群

馬

の

金古上宿の由来
金古二区ふるさと刊行委員会/ 編集 群馬町金
古二区発行 46p 19cm 2003.7 刊 【受贈】

本
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No.２００
発行 群馬県立図書館
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電話 027( 231)3008 FAX 027( 235)4196

軽井沢・長野 -旧軽井沢・草津・小 諸・別所温
泉・小布施・志賀高原 ・戸隠・野沢温泉 山と渓谷社発行 159p 21cm 2003.7 刊
1,080 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/1】
行啓誌
群馬県発行

◎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。

倉賀野めぐり -歴史と景観 - 倉賀野マップ第一号
倉賀野マップわーきんぐぐるーぷ作成 1 枚
1 万部作製 【朝日 7/3,受贈】
ぐんまの駅から登る山歩き (シリーズ 2)
高木正史 /著 あさを社発行 110p 700 円 問
い合わせ：あさを社(027-327-1161 )【 読売 7/27 】
群馬湯めぐり花くらべ 温泉対決!!草津 vs 伊香保
実業之日本社発行 114p 26cm 2003.7 刊
838 円 【ＴＲＣ 新刊案内 7/1】

０ 総記
群馬県立文書館年報 平成 14 年度版
群馬県立文書館発行 50p 30cm 2003.6 刊
【受贈】
館林市立図書館蔵 秋元文庫目録
館林市教育委員会・館林市立図書館発行
30cm 2002.3 刊 【受贈】
夏の 1 ページ
[草津町立図書館 /ほか編]

36p 26 × 27cm 2003.3 刊【 受贈 】

1冊

剣崎長瀞西遺跡Ⅰ -浄水場建設に伴 う発掘調査
報告書 第 1 集 高崎市教育委員会発行 43p 写真図版 18p
30cm 2002.3 刊 【受贈】

193p

21cm 【 受贈 】

極上夜景レストラン 二人のための 特等席ガイド
丸々もとお/著 光文社発行 158p 16cm
2003.7 刊 819 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/15】

1 哲学･宗教
2 歴史･伝記･地理
駅から山あるき関東版
JTB 発行 207p 21cm 2003.8 刊
【ＴＲＣ新刊案内 7/15】

剣崎六万坊遺跡 -宅地造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書高崎市遺跡調査会編集・発行
/
39p 写真図版
13p 30cm 2001.3 刊 【受贈】

こどもと遊ぼう 首都圏版 2003 夏
ぴあ発行 146p 29cm 2003.7 刊 657 円
【ＴＲＣ新刊案内 7/1】
1,500 円

尾瀬自然観察ガイド 改訂第 2 版
尾瀬保護財団 /著 山と渓谷社発行 127p
18cm 2003.8 刊 857 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/29】
おやこで泊まってとことん 遊ぼ！
マガジントップ発行 128p 26cm
952 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/8】
温泉＆やど関東周辺 '04
昭文社発行 183p 26cm 2003.7 刊
【ＴＲＣ新刊案内 7/1 】

2003.7 刊

-佐藤由佳の十二年をしのぶ - 思い出をありがとう
佐 藤 真 咲 美/ 著 あさを社発行 96p 26cm
2003.7 刊 【上毛 7/22, 読売 7/22,受贈】
JR 東日本小さな旅 - 一村一山 上越線キャンペ
ーン JR 東日本高崎支社発行 冊子 問い合わせ：
JR 東日本高崎支社宣伝 グループ(027-320-7157)
【上毛 7/2,受贈】
下中居条里遺跡Ⅲ -土地区画整理事業に伴う発
掘調査報告書高崎市教育委員会発行 23p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

857 円

家族で行きたい週末野遊 びガイド首都圏発 2003
山と渓谷社発行 146p 28cm 2003.7 刊
838 円 【ＴＲＣ 新刊案内 7/1】

下之城村前Ⅳ遺跡 -高崎都市計画事業高崎操車
場跡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( 2)-1-

高崎市教育委員会 /編 集・発行
2002.3 刊 【受贈】

【ＴＲＣ新刊案内 7/29】

29p 30cm

るるぶドライブ日光那須群馬
'03 〜'04
JTB 発行 125,16p 26cm 2003.8 刊 905 円
【ＴＲＣ新刊案内 7/22】

下之城村前Ⅴ遺跡 -高崎操車場跡地周辺土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ( 3)高崎市教育委員会発行 43p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

3 社会科学

真町 Ⅲ・ 旭町 Ⅳ・ 弓町 Ⅰ遺跡 -高 崎 市 周 辺 (西
口)土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の発掘調
査報告書 ( 4)高崎市教育委員会発行 45p 30cm 2002.3 刊
【受贈】

生きる力をはぐくむ -永杉喜輔の教育哲学永杉喜輔 /[述] 野 口 周 一/著 開文社発行
300p 20cm 2003.3 刊 2,400 円 著者は、新
島学園女子短期大学教授 。 【上毛 7/7】
学校法人昌賢学園論集 (平成十四年度 ) 創刊号
(改題)
昌賢学園 ・群馬社会福祉大学・群馬社会福祉大
学短期大学部発行 185p 26cm 2003.3 刊
【受贈】

高崎市内遺跡埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 16
高崎市教育委員会発行 22p 30cm 2002.3 刊
【受贈】
高崎市内遺跡埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 17
高崎市教育委員会発行 26p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

学校要覧 平成 15 年度
群馬大学教育学部附属中学校 /編 集 ・発行
30cm 【受贈】

高崎情報団地Ⅱ遺跡
高崎市教育委員会 /編 集 ３冊 30cm 2002.3 刊
<縄文時代編><古墳時代前期溝跡編><弥生・古
墳・古代・中世編>の 3 分冊 付 :CD-ROM 1 枚
【受贈】

義務教育就学前幼児数調査 調査結果 平成 15
年度 -平成 15 年 5 月 1 日現在 群馬県教育委員会事務局 ・総務課発行 23p
30cm 【受贈】

デンマルク国の話ほか
内村鑑三 /著 教育出版発行 210p 18cm
2003.7 刊 800 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/15】

教育文化事業団事業報告書 平成 14 年度
群馬県教育文化事業団編集・発行
/
42p
2003.3 刊 【受贈】

東京スパ天国(ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ)! どーんと 100 軒 3 大ス
パ「豊島園庭 の湯 」「スパラクーア 」「大江戸温
泉物語」
講談社発行 98p 29cm 2003.7 刊 780 円
【ＴＲＣ新刊案内 7/29】

教育要覧 平成 15 年度
水上町教育委員会発行
【受贈】

58p

30cm

30cm

2003.7 刊

群馬県保健福祉部関係施設等一覧 （平成 15 年 4
月 1 日現在）
群馬県保健福祉部編集・発行
/
154p 30cm
2003.7 刊 【受贈】

並榎町Ⅰ遺跡 -店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書 高崎市遺跡調査会発行 9p 写真図版 4p 30cm
2001.3 刊 【受贈】

群馬県民自治ネットワーク -県央地域グループ
活動報告書 〜お互いがよく知り合う・県政と
協働できることはなにか〜 平成 14 年度
群馬県民自治ネットワーク 県央地域グループ発
行 96p 30cm 2003.4 刊 【受贈】

萩原八幡西・上五丁田 Ⅲ・下五丁田Ⅱ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発行 58p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

群馬県立女子大学 2004 CAMPUS PROFILE
群馬県立女子大学発行 31p 30cm 【受贈】

浜尻旭貝戸遺跡 -土地分譲造成事業に 伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書 高崎市遺跡調査会 /編 集・発行 52p 写真図版
16p 30cm 2002.4 刊 【受贈】

ぐんま高齢社会白書 '03
群馬県保健福祉部高齢政策課 /編集
行 155p 21cm 2003.6 刊 450 円

両毛五都物語 (桐生・太田・館林・足利・佐野)
足利商工会議所発行 2p Ａ 3 判 1 万枚作製
【上毛 7/19】
るるぶ群馬
'03 〜 '04
JTB 発行 141,31p 26cm 2003.8 刊

48p

群馬県発
【受贈】

ぐんま私大ガイド 2004
上毛新聞社出版局 /編 集・制作 群馬県私立大
学協会発行 40p 30cm 2003.6 刊 【受贈】

762 円
-2-

群馬大学概要 平成 15 年度
群馬大学総務部企画広報室 /編集
2003.6 刊 【受贈】

平成 14 年中の 少年非行のあらまし
群馬県保健福祉部青少年こども課 /編 集 ・発行
20p 19cm 2003.4 刊 【受贈】

45p 30cm

ぐんまの国際化の現状 平成 14 年度版
群馬県総務部国際課発行 143p 30cm
2003.5 刊 750 円 【受贈】

平成 15 年度 補正予算説明書 6 月定例県議会
群馬県発行 269p 30cm 【受贈】
群馬県教育文化事業団要覧 平成 15 年度
群馬県教育文化事業団編集・発行
/
40p
2003.4 刊 【受贈】

四季を彩る関東お祭ガイド
レブン /著 メイツ出版発行 144p 21cm
2003.7 刊 1,500 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/8 】

4 自然科学

生涯学習をすすめるために -視聴覚教材機器編 平成 10 〜 14 年度 16 ミリ映画フィルム・ビデ
オテープの目録
群馬県生涯学習 センター・群馬県視聴覚センタ
ー発行 56p 30cm 2003.4 刊 【受贈】

完全図解 食品表示ハンドブック
群馬県発行 76p Ａ 5 判 2 万部作製
問い合わせ：県食品安全会議(027-226-2424)
【桐生タイムス 7/1】

高 崎 経 済 大 学 附 属 地 域 政 策 研 究 セ ン タ ー 年報
2002 年度・第 1 号
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集
・発行 79p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

関東病院情報 2003 年版
医事日報発行 1,255p 26cm 2003.6 刊
18,000 円 【ＴＲＣ新刊案内 7/1】

高松物語 -校長の思いをこめて 岸純子 /著 35p 21cm 2003.6 刊
【上毛 6/28,受贈】

館林邑楽歯科保健医療 センター建設の概要
館林邑楽歯科医師会発行 99p 30cm
2003.5 刊 【受贈】

知の風に舞え -ある教育者のメッセージ正田喜久 /著 上毛新聞社発行 309p 20cm
1,429 円 【上毛 7/4,受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
会報 第 30 号
群馬県食品工業協会発行
2003.3 刊 【受贈】

定例県議会議案 平成 15 年 6 月
群馬県発行 129p 30cm 【受贈】

環境報告書 2003
富士重工業発行

特定非営利活動法人設立手続等の手引
群馬県発行 116p 30cm 2003.5 刊 200 円
【受贈】

入学者選抜に 関する要 項 前橋工科大学 平成
16 年度
前橋工科大学発行 １４ p 30cm 【受贈】

60p 30cm 2003.6 刊 【 受贈】

織都を育んだ橋 錦桜橋 (冊子)
[生涯学習桐生市民の会・桐生の歴史を歩こう
委員会発行] 16p Ａ４判 2003.6 刊
【桐生タイムス 7/22】

300 部作製

福祉・健康べんり帳
群馬県保健福祉部 /編 集・発行
2003.3 刊 【受贈】

64p 26cm

近世社寺建築調査報告書集成 3 復刻 関東地方
の近世社寺建築 1
村上訒一 ・亀井伸雄 /編集委員 東洋書林発行
1冊 23cm 2003.6刊 28,000円
【ＴＲＣ 新刊案内7/8】

何が私を支えたか -県内企業トップ 67 人の原点上毛新聞社発行 270p A5 判
1,500 円
【上毛 7/30】

任重くして道遠し
正田喜久 /著 122p Ａ４判
【上毛 7/4】

30cm

全国安心工務店一覧 (関東版)
三島俊介 /編 著 ハウジングエージェンシー 出
版局発行 429p 21cm 2003.7 刊 深沢組(前
橋市)の掲載あり 。【受贈】

349p 26cm

6 産業

ふるさと桐生の民話 第 6 集
清水義男 /編著者 日刊きりゅう新聞社発行
158p 21cm 2003.8 刊 1,000 円
【 日刊きりゅう 6/26,受贈】

浅間家畜育成牧場 50 年の歩み <昭和 27 年〜平
成 14 年>
群馬県浅間家畜育成牧場発行 145p 30cm
2003.3 刊 【受贈】
-3-

業務報告 平成 14 年度
群馬県繭糸技術センター 発行
2003.3 刊 【受贈】

59p

全国の郷土かるた -郷土かるた王国群馬からの
発信(群馬大学附属図書館所蔵資料シリーズ)
群馬大学附属図書館発行 38p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

30cm

計量行政事務概要 平成 14 年度
群馬県計量検定所発行 53p 30cm
【受贈】

2003.5 刊

団通信「はあもにい」五周年記念号
伊勢崎ジュニアオーケストラ発行
年２回発刊

計量モニター -試し買い計量モニター 報告書 平成 14 年度
群馬県計量検定所発行 25p 30cm 2003.3 刊
【受贈】
巨樹、巨木の実態 群馬県
見城卓 /著 105p 26cm 2003.6 刊

66p

Dr. チー坊の鎧作り -武具に魅せられて 植原千明 /著 あさを社発行 171p 30 × 24cm
2003.6 刊 【受贈】

8 語学

【受贈】

母の日作文文集 -夢通り 2003- 第 13 回
前橋中心商店街共同組合発行 36p 26cm
2003.6 刊 【受贈】

9 文学

2003.3 刊

30cm

森林政策ビジョン 第一次推進計画(平成 15 年度
〜平成 19 年度)
群馬県林務部発行 26p 30cm 2003.3 刊【 受贈】

伊藤信吉著作集 第四巻
伊藤信吉 /著 沖積舎発行 578p 21cm
2003.7 刊 9,000 円 【受贈】

農政予算概要【各課(室)別】
群馬県農政部農政課 /編集・発行
245 円 【受贈】

61p

烏帽子山 -山崎五郎歌集山崎五郎 /著 155p 22cm 2003.3 刊

旅券発給の概要 平成 14 年
群馬県パスポートセンター発行
2003.3 刊 【受贈】

19p

30cm

30cm

おもむくままに あしたがあるさ (歌草紙)
鈴木憲一 /著 237p 21cm 2003.3 刊
800 部作製【上毛 7/19，受贈】

描かれた身体 ひとの表現・ひとのかたち 企画
展 No.58
大川美術館発行 35p 23cm 2003.7 刊 【 受贈】

詩とハンセン病 (<新>詩論・エッセー文庫 3)
森 田 進/著 土曜美術社出版販売 210p 19cm
2003.6 刊 1,400 円 著者は栗生楽泉園(草津)
詩話会選者。【ＴＲＣ新刊案内 7/15】

きり舟会書展 (第 10 回記念作品集 )
書道きり舟会発行 56p Ａ４判
【桐生タイムス 7/19】

上毛国語 第六十八号
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編 集 217p
21cm 2003.3 刊 【受贈】

近作Ⅱ -限定 150 部オリジナル・エッチング(銅
版画)入り特装版和南城孝志 (ﾜﾅｼﾞｮｳ･ﾀｶｼ)/著 奈良書店発行
15,000 円 問い合わせ：同書店(桐生 -22-7967 )
【桐生タイムス 7/6】

32p

【受贈】

おかのうえのカステラ やさん
堀 直 子/ 作 神山ますみ /絵 小峰書店発行
62p 22cm 2003.7 刊 1,000 円
堀氏は群馬県生まれ 。 【 ＴＲＣ新刊案内 7/15】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県ふるさと 伝統工芸品
群馬県商工労働部工業振興課発行
【受贈】

A4 判

【上毛 7/11】

群馬県森林林業統計書 平成 14 年版
群馬県林務部林政課発行 151p 30cm
2003.3 刊 【受贈】
研究報告 第 9 号
群馬県林業試験場 /編 集
【受贈】

35p

城堀川 (歌集)
笛 木 力 三 郎/著 205p 20cm 2003.6 刊
【上毛 7/2,受贈】
青春の推理 -吉田小雀シリーズ召祭薫(ｼｮｳｻｲｶｵﾙ)/著 文芸社発行 322p
B6 判 著者は高崎市在住。 【上毛 7/8】

21cm

高山マサ遺句集 えごの花
高山マサ /著 173p 19cm

けるん -桐生山岳会創立 50 周年記念号 桐生山岳会発行 105p 26cm 2003.6 刊
【桐生タイムス 6/30, 受贈】
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2003.1 刊 【受贈】

時を刻む (歌集)
松本孝子 /著 短歌新聞社発行
2003.7 刊 【受贈】

226p 20cm

俳句の作法と鑑賞
飯塚正人 /著 250p 19cm 2002.6 刊
はくれん (句集)
松本幸雄 /著 あさを社発行
2003.7 刊 【受贈】

2003.7 刊 1,200 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/22】
クレーンの運転(知識・法令・演習問題)
塩ノ谷 幸 造/ 著 パワー社発行 191p 21cm
2003.6 刊 1,800 円 著者は群馬県立高崎工業
高校などに勤務。 【受贈】

【受贈】

血栓は倒れる前に溶かせ
美 原 恒/著 東洋医学舎発行 187p 18cm
2003.5 刊 700 円 著者は伊勢崎市生まれ。
【上毛 7/1】

125p 20cm

恥書きあれこれ 始末録 (三分冊一セット)
武者一雄 /著 2003.7 刊 3,000 円
第一部 -わたしの 場合 -122p 19cm
第二部
-旅- 113p 19cm
第三部 -エッセイ 他- 144p 19cm 問い合わせ
：あさを社 (027-327-1161) 【産経 7/29,受 贈】

公共圏とデジタル・ネットワーキング
干川剛史 /著 法律文化社発行 258p 21cm
2003.7 刊 2,700 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/29】

はらからのうた (合同句歌集)
長岡英男ほか /著 226p 22cm 2003.3 刊
【上毛 6/24,受贈】
榛名嶺の空 (歌集)
岡本久子 /著 けやき書房発行
2003.4 刊 【受贈】

5 秒間 BM レジスタンスダイエット
饗庭秀直 /著 ベストセラーズ発行 126p 21cm
2003.3 刊 1,200 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/1】
シマノ世界を制した自転車パーツ
山口和幸 /著 光文社発行 301p 20cm
2003.6 刊 1,600 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ 新刊案内 7/1 】

249p 19cm

二日月 (詩集)
江沢英道 /著 新風舎発行 142p 19cm
2003.7 刊 1,400 円 【受贈】

女性のからだの整 体 法 -からだの 悩みを解消す
る 6 つのテーマと四季のお手入れ野村奈央 /著 七つ森書館発行 144p A5 判
1,200 円 著者は富士見村赤城山在住。問い合
わせ：七つ森書館(03-3818-9311) 【 上毛 7/15 】

室生犀星 -戦争の詩人・避戦の作家伊藤信吉 /著 集英社発行 196p 20cm 2003.7 刊
2,400 円【ＴＲＣ新刊案内 7/15,上毛 7/4,7/28 】
湧玉の里 (歌集)
高橋と志 /著 けやき書房発行
2003.6 刊 【受贈】

しらべる戦争遺跡の事典 続
十菱駿一 ・菊 池 実/編 柏書房発行 451,7p
22cm 2003.6 刊 3,800 円 菊池氏は群馬県埋
蔵文化財調査事業団主幹兼専門員
【ＴＲＣ新刊案内 7/1】

216p 19cm

県関係者の一般著作

ティーンズ・ボディブック 増補改訂版
北村邦夫 ・junie 編集部 /編 著 扶桑社発行
142p 26cm 2003.7 刊 952 円 著者は群馬県
生まれ。 【ＴＲＣ新刊案内 7/22】

「田舎の家」をたたむということ
堀越賢一 /著 講談社発行 254p 20cm
2003.7 刊 1,700 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/22】

日本経済再生のために
野上浩三 /著 丸善プラネット発行 丸善株式
会社出版事業部(発売) 328p 19cm 2003.6 刊
1,800 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/1】

おじさん医学生奮闘記
河辺啓二 /著 エール出版社発行 191p 19cm
2003.5 刊 1,500 円 問い合わせ：木崎クリニ
ッ ク( 0276-56-7770) , 同出版社 ： ( 03-3291-0306)
【読売 7/20】

日本神話の神々
戸部民夫 /著 三修社発行 302p 20cm
2003.7 刊 2,300 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/1】

翔(ｶｹﾙ) LEVEL B (日常英会話テキスト 初級〜
中級)
深堀博子 /著 ヒロ英会話出版発売 問い合わ
せ：ヒロ英会話＆受験学院(027-321-8760)
【上毛 7/28】
からだ夢ノート
中山庸子 /著 講談社発行

ネイティブがよく使う英語スラング
ディビッド・セイン /著 小 池 信 孝/著 明日香
出版社発行 247p 19cm 2003.7 刊 1,600 円
小池氏は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/15】

189p 19cm
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丸山真男八・一革命伝説
松本健一 /著 河出書房新社発行 247p 20cm
2003.7 刊 2,200 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 7/29】
大和言葉訳 日本書紀(神代)
青木信策 /著 文芸社発行 154p 1,000 円
著者は桐生市出身 。【桐生タイムス 6/27】
流通情報概論 (高崎商科大学叢書 )
高崎商科大学 ネットビジネス研究所 /編 者
成山堂書店発行 188p 22cm 2003.6 刊
2,800 円 【上毛 7/17,受贈】

視聴覚資料
電子資料
安全に実験や観 察を行うために -理科 の安全な
観察・実験 - ( CD-ROM )
群馬県総合教育センター 制作
問い合わせ：
同センター産業科学課( 0270-26-9215)
【上毛 3/4,受贈】
キノコを知ろう キノコに学ぼう キノコと暮ら
そう ( CD-ROM 版学習ソフト)
NPO ぐんま制作 1,500 枚作製 問い合わせ：
高崎健康福祉大学 江口助教授 ( 027-352-1290)
【上毛 7/5 】
桐生山岳会チョモランマ登山隊 2002 (CD-ROM )
桐生山岳会制作
/
【桐生タイムス 6/30,受贈】
空から群馬 (CD-ROM 版)
上毛新聞社出版局 /編 集 3,000 円
【上毛 7/27】
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