･時刻表> 2005
年4月
[伊勢崎市 /発 行]
1 枚 73 × 52cm
折りたたみ 【受 贈,上 毛 4/2】
[小根山森林公園ミニガイド]
小根山森林公園管理運営協議会 /発 行
県林業技師会 /協 力･企画･編集
3 枚 A3 判 【上毛 4/18】

5 技術･工学･家政学･生活科学
輝かしい未来の鼓動が聞こえる〜新たな郷土の誕
生〜 伊勢崎市西部第一土地区画整理事業完成記
念誌
伊勢崎市西部第一土地区画整理組合 /発 行
97p 31cm 【受贈】

観音山ファミリーパーク2年間のあゆみ
財団法人群馬県公園緑地協会発行
/
14p 30cm 2005.3 【受贈】
群馬県産業支援機構のご案内 2005í 2006
財団法人群馬県産業支援機構発行
/
1 枚 30 × 63cm 折りたたみ 【受贈】

桐生市の環境 平成16年度版
桐生市 市民部 生活環境課 /発行
81p 30cm 2005.3 【受贈】

ぐんまのおすすめサービス ぐんまのステキな企
業紹介します!
群 馬 県/発 行
83p 21cm
【受贈 , 毎日 4/25, 上毛 4/28,ぐんま経済 4/28】

群馬県都市計画審議会議案 第134回
群馬県県土整備局都市計画課発行
/
6p 30cm 2005.3 【受贈】
こどもたち大きくなーれ 子育て情報誌 vol.3
笠懸町子育て支援グループ /編
笠懸町健康センター /発行
88p 26cm 2005.3 【受贈】
たてばやし そばマップ
館林蕎麦商組合/ 発行
【受贈 , 毎日 4/7】

1枚

ぐんまの交通
群馬県県土整備局交通政策課発行
/
100p 30cm 2005.3 【受贈】
事故対策マップ ‑太田市全域交通事故多発地点‑
[太田市･太田地区安全運転管理者協議会･太田
警 察 署/発 行]
1 枚 73 × 52cm 【受贈】

30 × 42cm

循環共生社会と地域づくり
高崎経済大学附属産業研究所編
/
日本経済評論社 /発行
281p 22cm 2005.3 3400 円
【受贈 ,TRC 新刊案内 1418 号 ,上 毛 4/16,群馬建
設 4/20】

田中正造
小西聖一 /著 酒寄雅志 / 監修 理 論 社/発 行
113p 25cm 2005.3 1800 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

〔 2005.04 〕
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西毛地域森林計画書 (西毛森林計画区)
群馬県 /発 行
1 冊 30cm 【受贈】

切り絵･奥利根新紀行 画文集
群馬県切 り絵同好会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ/切り絵
石田利夫 /文 日本切り絵百景館 /発 行
130p 30cm 2005.4
1800 円(税込)
【受贈 , 上毛 4/5, 朝日 4/6,毎日 4/19】

地域森林計画変更計画書 平成16年度
群馬県 /発 行
1 冊 30cm 【受贈】
地価公示標準値価格(付 標準値案内図) 平成17年
群馬県 /発 行
132p 30cm 380 円(税込)
【受贈】

関東マル得ショートコースゴルフ場ガイド 2005
〜2006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
239p 21cm 2005.3
1200 円 【 TRC 新刊案内 1417 号】

地価公示標準地 の付近案内図 群馬県 平成17年
[国土庁/ 発行]
171p 30cm 【受贈】

[こいのぼりの里絵はがき]
館 林 市/作 製 ･発売
70 円(税込)【上毛 4/10】

毒きのこを知ろう
群馬県 /発 行 群馬県野生きのこ同好会 /編
A5 判 10p 三千部作製
【日経 4/27, 桐生ﾀｲﾑｽ 5/6,産経 5/11】

ザスパ草津物語 ‑夢は枯れない(まんが)
向後和幸 /著
45,3p
5 月 11 日発売「少年サンデー」(小学館)掲載
【産経 4/16, 読売 4/16,上毛 4/16, 東京 4/17】

土地分類基本調査 榛名山
群馬県農業局農業基盤整備課編集・発行
/
45p 21cm 2005.2
付図 6 枚【受贈】

サッカーがやってきた ザスパ草津という実験(生
活人新書143)
辻谷秋人 (ﾂｼﾞﾔｱｷﾋﾄ) /著
日本放送出版協会発行
/
211p 18cm 2005.4 680 円
【 TRC 新刊案内 1418 号 , 上毛 4/14, 朝日 4/26】

農業経営統計調査結果 から見た酪農を中心とした
平成15年群馬県農業 の動き
関東農政局前橋統計･情報ｾﾝﾀｰ/ 編集・発行
39p 30cm 2005.3 【受贈】
木材需給の現況 平成16年版 No.32
群馬県環境･森林局/ 発行
79p 30cm 【受贈 】

Jリーグと地域振興 〜「ザスパ草津」研究〜
一橋大学社会学部 高津勝･尾崎正峰 3 年ｾﾞﾐ /編
一橋大学社会学部人間･社会形成研究講座高津
勝･尾崎正峰研究室/ 発行
111p 30cm 2005.2 【受贈】

旅券発給の概要 平成16年
群馬県パスポートセンター /発行
19p 30cm 2005.3 【受贈】

事業のあらまし 平成17年度
群馬県教育委員会文化課 /発 行
61p 30cm 【受贈】

緑化だより 2005年度号
群馬県緑化センター /編集・発行
6p 30cm 2005.3 【受贈】

白いヘビ退治(紙芝居)
森の遊 学 舎/制 作 【朝日 3/19 】

わんわん手帳
伊勢崎市 /発行
14p 15 × 11cm
狂犬病予防注射会場で配布 【上毛 4/20 】

[新太田市の名所絵はがき]
中島裕明 /著
16 枚セット
問い合わせ:中島さん

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

800 円
【 朝日 4/20】

天狗の滝かくし（紙芝居）
森の遊 学 舎/制 作 【朝日 3/19】

NHKウイークリーステラ 特別編集版 群馬の"かか
あ"は天下一!
財団法人 NHK サービスセンター/発行
7p 30cm 2005.4 【受贈】

星野富弘全詩集 1 花と
星野富弘 /著 学 研/発 行
190p 19cm 2005.4 1400 円
【 TRC 新刊案内 1417 号 , 上毛 4/10】

Entry(ｴﾝﾄﾘｰ) 創刊準備号
オフィス･エントリー /発行
32p
A4 変型判
県内のスポーツ情報専門誌
問い合わせ:ｴﾝﾄﾘｰ(027-210-5250 ) 【上毛 4/22】

星野富弘全詩集 2 空に
星野富弘 /著 学 研/発 行
190p 19cm 2005.4 1400 円
【 TRC 新刊案内 1417 号 , 上毛 4/10】

オノサト･トシノブ展 織都･桐生に生きた抽象画
家 企画展No.65
大川美術館発行
/
39p 23cm 2005.3 【受贈】

茂木紘一(ﾓｷﾞｺｳｲﾁ)画集 フランス の春
ドマーニ '88/発行
39p 29 × 29cm
2381 円 【受 贈,上 毛 3/31】
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2005.3

〔 2005.04 〕

山の向こうの美術館
星野富弘 /著 富弘美術館 /発 行 偕成社 /発 売
111p 21 × 26cm 2005.4 1600 円
【 TRC 新刊案内 1419 号 , 上毛 4/14･ 4/27】

こぶしの上のダルマ
南木佳士 /著 文芸春秋/ 発行
220p 20cm 2005.4 1619 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

夢二デザイン
竹久夢二 /画 谷口朋子/ 文 ﾋﾟｴ･ﾌﾞｯｸｽ /発行
205p 図版 8 枚 22cm 2005.4 2800 円
【 TRC 新刊案内 1419 号】

最後の特攻
佐藤陽二 /著

水煙 第十七集 歌集
水曜短歌会発行
/
95p 21cm 2005.3 【受贈】

吉岡町文化財マップ ふるさとの歴史を訪ねて
吉岡町教育委員会 /発 行
1 枚 43 × 60cm
2005.3 【受贈】

高村光太郎詩集 改版 (新潮文庫)
高 村 光 太 郎/著 伊藤信吉 /編 新 潮 社/発 行
261p 16cm 2005.3 438 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

籠球人(ﾛｳｷｭｳｼﾞﾝ) 創刊号(季刊誌)
フェロウズ/発行
16p A4 判
300 円
群馬のバスケットボール情報をまとめた季刊誌
【上毛 4/17】

館林の空
堀山久生 /著

【朝日 3/23, 読売 5/8】

ダムに沈む村(詩集)
豊田政子 /著 上毛新聞社出版局 /発 売
99p 20cm 2005.1 1200 円
【受贈 ,TRC 新刊案内 1420 号】

8 語学
NHK21世紀に残したいふるさと 日本のことば2
関東地方
NHK 放送文化研究所 /監修 学研 /発 行
79p 24cm 2005.3 2400 円
【 TRC 新刊案内 1415 号】

翔(ﾄ)べ翔(ﾄ)べ暮鳥 二十六号
翔べ翔べ暮鳥会 /発行
38p A5 判
二十五号は十年前の刊行
【上毛４/11 】
難病と在宅ケア 二月号
日本ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ/発行
｢孝行家族の支えあっての ALS33 年｣の題で吉
井町の井上照男さんの手記あり 【上毛 4/13】

9 文学
青き断面 歌集
登坂喜三郎著
/
地表短歌社 /発行
225p 20cm 2005.1 1905 円 【受贈】

バックミラー 歌集
登 坂 喜 三 郎/著 地表短歌社 /発行
173p 15cm 2005.1 953 円 【受贈】

一休往生
松本弘 /著 作 品 社/発 行
198p 20cm 2005.3 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1416 号】

薔薇の俳句1000句 & PHOTOGRAPHS of THE ROSES
下巻
原田青児 /編 みちのく発 行 所/発 行
104p 22 × 22cm 2005.3 2600 円(税込)
太田市の保坂加津夫さんの作品収録【受贈】

顔
横山秀夫 /著 徳間書店/ 発行
376p 16cm 2005.4 590 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

屋根裏部屋の秘密
松谷みよ子/著 司修 /絵 偕成社 /発 行
211p 19cm 2005.4 700 円
1988 年刊の再刊【TRC 新刊案内 1418 号】

神かくし(文春文庫 )
南木佳士 /著 文芸春秋/ 発行
213p 16cm 2005.4 495 円
【 TRC 新刊案内 1418 号】

｢らい予防法｣で生きた六十年の苦闘 第3部
復活ものがたり
沢田二郎 /著 皓星社 /発 行
279p 20cm 2005.3 2400 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

軽井沢、日比谷、パリ
篠沢秀夫 /著 文芸春秋/ 発行
261p 20cm 2005.3 1905 円
【 TRC 新刊案内 1416 号】

リョウタ ‑不思議の島を旅した少年
岸 和 夫/著 碧 天 舎/発 行
127p 20cm 2004.11 1000 円
著者は渋川市出身
【 TRC 新刊案内 1397 号 , 上毛 4/17】

けやき 合同句集 ファミリー句会二十回記念
特定非営利活動法人 「土筆の会」ファミリー句
会 /発 行
17p 30cm 2005.3 【受贈】
〔 2005.04 〕

8p 26cm 【受贈】
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廃者

精神看護エクスペール9 ケアの評価とナースサ
ポート
坂田三允 /総編集 中山書店 /発行
192p 26cm 2005.3 2600 円
著者は群馬県立精神医療センター看護部部長
【 TRC 新刊案内 1418 号】

県関係者の一般著作
言いまつがい(新潮文庫)
糸井重里 /監修 ほぼ日刊イトイ新聞 /編
新潮社 /発 行
351p 16cm 2005.4 514 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

関信三と近代日本の黎明
国 吉 栄/著 新読書社 /発 行
390p 図版 12p 22cm 2005.4 5500 円
著者は現在群馬県立保育大学校非常勤講師
,
【 TRC 新刊案内 1419 号】

ウィーン<小さな街物語>
須貝典子 片野優(ﾏｻﾙ)/著
JTB パブリッシング /発行
157p 21cm 2005.4 1600 円
片野氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1415 号】
オトナ語の謎。(新潮文庫)
糸井重里 /監修 ほぼ日刊イトイ新聞 /編
新潮社 /発 行
397p 16cm 2005.4 552 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】

大書評芸
立 川 談 四 楼/ 著 ポプラ社 /発 行
412p 19cm 2005.3 1800 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1415 号】

カウンセリング の基本と実践がわかる本
高橋美保 /著 ｱｽｶ･ｴﾌ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ/発行
明日香出版社 /発 売
191p 19cm 2005.4 1500 円
著者は現在群馬大学非常勤講師
,
【 TRC 新刊案内 1419 号】

小さな工夫でゆったり暮らす 家事が楽しくなっ
てくる66の方法(新潮文庫)
中山庸子 /著 新潮社 /発 行
262p 16cm 2005.4 476 円
【 TRC 新刊案内 1417 号】
道元が叱る
菅 沼 晃/著 佼成出版社/ 発行
237p 19cm 2005.3 1400 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1416 号】

現場で生かすリスクマネジメント
上野治男 /著 ダイヤモンド社/発 行
244p 20cm 2005.3 2000 円
著者は群馬県警本部長の経歴あり
【 TRC 新刊案内 1415 号】
声のかぎりに｢命(ﾇﾁ)どぅ宝｣と
池宮城(ｲｹﾐﾔｷﾞ)ゆかり/著 文芸社/ 発行
170p 19cm 2005.4 1300 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1417 号】

日蓮仏教の社会思想的展開
松岡幹男 /著 東京大学出版会発行
/
347,9p 22cm 2005.3 6200 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1415 号】

国民投票と欧州統合
吉武信彦 /著 勁草書房/ 発行
327,41p 22cm 2005.3 3600 円
著者は現在高崎経済大学地域政策学部教授
,
【 TRC 新刊案内 1417 号】

日本語表現大辞典
小 内 一/著 講 談 社/発 行
869p 22cm 2005.3 4000 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1415 号】

子どもの心理臨床入門
永井徹 /著 金子書房 /発 行
211p 21cm 2005.4 2500 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1419 号】

ノーモアヒロシマ･ナガサキ
黒古一夫 清水博義/ 編 日本図書ｾﾝﾀｰ/ 発行
94p 25cm 2005.3 1800 円
黒古氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1415 号 , 朝日 4/9, 上毛 4/14】

少年野球｢レベルアップ ｣のすべて
本間正夫 /著 主婦の友社 /発 行
191p 21cm 2005.4 1300 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1417 号】

リメイド･イン･アメリカ
ｼﾞｪﾌﾘｰ･K.ﾗｲｶｰ W. ﾏｰｸ･ﾌﾙｰｲﾝ/編著
中央大学出版部 /発行
564p 22cm 2005.3
7000 円
日本精工についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1417 号】

図解＋設例でわかる経営分析のやり方･考え方
岩崎勇 /著 税務経理協会 /発 行
278p 21cm 2005.4 2400 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1416 号】

若者の犯罪凶悪化は幻想か
間庭充幸 /著 世界思想社 /発 行
204p 19cm 2005.4 1600 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1417 号】
-9-
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視聴覚資料
思い出 塚田京子(CD他)
[松田要/ 発行]
CD, 小 冊 子,写 真 ,衣 裳 の布片 を入れ たフォトス
タンド , ネイルケアセット等をまとめた小箱
CD:19 曲
小冊子 :26p 15cm 【受贈】
紀行利根川 『利根川図志』を歩く(VHS)
常陽芸文センター /制作
57 分 2000 制作
3000 円 【 TRC 新刊案内 1416 号】
世界のうた こころのうた(1)(CD)
宗次郎
ｽﾘｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ
2005.3
【 TRC 新刊案内 1416 号】

2400 円

つくろう、一緒に。板倉ニュータウン (DVD)
群 馬 県 企 業 局/作 製 わいわいきまぐれワーク
ショップ /脚本･演出･出演
1枚
約 11 分
一千枚制作 【受 贈,日 経 4/6,毎日 4/9,産経 4/13,
ぐんま経済 4/14】
Smiles for tomorrows(DVD)
ネッツトヨタ 高崎 /制 作 25 周年記念誌
【朝日ぐんま 4/8】

電子資料
群馬が誇るふるさとの先人たち(CD‑ROM)
群馬県教育委員会 /作 製 1 枚 2005.3 【受贈】
Traditional Products of Gunma 群馬の伝統産
品(CD‑ROM)
群馬県産業経済局工業振興課作成
/
1 枚 地場産品海外展開用英語版
,
【受贈 , 上毛 3/27, ぐんま経済 3/31, 朝日 4/26】

〔 2005.04 〕
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