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尾瀬を歩く '03 〜'04
JTB 発行 127p 21cm 2003.6 刊
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】

本

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００３ 年５月
No.１９８
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

尾瀬を歩こう '03
JTB 発行 120p 26cm 2003.6 刊
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】
おもしろ考古学教室 『国際シンポジウム -埋蔵
文化財と学校教育 -』報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編 集 ・発行 76p
30cm 2003.3 刊 【受贈】

◎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。

隠れ家個室温泉 -露天風呂付き客室の宿 講談社発行 113p 30cm 2003.4 刊
【ＴＲＣ 新刊案内 5/6 】
関東子連れにぴったりのコテージ &貸別荘はここ
だ!
手塚一弘 /著 メイツ出版発行 160p 21cm
2003.5 刊 1,500 円 【ＴＲＣ新刊案内 5/6】

０ 総記
議会図書室の概要
群馬県議会図書室 /編 集・発行
2003.5 刊 【受贈】

北滝ﾉ入(ｷﾀﾀｷﾉｲﾘ)Ⅱ遺跡
胡桃沢砂防北滝ﾉ入遺跡調査会発行
6p 2003 ・1 【受贈】

18p 30cm

購入雑誌目録 2003 年
高崎健康福祉大学図書館 /編 集・発行
30cm 2003.4 刊 【受贈】

桐生史苑 第４２号
桐生文化史談会発行
【受贈】

22p

32p

図版

108p 21cm 2003.3 刊

桐生市長沢家文書目録(三) -桐生市立図書館蔵桐生市立図書館発行 55p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

こんな本、あんな本(第 5 版) 多野藤岡地区高等
学校推薦図書リスト
多野藤岡地区高等学校図書館部会推薦図書委員
会発行 24p 26cm 2003.3 刊 【受贈】

群馬歴史民俗 第２４号
群馬歴史民俗研究会 /編集・発行
2003.3 刊 【受贈】

1 哲学･宗教

102p 21cm

光仙房遺跡 -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 17 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団／編集・発行
(集落編) 233p 写真図版 83p (須恵器窯跡編)
132p 写真図版 30p 2003・ 3 刊 付図 5 枚
【受贈】

2 歴史･伝記･地理
石川薫記念地域文化賞 受賞者のことば
群馬地域文化振興会 /編集・発行 210p 21cm
2003.3 刊 【受贈】

子どもと楽しむ茨城・栃木・群馬アウトドアガイ
ド
ジョイフルネット北関東 /著 メ イ ツ出版発行
160p 21cm 2003.5 刊 1,500 円
【ＴＲＣ新刊案内 5/6】

碓氷路 東山道と防人
うすいの歴史を残す会発行 45p 21cm
2003.4 刊
【上毛 5/9,受贈】
えりあぐんま 第 9 号 2003
群馬地理学会 /編 集・発行 53p 26cm
2003.5 刊 【受贈】

下谷戸(ｼﾓｶﾞｲﾄ) B 遺跡 - 縄文時代前期の住居と
土杭一般県道小平塩原線整備事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
大間々町教育委員会発行 27p 写真図版 9p
2002 ・3 刊 【受贈】

尾瀬 -空・水・光大 橋 敏 夫/ 著 船木倶子 /詩 日貿出版社発行
95p 27cm 2003.5 刊 2,500 円 大橋氏は群馬
県高崎市生まれ。
【上毛 5/25, ＴＲＣ新刊案内 5/20】

首都圏からのオートキャンプ場 保存版
JTB 発行 224p 26cm 2003.5 刊 857 円
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】
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新編高崎市史 資料編 5 近世 1
高崎市発行 1028p 図版 5 枚
【東京 5/15,受贈】

平成 13 年度発掘調査概報 桐生市文化財報告書
22 集
桐生市教育委員会発行 24p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

22cm

高崎市史研究 第 17 号
高崎市史編さん専門委員会 /編集 高崎市発行
212p 21cm 2003.3 刊 【受贈】

ベルツ博士と草津 -日本近代医学 の父 ベルツ記念館 /編 集・発行 27p 26cm
2003.3 刊 【受贈】

町内遺跡Ⅰ -平成 12 年度 埋蔵文化財緊急発掘調
査報告書 長野原町埋蔵文化財調査報告第 9 集
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会発行 20p 写
真図版 6p 2002・ 3 刊 【受贈】

ほっと HOT ぐんま (季刊観光情報誌)
群馬県発行 12p Ａ４判 5 千部作製
発行 【上毛 5/27 】

町内遺跡Ⅱ -平成 13 年度 埋蔵文化財緊急発掘調
査報告書 - 長野原町埋蔵文化財調査報告第 10 集
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会発行 41p 写
真図版 12p 2003・ 3 刊 【受贈】

前橋藩松平家記録 第二十八巻 -文久壬戌二年四
月〜文久癸亥三年四月 - -御築城別記録 文久二年
十二月〜慶応二年四月 前橋市立図書館 /編集 277p 22cm 2003・ 3 刊
5,600 円 【受贈】

寺谷Ⅱ遺跡 -農用地総合整備事業 に伴う埋蔵文
化財調査報告書 白沢村教育委員会発行 74p 図版 60p
2003 ・2 刊 【受贈】
泊まっていい宿お得な宿 '04
JTB 発行 160p 26cm 2003.6 刊
【ＴＲＣ新刊案内 5/20】

前原遺跡 吉岡町文化財調査報告書第 17 集
吉岡町遺跡調査会発行 43p 図版 12p 30cm
2002.12 刊 【受贈】
まちてく -街がかわる みんながかわる 何かが
かわる 群馬県商工労働部商政課 /企 画・発行 44p
21cm 【受贈】

857 円

長久保大畑Ⅱ 遺跡 吉岡町文化財調査報告書第
18 集
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会発行 14p
図版 6p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

まんが矢瀬縄文物語 (マンガ)
[月夜野町教育委員会発行] 113p Ａ 5 判
500 円 問い合わせ：同教育委員会
( 0278-62-2111) 【上毛 5/24】

中屋敷Ⅰ遺跡・明神山遺跡・伊勢山遺跡・中島遺
跡・西裏遺跡
群馬県教育委員会発行 211p 写真図版 63p
2003 ・3 刊 【受贈】
２時間登頂ハイキング
紀村朋子 /編 山と渓谷社発行
2003.5 刊 1,400 円
【ＴＲＣ新刊案内 5/6】

やぜ縄文学 （小冊子）
[月夜野町教育委員会発行] 29p Ａ 4 判
問い合わせ：同教育委員会(0278-62-2111)
【上毛 5/24】

3 社会科学

135p 21cm

おもしろ科学教室 - 第 13 集 群馬県教育文化事業団 ・群馬県生涯学習 センタ
ー /編集・発行 49p 30cm 2003.3 刊 【受贈 】

西田遺跡・村中遺跡 -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 12 集 群馬県埋蔵文化財調査事業団／編集・発行 本
文編 706p 写真図版編 175p 図版 12 枚
2002 ・3 刊 【受贈】
新田荘めぐり
群馬県太田行政事務所編集・発行
/
15cm 2003.3 刊 【受贈】

Only One (学級通信集)
久 保 田 範 康/ 著 Ａ４判 150 部作製 問い合わ
せ：安中市立第二中学校 (027-385-7857 )
【上毛 5/20 】

112p

パパ、雨の日もどっか行こ。 2003-2004
おでかけパパねっと/著 フットワーク出版発
行 158p 21cm 2003.5 刊 1,500 円
【ＴＲＣ新刊案内 5/27】
百湯百泉 -最新版上毛新聞社発行 288p Ａ 5 判
【上毛 5/24 】

年４回

家庭教育 子育てヒント集 乳幼児編
尾島町教育委員会発行 20p 21cm
【上毛 4/1,受贈】

2003.3 刊

家庭教育 子育てヒント集 小学生編
尾島町教育委員会発行 19p 21cm
【上毛 4/1,受贈】

2003.3 刊

家庭教育 子育てヒント集 中学生編
尾島町教育委員会発行 19p 21cm

1,800 円
-2-

2003.3 刊

【上毛 4/1,受贈】

群馬県立医療短期大学紀要 第 10 巻
群馬県立医療短期大学発行 171p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

「学生による授業評価」に基づく自己点検・評価
報告書
群馬大学総務部企画広報室発行 196p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

群馬県立女子大学紀要 第 24 号
群馬県立女子大学発行 87,313p 30cm
2003.2 刊 【受贈】

学校週 ５日制連絡協議会報告書
群馬県教育委員会文化スポーツ部生涯学習課発
行 90p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

群馬大学工業会報 通巻 128 号
群馬大学工業会発行 81p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

関東学園大学紀要
第 11 集
関東学園大学発行 118p 26cm 2003.刊
【受贈】

群馬の視聴覚教育 第 37 号
群馬県視聴覚 ライブラリー連絡協議会発行
12p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

関東学園大学 経済学紀要
第 30 集 第 2 号
関東学園大学経済学部発行 83p 26cm
2003.2 刊 【受贈】

経営革新ガイドブック -経営革新 で勝ち組に 群馬県発行 47p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

共愛学園前橋国際大学論集 第３号 2003 年
共愛学園前橋国際大学編集・発行
/
91p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

けやき 第 15 号
群馬市民大学講座発行
【受贈】

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 30cm
2003.3 刊 【受贈】

高体連 第 53 号
群馬県高等学校体育連盟 /編 集・発行
26cm 2003.5 刊 【受贈】

教育要覧 平成１５年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所発行
7p 30cm 【受贈】

高齢者地域ガイドマップ -いごこちおーら邑楽町発行 29p 30cm 2003.3 刊
【上毛 5/8,受贈】

ぐんま企業ガイドブック
群馬県雇用開発協会発行
2003.4 刊 【受贈】

五十年のあゆみ -創業 50 周年記念誌 エスビック発行 119p Ａ 4 版
【ぐんま経済 5/15，受贈】

333p 26cm

ぐんま教育工房 要覧 平成 15 年度
群馬県総合教育センター 発行 16p 30cm
【受贈】

2003.3 刊

372p

施策の概要 平成 15 年度
群馬県教育委員会文化 スポーツ部生涯学習課発
行 63p 30cm 【受贈】

群馬県小売物価統計調査 群馬県消費者物価指数
年報 (平成 12 年基準) 平成 14 年
群馬県企画部統計課 /編集・発行 57p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

事業のあらまし 平成 15 年度
群馬県教育委員会文化課発行
【受贈】

54p 30cm

児童・生徒保健活動 の実践記録 第 29 号 平成
14 年度
北群馬渋川地区学校保健会発行 1 冊 30cm
【受贈】

89p 21cm

群馬県地方労働委員会年報 平成 14 年度
群馬県地方労働委員会事務局発行 102p
2003.3 刊 【受贈】

26cm

30 年のあゆみ 群馬県社会福祉事業団 「創立 30
周年記念誌」
群馬県社会福祉事業団発行 198p 30cm
2003.2 刊

群馬県議会会議録 平成 15 年 2 月定例会
群馬県議会事務局発行 351p 30cm 2003.5 刊
【受贈】

群馬県勢要覧 平成 15 年刊
群馬県総務部統計課 /編集・発行
2003.3 刊 【受贈】

44p

G-Book 群馬くらしのガイド
群馬県総務部県民サービス課/ 企画・発行
220p 30cm 2003.3 刊 【朝日 5/1,受贈】

30cm

群馬県の賃金事情 -平成 14 年度賃金事情調査結
果報告群馬県商工労働部労働政策課/ 編集・発行
200p 30cm 2003.2 刊 600 円 【受贈】

授業計画 平成 15 年度
群馬県立女子大学発行
-3-

353p

30cm 【受贈】

松韻 群馬県高等学校校長協会会誌 第 25 号
群馬県高等学校校長協会発行 132p 26cm
2003.3 刊 【受贈】

太田市教育委員会少年課 /編 集
【受贈】

前橋印刷 20 年 毎日新聞北関東 コア 10 年史
毎日新聞北関東コア発行 67p 27cm
2003 ・3 刊 【受贈】

生涯学習をすすめるために 視聴覚教材機器編
-平成 14 年度 16 ミリ映画フィルム ・ビデオテー
プの目録 群馬県生涯教育 センター・群馬県視聴覚センタ
ー発行 10p 30cm 2003.3 刊 【受贈】
小規模事業所実態調査結果報告書
群馬県商工労働部労働政策課発行
30cm 2003.2 刊 【受贈】

明治期郷土唱歌 -地理教育的・総合学習的考察山口幸男 /著 学芸図書発行 166p 21cm
2003.5 刊 【上毛 5/26,受贈】
明治期の教科書調査「修身説約」
群馬県総合教育センター発行 107p
2003.2 刊 【受贈】

41,5p

健やか親子 21 in ぐんまフェスティバル 記録集
-元気県ぐんま 21 推進大会 [元気県ぐんま 21 推進大会実行委員会発行 ]
32p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

要覧 平成 15 年度
群馬県立東毛少年自然の家発行
【受贈】

赤城姫 第 15 号
赤城姫を愛する集まり発行
2003.3 刊 【受贈】

定例県議会議案 (附 予算説明書) 企業局関係
群馬県発行 147p 30cm 2003.2 刊 【受贈】
統計からみた群馬の経済 平成 14 年度版
群馬県企画部統計課 /編集 92p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

報告書

26cm

ぐんまの食品安全 (パンフレット )
群馬県食品安全会議発行 8p Ａ 4 判
【上毛 4/9】

保健体育課統計資料 第 11 集(平成 14 年度版)
群馬県教育委員会保健体育課発行 48p
30cm
2003.3 刊 【受贈】

フレンドシップ 2002
少年交流事業

107p

消えてゆく 植物たち〜桐生市の野外植物レッドデ
ータブック
[桐生市みどりと 花の会 /作成] 88p Ａ４判
1,500 円 千部作製 問い合わせ：同市公園緑
地課(0277-46-1111)
【日刊きりゅう 5/18, 上毛 5/19,桐生タイムス 5/19,
読売 5/22, ぐんま経済 5/29】

地方教育費調査結果速報 -平成 13 会計年度群馬県教育委員会発行 46p 30cm 2003.3 刊
【受贈】

富士見村第４次総合計画
富士見村発行 139p 30cm

30cm

完全図解・食品表示ハンドブック
群馬県食品安全会議発行 76p Ａ 5 判 2 万部
作製
問い合わせ：県食品安全会議 ( 027-226-2424)
【上毛 2/27, 読売 5/27】

地域づくり団体ハンドブック
群馬県地域づくり協議会・群馬県地域創造課 /
編集・発行 138p 21cm 2003.3 刊 【受贈】

132p

17p

歌はこうして生まれた -ハンセン の詩 吉幸やたか・かおる/ 編集 工房にんげん発行
255,17p 19cm 2003.5 刊 1,500 円 【 毎日 5/13 】

123p

館林市統計書 平成 14 年版
館林市役所発行 250p 30cm 2003.3 刊

保健の歩み 50 周年特集号
北群馬渋川地区学校保健会発行
2003.3 刊 【受贈】

30cm

4 自然科学

政策研究会報告書 -目指せ ! 21 世紀の「自転車
王国ぐんま」- VOL.9 NO.2
[群馬県企画部企画課特定課題推進グループ発
行] 111p 30cm 2003.3 刊
【群馬建設 4/2,受贈】
高崎健康福祉大学紀要
第 2 号(2003 )
高崎健康福祉大学紀要 編集委員会 /編 集
26cm 2003.3 刊 【受贈】

25p 30cm

群馬生物 群馬県高等学校教育研究会生物部会誌
第 52 号
群馬県高等学校教育研究会生物部会発行 72p
26cm 2003.3 刊 【受贈】

30cm

食品安全会議ガイドブック
群馬県食品安全会議発行
【上毛 4/9】

2003.3 刊【受贈】
平成 14 年度

8p Ａ 4 判

保健福祉統計年報 平成 15 年刊
群馬県保健福祉部保健福祉課調査広報グループ
/編集・発行 397p 30cm 2003.3 刊 【受贈】

青
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5 技術･工学･家政学･生活科学

世界の民族衣裳展 -市田ひろみコレクション 第 10 回企画展
群馬県立日本絹の里 /制作・発行 55p 30cm
2003.4 刊 【受贈】

ぐんぐんぐんまの元気膳カレンダー
群馬県栄養士会制作 30cm 問い合わせ：同会
( 027-232-2913) 【群馬よみうり 5/10,受贈】

地域森林計画変更計画書 (平成 14 年度) -1 西
毛森林計画区 2 利根上流森林計画区群馬県発行 9p 30cm 110 円(定価)【受贈】

子連れ de おじゃ MAP
ぺぱーみんとかんぱにー /編集 100p B5 判
500 円 2003.3 刊 問い合わせ：ぺぱーみんと
かんぱにー( 027-260-6361)
【毎日 5/11, 上毛 5/17,群馬よみうり 5/17 】

地価公示標準地の付近案内図 群馬県
年
[国土庁/ 編] 172p 30cm 【受贈】

産業廃棄物処理業者名簿
平成 15 年 1 月 1 日現
在
群馬県環境生活部生活環境課発行 434p 30cm
【受贈】

未来への戦略 21 2003 〜 2004
群馬県商工労働部産業政策課/ 編集・発行
133p 30cm 2003.4 刊 【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

水道局だより 創刊号
前橋市水道局発行 4p Ａ４判 年３回発刊
【上毛 5/23, 群馬建設新聞 5/23 】

上野村 行事カレンダー
上野村役場発行 14p

土木部事業概要 平成 15 年度
群馬県土木部発行 72p 30cm 【受贈】

大泉かるた (小冊子)
大泉町教育委員会発行
【受贈】

水のめぐみ (広報紙) 創刊号
高崎市水道局・下水道局 / 編集・発行 年４回
発行 4p 30cm 2003.5 刊
問い合わせ：上下水道事業総務課庶務担当
( 027-321-1282)【群馬建設 5/15, 上毛 5/28】

26cm

千部作製

24p

30cm

谷川岳遭難防止条例 -世界初の登山規制 梅澤一雄 /著 201p 20cm 2003.3 刊
【上毛 5/23,受贈】
中之条町の文化財
中之条町教育委員会発行 54p Ａ 4 判 1,000
円 5 千部作製 問い合わせ：同町教育委員会
( 0279-76-3111) 【上毛 5/22】

39 × 28cm

企業サポートガイド -平成 15 年度中小企業支援
政策のご案内群馬県商工労働部産業政策課/ 編集・発行 116p
30cm 2003.4 刊 【 上毛 5/14, 群馬建設 5/16,受贈】
ぐんまの森林づくり
群馬県林務部林政課発行
50 円(税込) 【受贈】

45p

県民芸術祭報告書 第 26 回
群馬県教育文化事業団編集・発行
/
2003.3 刊 【受贈】

吾妻地域森林計画書(吾妻森林計画区 ) -計画期
間 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31
日群馬県発行 87p 30cm 【受贈】

4p

平成 15 年度
37 × 26cm 【受贈】

群馬県立近代美術館年報 平成 13 年度
群馬県立近代美術館 /編集・発行 116p 30cm
2003.3 刊 【受贈】

6 産業

いせさき街ひと元気リポート
商店街振興組合本町百店発行
2003.3 刊 【受贈】

平成 15

波動 第７巻
板倉町教育委員会編集・発行
/
2003.3 刊 【上毛 5/13,受贈】

47,49p 30cm

望山(ﾎﾞｰｻﾞﾝ) 14 号 (機関誌)
吾妻山岳会発行 【上毛 5/19 】

12p 30cm

私のふるさとは なかのじょうです 中之条町写
真集
中之条町 /企画・編集 1 冊 21 × 30cm
2003.3 刊 【上毛 5/17, 読売 5/20,受贈】

商業統計調査結果速報(本調査) 平成 14 年 6 月
1 日現在
群馬県企画部統計課発行 53p 30cm
2003.3 刊 【受贈】
森林の整備と保全に向けて -森林保全 の概要 平成 15 年度
群馬県発行 76p 30cm 【受贈】

8 語学
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日本のふるさとことば集成 -全国方言談話デー
タベース - 第７巻 群馬・新潟
国 立 国 語 研 究 所/編 集 国書刊行会発行 292p
22cm CD1 枚 CD-ROM 1 枚付 2003.4 刊
6,800 円

中島文四郎全歌集
中 島 文 四 郎/著 476p 23cm 2003.5 刊
5,000 円 【受贈】
なめくじさんのおうち -平成十四年度 大泉保育
福祉専門学校 手づくり絵本新人賞受賞作 若林美紗子文・絵 大泉保育福祉専門学校出版
局発行 23p 21 × 19cm 2003.3 刊 【受贈】

9 文学
雨の鎌倉 (短編集)
笹村ようこ/著 97p Ａ 5 判
【上毛 5/26】

ぼくのおじさん
川淵圭一 /作 なかだえり /画 講談社発行
239p 20cm 2003.5 刊 1,400 円 著者は群馬
県生まれ。 【ＴＲＣ新刊案内 5/27】

1,200 円

イタリア男九人九色 (エッセー)
遠藤京子 /著 大風呂敷出版局発行

1,200 円

南十字星 -青春の墓標 新井清七 /著 263p 20 cm 2003.4 刊

【桐生タイムス 5/17】

【受贈】

文学紀要 第 7 号
群馬県立土屋文明記念文学館発行
2003.3 刊 【受贈】

昔・むかしのものがたり (絵本)
今 井 範/ 著 30p Ａ４判 【上毛 5/10】

風

142p

26cm
私たちの間に ---時間(とき)アデラ・ポペスク詩集
アデラ・ポペスク/著 住谷春也 /訳 219p
20cm 2003.2 刊 2,000 円 住谷氏は前橋市在
住 。【上毛 5/5】

キラキラひかるかわ -平成十四年度 大泉保育福
祉専門学校 手づくり絵本新人賞受賞作小久保麗子文・絵 大泉保育福祉専門学校出版
局発行 27p 24 × 20cm 2003.3 刊 【受贈】
雲と水と (歌集)
萩原俊子 /著 211p 20cm 2003.4 刊

【受贈】

群馬の文学碑めぐり
田島儀一 /著 166p 19cm 2003.4 刊

【受贈】

群馬文学全集 第十二巻 群馬の歌人
群馬県立土屋文明記念文学館発行 456p
2002.11 刊 【受贈】

22cm

群馬文学全集 第十四巻 群馬の詩人
群馬県立土屋文明記念文学館発行 486p
2003.3 刊 【受贈】

22cm

県関係者の一般著作
生きる力をはぐくむ -永杉喜輔の教育哲学野口周一 /著 開文社出版発行 300p 四六判
2003.3 刊 2,400 円 【上毛 5/20】
畿内戦国期守護 と地域社会
小谷利明 /著 清文堂出版発行 372,13p
22cm
2003.4 刊 8,800 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】
記録「国鉄改革」前後 -労組役員の備忘録から福 原 福 太 郎/著 487p 19cm 2003.5 刊 著者は
群馬県生 まれ 。【受贈】

群馬文学全集 第十八巻 群馬の作家・下
群馬県立土屋文明記念文学館発行 532p 22cm
2002.8 刊 【受贈】

高齢者が楽しめる伝承おり紙教室
浅利信一 /編著 いかだ社発行 93p 21cm
2003.5 刊 1,500 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ 新刊案内 5/6 】

群馬文学全集 第二十巻 思想・評論・随筆・滞
在日記・紀行・群馬文学年表
群馬県立土屋文明記念文学館発行 631p 22cm
2003.3 刊 【受贈】

ことばを鍛えるイギリスの学校
山本麻子 /著 岩波書店発行 219p 19cm
2003.4 刊 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ 新刊案内 5/6 】

触角をなくした 蟻んこ翔太 (絵本)
今井範 /著 30p Ａ４判 【上毛 5/10】

子供に悩まされる親 親にダメにされる子供
伊藤幸弘・佐々木 正 美/著 扶桑社発行 229p
20cm 2003.4 刊 1,143 円 佐々木氏は群馬県
生まれ。 【ＴＲＣ 新刊案内 5/6】

太平記
長谷川端 /著 三弥井書店発行 441,4p 22cm
2003.3 刊 12,000 円 【ＴＲＣ新刊案内 5/6 】
恬淡 -珊瑚集 4- (句集)
吉田未灰 /著 159p 20cm 2003.5 刊

コミュニケーション学入門
田村紀雄 /著 NTT 出版発行 269p 21cm
2003.5 刊 2,600 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/20】

【受贈】
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私道・境界・日照の法律相談
野 辺 博/編 著 野間自子 ほか /著 学陽書房発行
321p 21cm 2003.5 刊 3,000 円 野辺氏は群
馬県生まれ。 【ＴＲＣ 新刊案内 5/20】

2003.3 刊 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/6】
母と子のきずな -育つ力育てる心 松 沢 清/著 243p 22cm 2003.4 刊
著者は群馬県生まれ 。【受贈】

島と岬の灯台めぐり
本木修次 /著 ハート出版発行 430p 19cm
2003.4 刊 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】

1,800 円

視聴覚資料

シュレーディンガー のジレンマと夢
長沢正雄 /著 森北出版発行 167p 22cm
2003.5 刊 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/27】

吾妻線・唄の旅 (CD )
小板橋武 ・高橋豊一制作 10 曲収録 1,000 円
200 枚作製
【産経 5/13, 上毛 5/15】

精進料理紀行
藤岡良 /著 彩流社発行 223p 21cm 2003.5 刊
1,600 円 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】

いのちの証 奪ったのはだれ -村瀬信孝一周忌
追悼 - (CD )
工房にんげん /・企画・制作・発売 2,500 円
【購入】

植物画プロの裏ワザ
川岸富士男著
/
講談社発行 99p 21cm
2003.5 刊 著者は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/27】

群馬県はきのこのふるさとよ -PR ソング -(CD)
群馬県きのこ振興協議会制作 【 上毛 5/1,受贈】
恋の町・沼田 (カセット)
星野緋紗 /歌

心理学をはじめよう
川島真・小林和久 /著 世音社発行 158p 21cm
2003.4 刊 2,000 円 小林氏は群馬県生まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/6】

「幸せ上手よ家の人」「上州女伊達」(CD)
花元麻希 /歌 [バップレコード 発売] 問い合
わせ：オフィス花(042-733-1465)
【桐生タイムス 5/16】

図解尿路結石症 を治す
伊藤晴夫 /著 法研発行 191p 21cm 2003.5 刊
著者は群馬県生まれ 。【ＴＲＣ 新刊案内 5/27 】

Sugar & M i l k o r L e m o n (CD )
たまご☆ピリ /曲 8 曲収録 2,000 円 たまご
☆ピリ(ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾕﾆｯﾄ)の田村氏は高崎市出身 。
【群馬よみうり 5/3】

そうだトイレ掃除をしよう
星野延幸 /著 36p 21cm 2002.11 刊 アメニテ
ィ発行 477 円 【ぐんま経済 5/15,受贈】

三ツ木の文蔵( A 面) / 日光円蔵( B 面) ( CD・カ
セット)
斎藤弘一作詞 上州たか子歌 クラウンレコー
ド発売
【上毛 5/15 】

その英語、ネイティブにはこう聞こえます
David A.Thayne ・小池信孝 /著 主婦の友社発
行 191p 19cm 2003.6 刊 1,200 円 小池氏
は群馬県生まれ。 【ＴＲＣ新刊案内 5/6】

電子資料

誰のための人権か
田島泰彦・梓沢和幸編著 日本評論社発行
323p 19cm 2003.5 刊 2,200 円 梓沢氏は群
馬県生まれ。 【ＴＲＣ 新刊案内 5/6】

さかいデジタルミュージアム (CD-ROM )
境町教育委員会制作 500 円(税込) 問い合わ
せ： 同教育委員会文化財整理室( 0270-74-2494)
【受贈】

地方の豪族と古代の官人
田中宏明 /著 柏書房発行 363,16p 22cm
2003.4 刊 4,800 円 著者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/6】
日本中世史の再発見
峰岸純夫 /編集 吉川弘文館発行 365p 22cm
2003.5 刊 10,000 円 編者は群馬県生 まれ。
【ＴＲＣ新刊案内 5/13】
年金は自分でつくれ !
須田忠雄 /著 毎日新聞社発行

＊お詫びと訂正
前号(Ｎｏ． 197)のタイトルが「群馬県の本」
となっておりました。正しいタイトルは「群馬の
本」です。訂正とともにお詫び申し上げます。

191p 19cm
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