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Sightseeing Guide Book -Niigata Pref./Gunma Pref./
Nagano Pref.- (観光案内 パンフレット/台湾向け中
国語版・中国向け中国語版・韓国語版・英語版)
上信越国際観光テーマ地区推進協議会 /制作
16p 30cm 四言語版合わせて 2 万 5 千部作製
【上毛 11/3,受贈】

本

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００３ 年１１月
No.２０４
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）
電話 027( 231)3008 FAX 027( 235)4196

里山ウォーキング東京近郊
JTB 発行 191p 21cm 2003.12 刊
【ＴＲＣ新刊案内 11/11】

◎本紙は新聞紙上及び当館で受贈した群馬県関
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１回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。

下増田越渡（ｼﾓﾏｽﾀﾞｺｴﾄ）遺跡 -北関東自動車道
（高崎〜伊勢崎）地域 埋蔵文化財発掘調査報告
第 19 集- <本文編>
群馬県埋蔵文化財調査事業団編集
/
329p
30cm 2003.3 刊 【受贈】
下増田越渡（ｼﾓﾏｽﾀﾞｺｴﾄ）遺跡 -北関東自動車道
（高崎〜伊勢崎）地域 埋蔵文化財発掘調査報告
第 19 集- <写真図版編>
群馬県埋蔵文化財調査事業団編集
/
309p
30cm 2003.3 刊 【受贈】

０ 総記

宿横手三波川（ｼｭｸﾖｺﾃｻﾝﾊﾞｶﾞﾜ）遺跡・西横手遺
跡群 -主要地方道前橋・長瀞線地方特定道路整備
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県埋蔵文化財調査事業団編集
/
429p
写真図版 129p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

1 哲学･宗教
2 歴史･伝記･地理

白井遺跡群 -集落編Ⅱ -(白井南中道遺跡) <本文
編> -一般国道 17 号(鯉沢バイパス )改築工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第 3 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行
471p 30cm 1996.3 刊 【受贈】

荒砥上諏訪遺跡Ⅱ -県道今井前橋線特殊改良工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編 集 ・発行 32p
写真図版 16p 30cm 1982.3 刊 【受贈】

白井遺跡群 -集落編Ⅱ -(白井南中道遺跡) <観察
表編> -一般国道 17 号(鯉沢バイパス)改築工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第 3 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行
91p 30cm 1996.3 刊 【受贈】

荒砥上諏訪遺跡Ⅱ《中・近世遺構編 》・荒砥諏訪
遺跡 -昭和 58 年度県営圃場整備事業荒砥北部地
区に係わる埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県教育委員会・群馬県埋蔵文化財調査事業
団 /編 集・発行 233p 写真図版 48p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

白井遺跡群 -集落編Ⅱ -(白井南中道遺跡) <写真
図版編> -一般国道 17 号(鯉沢バイパス)改築工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第 3 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行
167p 30cm 1996.3 刊 【受贈】

一万円以下の貸切風呂のある温泉宿 関東周辺
大黒敬太 /著 日本出版社発行 143p 21cm
2003.11 刊 952 円 【ＴＲＣ新刊案内 11/18 】

白井遺跡群 -縄文時代編 -(白井二位屋遺跡 ・白井
南中道遺跡・白井丸岩遺跡 ・白井北中道遺跡 )
-一般国道 17 号(鯉沢バイパス)改築工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書 第 5 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行
238p 写真図版 91p 30cm 1998.3 刊 【受贈】

極楽！本物の温泉 東西横綱 2 大温泉地 の魅力 対
決！草津 VS 由布院
ベストセラーズ発行 134p 26cm 2003.11 刊
900 円【ＴＲＣ新刊案内 11/4】
厳選 ! 群馬のいい湯やど
ニューズ・ライン発行 156p Ａ４変形版
980 円 【ぐんま経済 11/20 】
こどもと遊ぼう 首都圏版 2004 冬
ぴあ発行 116p 29cm 2003.12 刊
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

1,400 円

高崎線物語
JR 東日本高崎支社発行 31p 21cm
2 万部作製 【上毛 11/1,受贈】

657 円
-1-

稲荷塚道東（ﾄｳｶｽﾞｶﾐﾁﾋｶﾞｼ）遺跡 -前橋警察署新
築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県埋蔵文化財調査事業団編集
/
214p
写真図版 48p 30cm 2003.8 刊 【受贈】

30cm 2003.3 刊

横野地区遺跡群Ⅵ 見立峯(ﾐﾀﾁﾐﾈ)遺跡Ⅱ・滝沢
日向堀(ﾀｷｻﾞﾜﾋﾅﾀﾎﾞﾘ)遺跡 -赤城村埋蔵文化財発
掘調査報告書 第 20 集
赤城村教育委員会発行
307p 写真図版 110p 30cm 2003.3 刊 【 受贈】

中之条町歴史民俗資料館 常設展示解説図録
中之条町歴史民俗資料館 /編 集・発行 75p
30cm 2003.11 刊 【受贈】

るるぶ楽楽軽井沢・草津・伊香保・四万
JTB 発行 191p 21cm 2003.11 刊 1,000 円
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】

二之宮宮下西遺跡 -一般国道 17 号(上武道路)改
築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行 452p
写真図版 158p 30cm 1994.3 刊 【受贈】

和田山天神前遺跡 -北陸新幹線地域埋蔵文化財発
掘調査報告書 第 11 集- <本文編>
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編 集 ・発行 535p
30cm 1999.9 刊 【受贈】

波志江中宿遺跡 -北関東自動車道（高崎〜伊勢崎 ）
地域 埋蔵文化財発掘調査報告書 第 7 集群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行 289p
写真図版 71p 30cm 2001.3 刊 【受贈】

和田山天神前遺跡 -北陸新幹線地域埋蔵文化財発
掘調査報告書 第 11 集- <写真図版編>
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編 集 ・発行 166p
30cm 1999.9 刊 【受贈】

波志江西屋敷 （ﾊｼｴﾆｼﾔｼｷ）遺跡 -北関東自動車道
（高崎〜伊勢崎）地域 埋蔵文化財発掘調査報告
第 20 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団/ 編集・発行 211p
30cm 2003.3 刊 【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市の保健福祉 平成 15 年度
伊勢崎市福祉事務所 /編 集・発行
2003.9 刊 【受贈】

福島久保田遺跡・福島大光坊遺跡 -主要地方道藤
岡・大胡線地方特定道路整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告第 2 集群馬県土木部・群馬県埋蔵文化財調査事業団発
行 192p 写真図版 83p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

30cm

管内概要 平成 14 年度(桐生市・新里村・黒保根
村・東村・藪塚本町・笠懸町・大間々町)
群馬県桐生行政事務所総務経済部発行 25p
30cm 【受贈】
業務概要 平成 14 年度
群馬県高崎保健福祉事務所発行
【受贈】

福島曲戸遺跡 ・上福島遺跡 -主要地方道藤岡 ・大
胡線地方特定道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第 1 集 - <写真図版編>
群馬県土木部・群馬県埋蔵文化財調査事業団発
行 105p 30cm 2002.9 刊 【受贈】

富士見村誌復刻版
富士見村役場発行
【受贈】

104p

学校基本調査結果速報 平成 15 年度 -平成 15
年 5 月 1 日現在群馬県総務部統計課発行 26p 30cm 【 受贈 】

福島曲戸遺跡 ・上福島遺跡 -主要地方道藤岡 ・大
胡線地方特定道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第 1 集 - <本文編>
群馬県土木部・群馬県埋蔵文化財調査事業団発
行 329p 30cm 2002.9 刊 【受贈】

不思議スポット 105 関東一都六県
宝島社発行 92p 26cm 2003.12 刊
【ＴＲＣ新刊案内 11/18】

【受贈】

100p 30cm

ぐんま教育工房 平成 15 年度 -事業基本計画 ・
研修講座案内群馬県総合教育センター発行 159p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

667 円

群馬県高齢者保健福祉計画 平成 15 年３月
群 馬 県/編 集・発行 48p 30cm 2003.3 刊
170 円 【受贈】

1,170p 22cm 2003.12 刊

群馬県の教育 平成 15 年度
群馬県教育委員会発行 1 枚(折りたたみ)
【受贈】

舞台遺跡 -平成 2 年度県営ほ場整備事業荒砥北
部地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県教育委員会発行 179p 写真図版 116p
30cm 1995.3 刊 【受贈】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き -毎月勤
労統計調査地方調査結果報告書群馬県総務部統計課発行 105p 30cm
2003.6 刊 【受贈】

溝呂木遺跡群Ⅰ 溝呂木大御堂(ﾐｿﾞﾛｷﾞｵｵﾐﾄﾞｳ)遺
跡 -赤城村埋蔵文化財発掘調査報告書 第 21 集
赤城村教育委員会発行 175p 写真図版 74p
-2-

群馬地方自治研究報告書 2003 年版
群馬県地方自治研究センター発行 81p
2003.8 刊 【受贈】

中学校長会研究協議会 群馬大会報告書
第 55
回関東甲信越地区
群馬大会実行委員会広報編集部 /編 集 69p
30cm 2003.9 刊 【受贈】

30cm

ぐんまの学校統計 -学校基本調査結果報告書- 平
成 15 年度
群馬県総務部総務課発行 88p 30cm
2003.10 刊 【受贈】

中小企業融資制度要網集 平成 15 年度
群馬県発行 230p 30cm 【受贈】
ふるさと桐生の民話 《第 7 集》
清水義男 /編著 日刊きりゅう新聞社発行
154p 21cm 2003.11 刊 【受贈】

群馬は、こうします ! -「生きる力」をはぐくむ
ために群馬県教育委員会発行 8p 30cm 1 万 8 千部
作製 【上毛 11/2,受贈】
公立高等学校卒業者 の進路状況報告
３月
群馬県教育委員会学校指導課発行
【受贈】
事業概要 平成 14 年度
群馬県太田市保健福祉事務所発行
2003.8 刊 【受贈】

臨時県議会議案 (附 予算説明書) 平成 15 年 8 月
群馬県発行 3p 30cm 【受贈】

平成 15 年
11p

4 自然科学

30cm

尾瀬の麓の探鳥記 〜めくるめく季節の中で〜
平 井 敦/著 121p 26cm 2002.2 刊 【受贈】
66p

30cm

ぐんま 自然環境カレンダー 2004
群馬県発行 63P B ４判 1,000 円 問い合わ
せ：尾瀬保護財団(027-220-4431) 【 上毛 11/15 】

事業概要 平成 14 年度 平成 15 年 9 月発行
沼田保健福祉事務所発行 87p 30cm
2003.9 刊 【受贈】
渋川北小百三十年史
渋川市立北学校発行

5 技術･工学･家政学･生活科学
維持管理年報 平成 14 年度
群馬県下水道公社編集
/
144p 30cm 2003.10 刊
【受贈】

230p Ａ４判【 上毛 11/1 】

少年の主張吾妻地区大会発表文集 第 25 回 平成
15 年度
吾妻教育事務所 ・吾妻郡町村教育委員会連絡協
議会発行 34p 30cm 【受贈】

エコ新田『みらい』 創刊号 （会報)
新田町環境みらいの 会発行 4p Ａ４判
千部作製 【上毛 11/7,受贈】

少年の主張中部地区大会発表文集 第 25 回 平成
15 年度
中部教育事務所発行 48p 30cm 【受贈】

環境白書 平成 15 年度
群馬県環境生活部環境政策課/ 編集・発行
158p 30cm 2003.9 刊 【群馬建設 9/17,受贈】

スーパーサイエンススクール -理系離れをくい
止める新しい学校教育への挑戦井上徳之・毛利衛 /著 数研出版発行 191p
21cm 2003.10 刊 1,300 円 本県の指定校の取
り組みなども 掲載されている。【上毛 11/23】

群馬県工業試験場研究報告 平成 14 年度
群馬県立群馬産業技術センター 発行 125p
30cm 2003.8 刊 【受贈】
群馬県工業試験場業務報告 平成 14 年度
群馬県立群馬産業技術センター 発行 29p
30cm 2003.8 刊 【受贈】

大学と地域貢献 -地方公立大学付設研究所の挑
戦高崎経済大学附属産業研究所/ 編集 日本経済
評論社発行 285p 四六版 2003.10 刊
2,000 円 【上毛 11/26】

群馬県 企業立地マップ 2003 〜 2004
群馬県発行 1 枚(折りたたみ 32 × 22)【受贈 】
群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第 3 期
(変更)
群馬県環境生活部発行 20p 30cm 2003.7 刊
【受贈】

高東二十年の歩み 創立 20 周年記念誌
群馬県立高崎東高等学校発行 51p 30cm
2003.10 刊 【受贈】
中学校長会研究協議会 群馬大会
第 55 回関東
甲信越地区
群馬大会実行委員会広報編集部 /編集 125p
30cm 2003.5 刊 【受贈】

知ってますか ぐんまの環境 平成 15 年版環境白
書要約版
群馬県環境生活部環境政策課発行 18p
30cm
【受贈】
-3-

道路橋計画・設計要領 平成 15 年 8 月
群馬県土木部発行 464p 30cm 2003.8 刊
【受贈】

禅暦 2004 年版 (書画カレンダー)
黒滝山不動寺発行 2,000 円 問い合わせ：同
寺(0274-87-3037 ) 【上毛 11/29】

6 産業

花よりも小さく (花の詩画集)
星野富弘 /著 偕成社発行 95p 26cm
2003.11 刊 1,400 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/11】

観光客数・消費額調査結果 平成 14 年度
群馬県商工労働部観光物産課発行 12p
【受贈】
業務報告 平成 14 年度(2002 )
群馬県林業試験場 /編 集・発行
2003.7 刊 【受贈】

30cm

8 語学

121p 30cm

9 文学

群馬県園芸試験場業務年報 平成 14 年度
群馬県園芸試験場発行 54p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

怪奇スープをめしあがれ
木暮正夫 ・国松俊英 /編集 岩崎書店発行
145p 22cm 2003.11 刊 1,000 円 木暮氏は群
馬県生まれ。【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

群馬県交通安全実施計画 平成 15 年度
群馬県交通安全対策会議発行 42p 30cm
2003.8 刊 【受贈】

影踏み
横山秀夫 /著 祥伝社発行 328p 20cm
2003.11 刊 1,700 円 【上毛 11/26】

ぐんまの逸品 -群馬の名産品カタログ - 2003 〜
2004
群馬県物産振興協会発行 97p 22cm 【 受贈】

きざはし 3 号 2003 (文芸誌)
大 野 雪/編 集 きざはし同人会発行 113p
21cm 2003.10 刊 500 円 【受贈】

交通年鑑 平成 14 年
群馬県警察本部・群馬県交通安全協会連合会
(群馬県交通安全活動推進 センター)発行 354p
30cm 2003.4 刊 【受贈】

源氏物語愛と智慧 その 3
斎 藤 裕/著 上毛新聞社出版局発行 288p
22cm 2003.10 刊 1,500 円 著者は群馬県生ま
れ。 【ＴＲＣ新刊案内 11/25,購入】

こんにゃくいもの 新しい情報 平成 14 年産 -生
産性と収益性群馬農林統計協会発行 43p 30cm 2003.10 刊
【購入】

こじまのもりのゆきのひのおみやげ (絵本)
あんびるやすこ /作・絵 ひさかた チャイルド
発行 40p 24cm 2003.11 刊 1,000 円 著者
は群馬県生まれ。 【ＴＲＣ 新刊案内 11/18】

利根地方の林業 平成 15 年版
沼田行政事務所森林部発行 30p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

清水禮次郎遺歌集
清 水 禮 次 郎/著 一莖書房発行
2004.1 刊 【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

233p 20cm

十界の風 宮地岳至歌集
宮地岳至 /著 日本歌人クラブ発行 197p 22cm
2003.10 刊 【上毛 11/9,12/2,受贈】

青空の下で (楽譜)
福田啓司 /作曲 共同音楽出版発行 4,000 円
問い合 わせ：ピアノプラザ群馬( 027-363-1262)
【朝日ぐんま 11/7】

修羅の川
関 口 芙 沙 恵/著 光文社発行 428p 20cm
2003.11 刊 1,900 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

関東周辺渓流魚の管理釣り場ガイド -年中楽しめ
る渓流魚釣り＆バーベキュー 海悠出版発行 主婦と生活社(発売) 177p
26cm 2003.12 刊 1,500 円
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】

田山花袋作品研究
岸 規 子/著 双分社出版発行 284p 22cm
2003.10 刊 4,600 円 【ＴＲＣ新刊案内 11/4】

シマシマ絵日記 -2004 年 四万温泉 カレンダー 須賀りす /絵 四万温泉協会発行 13 枚
問い合わせ：同協会(0279-64-2321)
【上毛 11/16,受贈】

田山花袋論攷
宮内俊介 / 著 双分社出版発行 440p 22cm
2003.10 刊 5,600 円 【ＴＲＣ新刊案内 11/4】
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土塊のささやき 第 26 号
土くれの会発行 74p 21cm 2003.11 刊【 受贈 】
華の雲 (歌集)
高山照子 /著 298p
【受贈】

20cm

2003.10 刊

公益的機能増進 のための森林整備 -平成 15 年度
公開研修テキスト 林業土木コンサルタンツ技術研究所(高崎市) /
編集 林業土木コンサルタンツ 発行 344p
30cm 2003.9 刊 【受贈】

2,500 円

最新・ニット事典
伊藤英三郎/ 著 東京ニットファッション工業
組 合 /編 集 チャネラー発行 382p 21cm
2003.11 刊 2,800 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/18】

Violeta No.2 (文芸誌)
須田芳枝発行 25p 21cm 2003.11 刊 【 受贈 】
僕の詩集をもって (詩集)
臼井三夫 /著 105p 19cm 1,500 円
【上毛 11/15,受贈】

サッカー移民
加 部 究/著 双葉社発行 301p 19cm
2003.11 刊 1,800 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

緑蔭の花
志布川豊章著
/
新風舎発行 299p 19cm
2003.11 刊 1,900 円 【受贈】

心理学の教科書
高橋美保 /著 アスカ・エフ・プロダクツ発行
明日香出版社 (発売) 215p 21cm 2003.11 刊
1,400 円 著者は群馬大学非常勤講師等を務め
る。 【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

六十代の幸福
俵萠子 /著 海竜社発行 246p 20cm
2003.11 刊 1,500 円
【ＴＲＣ新刊案内 11/18,購入】
わだち (歌集)
和田ゆき子/著

成功の翼 〜成功への目覚め〜
深谷一枝 /著 三扇印刷出版部発行 93p
2002.11 刊 700 円 【上毛 10/25,受贈】

247p 22cm 2003.9 刊 【 受贈】

県関係者の一般著作

19cm

全部わかるエキシマレーザー近視矯正手術
近視矯正手術研究会 /著 けやき出版発行 39p
26cm
2003.9 刊 1,500 円 執筆者の一人、高
山英男氏 は、高崎市の眼科医。
【ぐんま経済 10/24,10/25 受贈】

アトピーっ子の満足レシピ
境野米子 /著 家の光協会発行 83p 22 × 21cm
2003.11 刊 1,200 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】

太平洋問題調査会の研究
片桐庸夫 /著 慶応義塾大学出版会発行
438,13p 22cm 2003.10 刊 5,800 円 著者は群
馬県生まれ。【ＴＲＣ新刊案内 11/4】

あなたはがんを 知っていますか
長廻紘 /著 上毛新聞社出版局発行 953 円
問い合わせ：同出版局( 027-254-9966)
【上毛 11/25,購入】

電子回路
須田健二 ・土田英一 /共著 コロナ社発行
224p 21cm 2003.12 刊 2,800 円 須田氏は、
群馬工業高等専門学校教授。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

新たな障害児教育システムの構築(個別の特別支
援プラン・プログラムによる教育実践 第 1 巻)
群馬大学教育学部附属養護学校 /著 明治図書
出版発行 229p 21cm 2003.11 刊 2,400 円
【ＴＲＣ新刊案内 11/18】
NET.で拡がるクルマの世界
松下宏・岡島裕二 /著 グランプリ出版発行
136p 21cm 2003.11 刊 1,000 円 松下氏は群
馬県生まれ。 【ＴＲＣ 新刊案内 11/18】

土石流・流木の調査と対策 -平成 15 年度 公開研
修テキスト 林業土木コンサルタンツ技術研究所(高崎市) /
編集 林業土木コンサルタンツ 発行 250p
30cm 2003.10 刊 【受贈】

株で儲け続ける「売り方」 220 の鉄則
若井武 /著 かんき出版発行 219p 19cm
2003.11 刊 1,400 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/18】

トポロジー : 柔らかい幾何学 増補版
瀬山士郎 /著 日本評論社発行 222p 26cm
2003.11 刊 3,000 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

傑作なぞなぞ大事典
本間正夫 /著 主婦の友社発行 190p 19cm
2003.12 刊 750 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/18】

肌がキレイになる !! 化粧品選び
境野米子 /著 コモンズ発行 126p 21cm
2003.11 刊 1,300 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】
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複合路網の計画と整備手法 -平成 15 年度 公開研
修テキスト 林 業 土 木コンサルタンツ技術研究所(高崎市) /
編集 林業土木コンサルタンツ 発行 208p
30cm 2003.10 刊 【受贈】
平凡な毎日がみるみる輝きだす本
中山庸子 /著 主婦と生活社発行 203p
19cm
2003.11 刊 1,200 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】
ベトナム日本人町の考古学
菊池誠一 /著 高志書院発行 317p 22cm
2003.11 刊 6,600 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】
森の中にいるように 、心が生きかえる本
中山庸子 /著 新潮社発行 170p 16cm
2003.11 刊 400 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/4】
リクルート流
大塚寿 /著 PHP 研究所発行 210p 19cm
2003.12 刊 1,300 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 11/25】

視聴覚資料
「きっといつかは 」「生き抜く野あざみ」 ( CD )
定形博史 /詞 双葉あきら /曲 高嶺はるか/ 歌
【上毛 11/22】
孤高 (ミニファーストアルバム) ( CD)
極 虎/制 作 ・歌 全 6 曲 1,500 円
【 あみーご 11/8】
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