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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年４月分
No.２９３

阿久津遺跡･万蔵寺廻り遺跡･桑原田遺跡･十二廻
り遺跡･中町遺跡･半田常法院遺跡（あくついせき
･まんぞうじまわりいせき･くわはらだいせき･じ
ゅうにまわりいせき･なかまちいせき･はんだじょ
うほういんいせき）－渋川市･北群馬郡吉岡町の
調査－ 一般国道１７号(前橋渋川バイパス)改築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第一集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.2 [10,]503p 写真図版 152p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 5 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196
・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。

安中市遺跡分布地図 市内遺跡詳細分布調査報告
書
群馬県安中市教育委員会/発行
2011.3 149p 30 × 42cm
【受贈】

・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。

伊勢崎市境歴史資料 第２３７号
境史談会/発行
2011.3 59p 26cm

・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。

【 受 贈】

岩押Ⅲ遺跡（いわおしさんいせき）－平安時代の
水田、江戸時代の畑の調査－ (都)3．3．8高崎
駅東口線社会資本整備総合交付金(活力基盤)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･発行
2011.3 [7,]36p 写真図版 20p 付図 4 枚
30cm
【受贈】

０ 総記

大道西遺跡（おおみちにしいせき）一級河川男井
戸川広域基幹河川改修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･発行
2011.3 [8,]166p 写真図版 33p 30cm【受贈】

勢農図書館報 昭和51年(1976年)11月25日第1号
～平成23年(2011年)3月1日第30号
群馬県立勢多農林高等学校/発行
2011.3 [168p] 40cm
【受贈】
YOU HALL 20th aniversary 1990－2010
NTT 東日本群馬支店 YOU HALL 事務局/発行
2011.1 32p 26cm
【 受贈 】

加賀塚遺跡２（かがづかいせきに）(第４次調査)
横野平工業団地分譲事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書第３集
安中市教育委員会/編集･発行
2011.2 231p 口絵 4p 30cm 付 CD-ROM1 枚
【受贈】
喜多町遺跡（きたまちいせき） JR両毛線伊勢崎
駅付近連続立体交差事業に伴う埋蔵文化財調査報
告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.3 [5,]138p 写真図版 30p 30cm【受贈】

1 哲学･宗教

行啓誌 第３４回全国育樹祭
群馬県/発行
2011.3 43p 26 × 27cm
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【受贈】

〔2011.5〕

研究紀要 ２９
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.3 198p 30cm
【受贈】

信仰のものがたり いま、この人たちの物語に耳
を傾けたい
日本キリスト教団出版局/発行
2011.3 78p 25cm 1000 円
（ 信徒の友別巻 『信徒の友』編集部/編 ）
｢星野富弘のものがたり｣星野富弘/述収録
【TRC 新刊案内 1713 号】

県内遺跡発掘調査報告書 平成２１年度 群馬県
内公共開発に伴う
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2011.3 72p [写真図版 6p] 30cm 【受贈】

蘇峰への手紙 中江兆民から松岡洋右まで
高野静子/著 藤原書店/発行
2010.7 412p 20cm 4600 円
深井英五氏と中曽根康弘氏の書簡の収録あり
【朝日 4/26】

個室露天の温泉宿関東周辺 2011
JTB パブリッシング/発行
2011.4 142p 26cm 933 円
（ るるぶ情報版 ）
草津･伊香保・四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1711 号】

太平記の里 新田・足利を歩く
峰岸純夫/著 吉川弘文館/発行
2011.4 5,155,8p 21cm 1900 円
（ 歴史の旅 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/14･28、TRC 新刊案内 1711 号】

古墳時代毛野の実像
右島和夫･若狭徹/編 雄山閣/発行
2011.3 172p 26cm 2600 円
（ 季刊考古学・別冊 17 ）
上毛野に関する記述あり
右島氏は前橋国際大学講師
若狭氏は高崎市教育委員会所属
【TRC 新刊案内 1712 号】

なるほど日本地名事典 2 宮城県～神奈川県
蟻川明男/著 大月書店/発行
2011.3 39p 21 × 22cm 2200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1713 号】

斉田竹之内遺跡（さいだたけのうちいせき）国道
３５４号道路改良事業に係わる埋蔵文化財発掘調
査報告書第７集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.3 [12,]280p 写真図版 45p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

西原遺跡（にしはらいせき）小規模土地改良事業
(西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
2010.11 52p 写真図版 14p 30cm 付図 1 枚
【受贈】

斎藤佑樹脳内力
張本勲/著 青志社/発行
2011.4 181p 19cm 1300 円
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1712 号】

西横野中部地区遺跡群発掘調査概報２ 人見三本
松遺跡（にしよこのちゅうぶちくいせきぐんはっ
くつちょうさがいほうに ひとみさんぼんまつい
せき）県営畑地帯総合整備事業松義中部地区(第
１工区B)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
2011.3 [7,]18p 写真図版 5p 30cm 【受贈】

真田道を歩く 上州戦国ロマン紀行
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.4 98p 21cm 1429 円
【上毛 4/13、TRC 新刊案内 1715 号】

西横野東部地区遺跡群発掘調査概報４ 人見枝谷
津遺跡･人見向原遺跡･人見東中原遺跡（にしよこ
のとうぶちくいせきぐんはっくつちょうさがいほ
うよん ひとみえだやついせき･ひとみむかいは
らいせき･ひとみひがしなかはらいせき）県営畑
地帯総合整備事業松義東部地区(第５工区)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
2011.3 [7,]32p 写真図版 8p 30cm 【受贈】

猿楽遺跡（さるがくいせき）－渡良瀬川扇状地に
おける古墳群の調査－ 平成２２年度緊急雇用創
出基金事業に係わる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
2011.3 [8,]123p 写真図版 30p 30cm【受贈】
散策マップ [伊勢崎市赤石地区]
[赤石まちづくりワークショップ/発行]
[2011.3]
【上毛 3/9】
市内遺跡 ⅩⅦ
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2011.3 23p 30cm

〔2011.5〕

年報（２６）
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発
行
2011.3 18p 30cm
【 受 贈】

【 受贈 】
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はるかな尾瀬 Vol.１６
尾瀬保護財団/発行
2011.3 15p 30cm

3 社会科学

【受贈】

石と語る民俗文化 吉村博遺稿集
吉村博/著 吉村雅夫/編 北越出版/発行
[2011.4] 2500 円
旧六合村と高山村にある道祖神に関する記述あ
り
【上毛 4/10】

日帰りで楽しむ温泉ハイク関東
JTB パブリッシング/発行
2011.4 95p 26cm 933 円
（ JTB の MOOK ）
｢榛名外輪山から伊香保温泉｣と｢本白根山から
万座温泉｣を収録 【TRC 新刊案内 1712 号】

稲荷山残照 第３集
太田中学校四十四回(五年制)思い出の記
寺田茂登司/編集 本島虎太/発行
正田壤/表紙絵
2011.3 [19,]50p 21cm
寺田氏と本島氏は太田市在住
正田氏は元県美術会長
【受贈、上毛 3/9】

日帰りハイク関東 心うるおす山歩き、森歩き
2011
JTB パブリッシング/発行
2011.4 95p 26cm 933 円
（ JTB の MOOK ）
尾瀬ヶ原に関する記述あり
【TRC 新刊案内 17111 号】

応援します！ぐんまの子育て 群馬県育児いきい
き参加企業
群馬県/発行
[2010.4]
【ぐんま経済 4/７】

ベストドライブ関東 '12
昭文社/発行
2011.4 175p 26cm 905 円
（ マップルマガジン ）
草津に関する記述あり【TRC 新刊案内 1711 号】

邑楽町第五次総合計画 後期基本計画
（平成２３年度～平成２７年度）
邑楽町役場企画課/編集 群馬県邑楽町/発行
2011.3 187p 30cm
【受贈】

炎の教師 [瀬戸正徳教諭追想集]
[刊行委員会/発行]
[2011.4]
瀬戸氏は群馬県内の中学校に勤務していた
【上毛 3/31】

おお二中 ６４年の歩み 前橋市立第二中学校
閉校記念誌
閉校記念事業実施委員会/発行
2011.3 40p 30cm
【 受 贈】

松本健一講演集 2 日本近代の憧れと過ち
松本健一/著 人間と歴史社/発行
2011.3 316p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】

学校安全の手引き
群馬県教育委員会/作成
[2011.4] 30p

【上毛 4/18】

道の駅旅案内全国地図 平成２３年度版
特集お国自慢を旅する。
道路整備促進期成同盟会全国協議会/発行
2011.3 271p 30cm 1100 円
｢上野｣や｢こもち｣などの道の駅に関する記述あ
り【ぐんま経済 4/21、TRC 新刊案内 1712 号】

学校教育の変遷 下仁田町
里見哲夫/執筆･編集
下仁田町教育委員会/発行
2011.3 52p 30cm
里見氏は前下仁田教育長

宮本松江その人生
宮本松江/著 エムテック/発行
2011.4 255p 20cm 2381 円
著者は千代田町生まれ

家庭教育 はじめのいっぽ 家庭教育応援リーフ
レット
群馬県教育委員会生涯学習課社会教育係/発行
2011.3 [4p] 21cm
【受贈】

【受贈】

教育行政の主要施策 平成２３年度
群馬県教育委員会/発行
2011.3 107p 30cm

【受贈】

【受贈】

桐生大学紀要 第１９号（２００８）
桐生大学紀要編集委員会/編集 桐生大学/発行
2008.12 157p 30cm
【受贈】
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〔2011.5〕

桐生大学紀要 第２０号（２００９）
桐生大学紀要編集委員会/編集 桐生大学/発行
2009.12 105p 30cm
【受贈】

高校教育改革推進計画 平成２３年３月
群馬県教育委員会/発行
2011.3 41p 30cm
【 受 贈】

暮らしのガイド市民便利帳
館林市/発行
[2010.4] 36p A4 判

国語の力 「伝統的な言語文化と国語の特質に関
する事項」の言語活動
村田伸宏・群馬 国語教育を語る会/著
三省堂/発行
2011.4 154p 26cm 1900 円
村田氏は群馬県高崎市立八幡中学校教頭
【TRC 新刊案内 1711 号】

２０１１年版
【毎日 4/6】

群馬県企業局 [総合パンフレット]
群馬県企業局/作成
[2011.4] 折りたたみ A1 判
【群馬建設 4/9】

こまちウエディング 群馬版
ニューズ･ライン/発行
2011.4 変型 A4 判

群馬県消費者物価指数年報 平成２２年 群馬県
小売物価統計調査結果（平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2011.3 45p 30cm
【受贈】
群馬県税務統計 平成２２年度版（平成２１年度）
群馬県総務部税務課/発行
2011.2 125p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

群馬大学主催こども体験教室「群馬ちびっこ大学」
実施報告書 平成２１年度群馬大学地域貢献事業
群馬大学地域連携推進室/発行
2011.3 2,87p 30cm
【受贈】
群馬大学地域貢献事業概要 平成２２年度
地域と共に歩む大学を目指して
群馬大学地域連携推進室/発行
2010 51p 30cm
【受贈】

〔2011.5〕

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 2012年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2011.4 847p 21cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1713 号】
少女は、闇を抜けて 女子少年院・榛名女子学園
家田荘子/著 幻冬舎/発行
2011.3 390p 19cm 1500 円
【上毛 4/17、TRC 新刊案内 1713 号】
私立中学合格事典 首都圏308校完全ガイド 平
成24年度版
小学館/発行
2011.4 693p 21cm 1900 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1713 号】

【 受贈 】

勢多農林百年史
群馬県立勢多農林高等学校百年史編集委員会/
編集 群馬県立勢多農林高等学校/発行
2009.3 459p 31cm
【受贈】

群馬保健学紀要 第３１巻 ２０１０年度
群馬大学医学部保健学科/発行
2011.3 91p 30cm
【 受贈 】
研究の記録 平成２２年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2011.3 1 冊 30cm

獅子舞雑記ノート ４２
石川博司/著
2011.3 38p 21cm
鮎川の獅子舞(藤岡市)に関する記述あり【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 2012年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2011.4 1583p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1713 号】

第５９巻

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編
第６０巻（２０１１）
群馬大学教育学部/編集･発行
2011.2 268p 26cm
【受贈】

群馬の県民経済計算 平成２０年度
群馬県企画部統計課/編集
2011.3 72p 30cm

【上毛 4/3】

社会人への取材活動
四ツ葉学園中等教育学校/発行
[2011.4]
2 年生の授業の取り組みを冊子としてまとめた
もの
【上毛 4/4】

群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編 第４６巻（２０１１）
群馬大学教育学部/編集･発行
2011.2 213p 26cm
【受贈】
群馬大学教育学部紀要 自然科学編
（２０１１）
群馬大学教育学部/編集･発行
2011.2 94p 26cm

新創刊

【受贈】
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選挙の記録 平成２２年７月１１日執行
第２２回参議院議員通常選挙
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2011.2 243p 30cm
【受贈】

4 自然科学
赤城のクモ
林俊夫/発行
[2011.4] 235p A5 判
林氏はみどり市在住

館林市勢要覧２０１１
館林市/発行
2011.3 51p 30cm
【受贈、上毛 4/12、毎日 4/13】
統計おおた 平成２２年版
企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2011.3 96p 30cm

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３１号
新島学園短期大学/発行
2011.3 195p 26cm

【受贈】

学術調査研究調査報告 温泉医学（平成２２年度）
気象変化と気管支喘息
群馬県温泉協会/発行
2010.9 14p 30cm
【受贈】
学術調査研究調査報告 温泉科学（平成２２年度）
群馬県内の硫酸塩泉について
群馬県温泉協会/発行
2011.3 2,43p 30cm
【受贈】
学術調査研究調査報告 温泉科学（平成２２年度）
猿ヶ京温泉の温泉地質ーボーリング柱状図解析ー
群馬県温泉協会/発行
2011.3 12p 30cm
【 受 贈】

日中をダメにした9人の政治家 私と天安門事件
２０年
石平/著 ベストセラーズ/発行
2011.4 271p 19cm 1143 円
中曽根康弘氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1712 号】
日本の百年企業
朝日新聞/編 朝日新聞出版/発行
2011.1 380p 19cm 1600 円
島岡酒造、煥乎堂に関する記述あり

群馬県食品安全検査センター業務報告 NO.３
２０１０
群馬県食品安全検査センター/編集･発行
2011.1 57p 30cm
【 受 贈】
群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2011.3 55p 30cm

【購入】

東日本大震災 2011.3.11 １ヶ月の全記録 特
別報道写真集
上毛新聞社/発行
[2011.4] 88p A4 判 953 円
群馬県内の発生時の混乱や支援の様子の掲載あ
り
【上毛 4/22】

平成２２年
【 受 贈】

ぐんまの食品安全データブック 平成２１年度版
群馬県健康福祉部食品安全局/発行
2011.3 26p 30cm
【 受 贈】
ホタルの里だより 会報 Vol.3（2010年11月号）
宮田ほたるの里を守る会(渋川市)/編集
2010.11 16p 30cm
【受贈】

一人で抱えないで ドメスティック・バイオレン
ス（ＤＶ）は許されない人権侵害行為です
群馬県人権男女共同参画課/発行
2011.3 10p 21cm
【受贈】
藤岡市勢要覧 ２０１１
藤岡市/企画･編集
2011.4 37p 30cm
付属資料：資料編 8p

【上毛 4/22】

前橋市自然環境基礎調査(富士見地区)報告書
前橋市/発行
2011.3 171,86p 30cm
【受贈】
前橋市自然環境調査(哺乳類･は虫類･両生類)報告
書
前橋市/発行
2011.3 65p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

包括外部監査の結果報告書 平成２２年度
平田稔/著
[2011.4] 1 冊 30cm
著者は群馬県包括外部監査人
【受贈】

前橋市の哺乳類･は虫類･両生類 平成２２年度前
橋市自然環境調査(哺乳類･は虫類･両生類)概要版
前橋市/発行
2011.3 6p 30cm
【受贈】

三くだり半からはじめる古文書入門
高木侃/著 柏書房/発行
2011.4 184p 21cm 1800 円
著者は太田市立縁切寺満徳寺資料館館長
【TRC 新刊案内 1712 号】

前橋市ふじみの自然～平成２２年度前橋市自然環
境基礎調査(富士見地区)報告書概要版
前橋市/発行
2011.3 10p 30cm
【 受 贈】
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〔2011.5〕

森林(やま)づくりの四季２ 群馬県川場村友好の
森発
関岡東生/文と写真
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.3 223p 18cm 1200 円
【TRC 新刊案内 1711 号】

ぐんまのうどんガイドブック
群馬県/発行
2011.3 165p 21cm 324 円
【受贈、上毛 4/10、読売 4/13、朝日ぐんま 4/15】

一般廃棄物処理基本計画
みどり市民生部生活環境課/編集･発行
2011.3 85p 30cm
【 受贈 】

群馬県県央･西毛地域都市計画図 1／50000
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.12 折りたたみ 88 × 125cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第155回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2011.3 24p 30cm
別添資料：添付図面 53p

【受贈】

〔2011.5〕

２０１１
【受贈、産経 4/13】

みずのみち８０ キッズ編
桐生市水道局/発行
[2010.4] 4p A4 判
【桐生タイムス 4/21、上毛 4/25】

群馬県の工業 工業統計調査結果報告書
平成２１年
群馬県企画部統計課/発行
2011.3 144,40p 30cm
【受贈】
群馬県北毛地域都市計画図 1／50000
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.12 折りたたみ 88 × 125cm

【受贈】

前橋旨いもんMAP ２０１１
月刊ヴィアン編集部/編集･制作･発行
[2011.4] 折りたたみ 25 × 68cm
【受贈、ぐんま経済 4/14】

活動報告書 第１０号 平成２２年度
南橘の自然観察と環境を守る会(前橋市)/発行
[2011.3] 23p 30cm
【 受贈】

群馬県都市計画区域図 1／200000
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.12 折りたたみ 64 × 94cm

事業年報 平成２１年度
群馬県下水道総合事務所/発行
[2010.4] 171p 30cm

日本軍試作機のすべて [複合媒体資料] 幻の翼
保坂宗雄/3DCG･ムービー制作 双葉社/発行
2011.4 97p 26cm 2190 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
（ 双葉社スーパームック ）
中島飛行機が設計した富嶽に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1713 号】

温室効果ガス排出削減計画等の集計結果 群馬県
地球温暖化防止条例に基づく 平成２２年度
群馬県環境森林部環境政策課温暖化対策室/発
行
2011.3 [37p] 30cm
【 受贈】

【受贈】

【受贈】

高崎まちなかランチマップ
高崎市商業課/編集･発行
[2011.4] 37p 15cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県東毛地域都市計画図 1／50000
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.12 折りたたみ 125 × 88cm

事業年報 平成２０年度
群馬県下水道総合事務所/発行
[2009.4] 177p 30cm

-6-

6 産業
群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター/発行
2011.3 112p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
第８号

絵手紙 十年の歩み
瀬川喜代子/作
[2011.4] 1 冊
瀬川氏は玉村町在住

【受贈】

群馬農林水産統計年報 第５７次（平成２１年～
２２年）
関東農政局群馬農政事務所統計部/編集･発行
2011.3 117p 30cm
【受贈】

岡本健彦 横須賀、ニューヨーク、高崎
田中龍也(群馬県立近代美術館)/編集
群馬県立近代美術館/発行
2011.1 79p 21 × 27cm
【受贈】

子鉄&ママ鉄の電車お出かけガイド 関東版
棚澤明子/著 枻出版社/発行
2011.3 160p 18cm 950 円
（ エイムック 2151 ）
わたらせ渓谷鐵道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1711 号】

群馬県立近代美術館年報 平成２１年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2011.3 78p 30cm
【 受 贈】
ぐんまスポーツプラン２０１１～「スポーツ健康
立県ぐんま」を目指して～
群馬県教育委員会事務局スポーツ健康課/編集
群馬県教育委員会/発行
2011.3 59p 30cm
【 受 贈】

古道 歴史の道百選
森田敏隆/著 光村推古書院/発行
2011.4 117p 17 × 19cm 1600 円
（ SUIKO BOOKS 160 ）
三国街道、清水越新道、中山道－碓氷峠越、下
仁田街道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1711 号】

群馬青年ビエンナーレ ２０１０
群馬県立近代美術館/編集･発行
2010.7 31p 28cm

写真記録日本の街道 東海道 中山道(落合-草
津)
復刻
写真記録刊行会/編集 日本ブックエース/発行
2011.3 214p 31cm 15000 円
【TRC 新刊案内 1712 号】
地価公示標準地価格 平成２３年
(付標準地案内図)
群馬県/発行
2011 112p 30cm

【上毛 4/9】

【 受 贈】

コレクションの１０年－自然と人間の調和
群馬県立館林美術館/執筆･編集･発行
2011.3 [8p] 30cm
【受贈】
「上毛かるた」ゆかりの地文化めぐり ガイドマ
ップ
群馬県文化振興課/企画･編集 群馬県/発行
2011.3 120p 21cm 267 円
【受贈、上毛 4/10】

【受贈】
多種目スポーツ体験談 スポーツは楽しむことが
基本
大谷俊男/著 郁朋社/発行
[2011.4] 151p 1000 円
著者はかもしかスポーツクラブ(桐生市)代表
【桐生タイムス 4/18】

富岡製糸場 工女たちの故郷への便り
今井幹夫/編 群馬県文化事業振興会/発行
2011.2 231p 22cm
【購入、上毛 4/1】
中村堰用水史
関口覺/編集 中村堰土地改良区(藤岡市)/発行
2011.3 339p 31cm
関口氏は群馬県地域文化研究協議会常任委員
【受贈、上毛 4/4】

中之条町体育協会５０年史
中之条町体育協会５０周年誌編集委員会/編集
中之条町体育協会/発行
2011.3 284p 27cm
【受贈】

南三社と富岡製糸場
今井 幹夫/著 上毛新聞社/発行
2011.3 253p 19cm 1500 円
（ シルクカントリー双書 7 ）
今井氏は富岡製糸場総合研究センター所長
【上毛 4/20、TRC 新刊案内 1715 号】

はたおと合唱団１０年の歩み
はたおと合唱団(桐生市)/発行
[2011.4]
【桐生タイムス 4/23】
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〔2011.5〕

MINORU NOMATA ALTERNATIVE SIGHTS
野又護/著 青幻舎/発行
2010.7 159p 30cm 3800 円
群馬県立近代美術館開催「もうひとつの場所－
野又護のランドスケープ」展(2010 年 7 月)公
式カタログ
【受贈】

萩を揺らす雨 紅雲町珈琲屋こよみ
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2011.4 268p 16cm 552 円
（ 文春文庫 よ 31-1 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1713 号】

四葉のクローバー 第10号 （'11・春季）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2011.4 [6p] 30cm
【受贈】

万能川柳20周年記念ベスト版 2005-2010
仲畑貴志/編 毎日新聞社/発行
2011.4 253p 20cm 1500 円
糸井重里氏(前橋市生まれ)の鼎談の収録あり
【TRC 新刊案内 1714 号】
100万羽のハト
つかさおさむ/著 偕成社/発行
2011.4 [62p] 19cm 900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】

8 語学

フェアリーたちの魔法の夜
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2011.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 36 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1713 号】
ふり返るなドクター 研修医純情物語
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2011.4 342p 16cm 648 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1714 号】

9 文学
介護日誌 歌集
小林豊茂/著 小林きち子/発行
2011.3 175p 20cm
（ 清流叢書 第 22 集 ）
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 4/18】
白根の原 歌集
宮前しづゑ/著 一莖書房/発行
2011.1 238p 20cm 2500 円
著者は富岡市在住

【受贈】

嬬恋の四季 湯本巴遺句集
湯本巴/著 あさを社(高崎市)/発行
2011.5 243p 20cm
（ 麻苧叢書 第 36 篇 ）
著者は嬬恋村生まれ

【受贈】

トウキョウダモイ（帰国）
の覚書
上野俊三/著･発行
2011.3 104p 19cm
著者は高崎市在住

辨孟論 訓訳
高橋同斎/著 須賀楠舟/訓訳
2011.3 [79p] 22cm
高橋氏は下仁田町出身
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

まいごのまめのつる
こだまともこ/さく おりもきょうこ/え
福音館書店/発行
2011.4 31p 20 × 27cm 800 円
（ こどものとも絵本 ）
おりも氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1713 号】
無我なるを待って 夫の肺癌闘病三五七日から学
んだこと
須川俊江/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2011.3 231p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/24、TRC 新刊案内 1711 号】

シベリア抑留日本兵

【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記４１
小さな海の忍者の巻 富山の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2011.3 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1711 号】

〔2011.5〕

須賀昌五/発行

６さいのきみへ
佐々木正美/文 佐竹美保/絵 小学館/発行
2011.3 1 冊 21 × 24cm 1300 円
佐々木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1711 号】
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現場で使える新人ケアマネ便利帖
田中元/著 翔泳社/発行
2011.4 159p 21cm 1800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1714 号】

県関係者の一般著作
eリーディング英語学習法 アマゾン、グーグル
から電子デバイスまで
遠田和子･岩渕デボラ/著
講談社インターナショナル/発行
2011.3 188p 21cm 1400 円
岩渕氏は群馬県立女子大学講師
【TRC 新刊案内 1711 号】

子どもたちと金子みすゞの作品を読む
清水左知子/著 地湧社/発行
2011.3 191p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】
財務会計理論 7訂版
橋本尚/著 同文舘出版/発行
2011.4 6,249p 21cm 2300 円
（ 基本テキスト・シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1712 号】

NPOマネジメント 改訂版
河合明宣･齋藤正章/編著
放送大学教育振興会/発行
2011.3 239p 21cm 2700 円
（ 放送大学教材 ）
河合氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1714 号】

集落営農の再編と水田農業の担い手
荒井聡･今井健/編著 筑波書房/発行
2011.3 254p 21cm 3000 円
今井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1712 号】

外国人就労者の入国手続・労務管理 改正入管法
対応
布施 直春/著 中央経済社/発行
2011.4 2,17,444p 21cm 4800 円
著者は関東学園大学法学部･経済学部講師
【TRC 新刊案内 1713 号】

食と農とスローフード
田中修/著 筑波書房/発行
2011.3 198p 21cm 2500 円
著者は NPO 法人群馬県スローフード協会理事
長【受贈、上毛 4/20、TRC 新刊案内 1713 号】

金融読本 第28版
島村高嘉･中島真志/著 東洋経済新報社/発行
2011.4 17,354,10p 21cm 2300 円
（ 読本シリーズ ）
島村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】

新幹線・特急大図鑑 ２０１１
小賀野実/写真・文・構成
JTB パブリッシング/発行
2011.4 143p 26cm 1905 円
（ JTB の交通ムック ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1712 号】

グローバル化と日本のものづくり
藤本隆宏･中沢孝夫/編著
放送大学教育振興会/発行
2011.3 251p 21cm 2600 円
（ 放送大学教材 ）
中沢氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1714 号】

すべての仕事を紙1枚にまとめてしまう整理術
高橋政史/著
クロスメディア・パブリッシング/発行
2011.4 191p 19cm 1380 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1714 号】

健康美容カウンセラー 資格･検定テキスト
NPO 法人日本健康美容協会(高崎市)/発行
[2011.4]
【ぐんま経済 4/21】

ソーシャル・キャピタル論の探究
高崎経済大学附属産業研究所/編
日本経済評論社/発行
2011.3 4,259p 22cm 3500 円
【TRC 新刊案内 1713 号】

現代教育改革論 世界の動向と日本のゆくえ
江原武一･南部広孝/編著
放送大学教育振興会/発行
2011.3 241p 21cm 2500 円
（ 放送大学大学院教材 ）
江原氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1714 号】

地域の発展と産業
河合明宣/編著 放送大学教育振興会/発行
2011.3 257p 21cm 2600 円
（ 放送大学大学院教材 ）
河合氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1714 号】

原発のどこが危険か 世界の事故と福島原発 新
版
桜井淳/著 朝日新聞出版/発行
2011.4 222p 19cm 1300 円
（ 朝日選書 876 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】
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〔2011.5〕

日本を学ぶポケット都道府県カルタ
熊木香魚子/作製 高島陽子/デザイン
熊木氏は太田市出身
高島氏は前橋市在住
[2011.4]
【上毛 4/6】

電子資料
業務年報 平成２１年度（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
[2010] 1 枚

<日本美術>の発見 岡倉天心がめざしたもの
吉田千鶴子/著 吉川弘文館/発行
2011.4 6,209p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 317 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1711 号】
ファイナンシャル・リテラシー 知っておきたい
「お金」の知識と付き合い方
阿部圭司･小澤伸雄/著 同友館/発行
2011.4 162p 21cm 1700 円
阿部氏は高崎経済大学経済学部教授
小澤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1713 号】
福祉事務所運営論 第3版
宇山勝儀･船水浩行/編著
ミネルヴァ書房/発行
2011.3 10,227p 21cm 2200 円
宇山氏は群馬医療福祉大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1713 号】

視聴覚資料
家族のために住警器を/住宅防火の歌（CD)
毒島吉一/作曲[･作詞･歌]
2011.2
毒島氏は伊勢崎市消防本部副消防長【上毛 4/1】
ぐんまの伝統食（DVD）
群馬テレビ/制作 群馬銀行/企画
2011.3 47 分

【受贈】

嬬恋高原･キャベツマン（CD)
拓野正行/作曲･歌 市川たつこ/作詞
[2011.4]
拓野氏と市川氏は前橋市在住
【上毛 4/3】

〔2011.5〕
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【受贈】

桐生infomationマガジン 企業ガイド
２０１２年版（CD-ROM）
桐生商工会議所･桐生地区勤労対策協議会/編集
･企画･制作
[2011.3] 1 枚
【受贈】
群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2011.3 1 枚

平成２２年（CD-ROM）
【受贈】

水質測定結果/大気環境調査結果 平成２１年度
群馬県環境森林部環境保全課/発行
[2010] 1 枚
【受贈】

