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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年１２月分
No.３０１
発行日
発 行

平成 24(2012)年 1 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

2 歴史･伝記･地理
浅間･白根･志賀さわやか街道 冬春号
浅間･白根･志賀さわやか街道協議会/発行
2011.12 [4p] 30cm
【 受贈】

・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。

怪優伝 三國連太郎・死ぬまで演じつづけること
佐野眞一/著 講談社/発行
2011.11 350p 20cm 1700 円
三國氏は太田市生まれ【TRC 新刊案内 1743 号】

・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。

観光ぐんま [２０１１]冬・春号
群馬県/発行
[2011.12]
【桐生タイムス 12/20】
関東の騒乱 戦いの主人公達とその城館
小林寔/著 さんこう社/発行
2011.11 272p 19cm 1200 円
上野の城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1744 号】

０ 総記

郷土の歴史をたずねる 金井友巳遺稿集
金井友巳/著 金井サトヱ･あさを社/発行
2011.12 211p 19cm
著者は藤岡市生まれ
【受贈、上毛 12/9】

群馬の博物館･美術館 ２０１１－２０１２
群馬県博物館連絡協議会/発行
2011 64p 19cm
【受贈】
群馬美少女図鑑 2011 WINTER vol.12 NUMBER
トロワデザイン(高崎市)/発行
2011.11 49p 21cm
付属資料：｢光装(ピカソ)×カレンダー｣ 1 冊
【受贈、上毛 12/17】
図書館の概要 平成２３年度
館林市立図書館/編集･発行
2011.10 42p 30cm

ぐんまの紅葉 JR東日本小さな旅
ジェイアール東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.10] 19p 30cm
【受贈】
現代に生きる内村鑑三 人間と自然の適正な関係
を求めて
三浦永光/著 御茶の水書房/発行
2011.11 11,271,7p 23cm 4400 円
【TRC 新刊案内 1744 号】

【受贈】

ミュージアム革命 博物館経営成功のための10の
法則
横田正弘/著 ミヤオビパブリッシング/発行
2011.12 199p 19cm 1500 円
著者は伊香保おもちゃと人形自動車博物館館長
【ぐんま経済 12/8、TRC 新刊案内 1745 号】

畊讀堂之碑
北爪隆雄/解読
2011.5 [2p] 30cm
北爪氏は前橋市在住

-1-

【受贈】

〔2012.1〕

子連れ山旅日記
川田悦子/著
[2011.12] 143p A5 判
著者は桐生市在住

3 社会科学
【上毛 12/24】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成23年第4回
平成23年9月1日開会 平成23年9月30日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2011.11 5,227p 30cm
【受贈】

市営施設探訪マガジン≪しのそのへ≫ vol.１
群馬県
立松カナコ/文章
いなばちえみ･立松カナコ/イラスト
2011.9 25p 21cm
【 受贈 】

太田女子高校九十年史
群馬県立太田女子高等学校創立九十周年記念誌
編集部/編集 群馬県立太田女子高等学校/発行
2011.10 [20,]124p 30cm
【受贈】

総社の史跡
総社地区史跡愛存会(前橋市)/編集･発行
阿久津宗二/監修
2011.10 72p 30cm
【受贈】

群馬県議会会議録 平成23年8月臨時会
自平成23年8月10 至平成23年8月10日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2011.11 16p 30cm
【受贈】

高崎経済大学学生応援団教範 高崎経済大学応援
団創団五十周年記念誌
高崎経済大学直属応援団/発行
2011.11 122p 22cm
【受贈】

群馬県議会会議録 平成23年9月定例会
自平成23年9月15 至平成23年10月19日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2011.11 6,286p 30cm

館林市内遺跡発掘調査報告書（たてばやししない
いせきはっくつちょうさほうこくしょ）平成２２
年度各種開発に伴う埋蔵文化財調査 館林市埋蔵
文化財発掘調査報告書第４７集
館林市教育委員会文化振興課文化財係/編集･発
行
2011.3 16p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
玉村町歴史資料館館報 第１号
玉村町歴史資料館/編集･発行
2007.3 48p 30cm

激流に生きて
栁澤本次/著 あさを社/発行
2011.11 309p 22cm 2000 円
著者は元群馬県議会議員【受贈、上毛 12/25】
女性のための防犯ハンドブック
群馬県生活文化部県民生活課県民防犯推進室・
群馬県警察/発行
[2011.12] 10p A5 判
【上毛ぐんま経済 12/15、桐生タイムス 12/16】

【受贈】

南牧谷戦國史 遺構と遺跡が立証する
市川太平/著 南牧郷土研究会/編集･発行
2011.8 136p 26cm
【受贈】

高崎経済大学論集 第54巻第2号（通巻193号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2011.9 83p 26cm
【 受 贈】

南牧谷戦國史 遺構と遺跡が立証する
市川太平/著 南牧郷土研究会/編集･発行
2011.8[2011.11] 140p 26cm
｢南牧谷戦國史｣ 2011.8 刊の増刊
【受贈】

定例県議会議案 平成23年11月
（附 予算説明書）
群馬県/発行
2011.11 188p 30cm

四次元温泉日記
宮田珠己/著 筑摩書房/発行
2011.12 259p 19cm 1500 円
四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1746 号】

【受贈】

成田山赤城寺の～民話を訪ねる
杉山照兼/作製 清水義男/協力
[2011.12]
杉山氏は成田山赤城寺(桐生市)住職
清水氏は桐生市在住
【桐生タイムス 12/1】

早稲田大学野球部栄光の軌跡 創部110周年記念
特別号
ベースボール・マガジン社/発行
2011.11 113p 29cm 1429 円
（ B.B.MOOK 780 ）
斎藤佑樹氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1744 号】

〔2012.1〕

【受贈】
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平成の保守主義
中島政希/著 東洋出版/発行
2011.10 374p 20cm 1800 円
（ 中島政希評論集 2 ）
著者は高崎市生まれ
【受贈、上毛 12/18、TRC 新刊案内 1746 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
安全專一 復刻版
日光市/発行
2011.11 69p 16cm
大正 4 年に古河合名会社足尾鉱業所が発行した
冊子の復刻版
【受贈】

前橋市各会計決算及び基金運用状況調書審査意見
書 平成２２年度
前橋市監査委員/発行
2011.8 142p 30cm
【受贈】
前橋市各会計決算の大要
前橋市/発行
2011.9 215p 30cm

おうら蕎麦手帳～そばの町おうら～
邑楽町商工会｢そばの町おうら｣推進事業/発行
[2011.10] 14p 21cm
【受贈】

平成２２年度

桐生織物史と産業遺産 亀田光三論文集
亀田貴雄/編集 亀田幸子/発行
2011.12 384p 22cm 6000 円(頒価）
亀田光三氏は元桐生史談会会長
【受贈、桐生タイムス 12/29】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１５９回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2011.11 [4p] 30cm
別添資料：添付図面 5p
【受贈】

4 自然科学
今日、私は出発する ハンセン病と結び合う旅・
異郷の生
姜信子/著 解放出版社/発行
2011.11 231p 19cm 1800 円
栗生楽泉園(草津町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1743 号】
群馬県患者調査 平成１９年
群馬県健康福祉部医務課/編集･発行
2008.9 39,346p 31cm

6 産業
廃線探訪
鹿取茂雄/著 彩図社/発行
2011.12 239p 19cm 1400 円
信越本線(横川～軽井沢)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1744 号】

【受贈】

更なる医療の信頼に向けて 無罪事件から学ぶ
日本医師会/発行
2011.11 124p 26cm 953 円
東京女子医大事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1744 号】
事業概要 平成２３年度作成
前橋市保健所/発行
2011 74p 30cm
前橋市医師会医学講演集録
平成２２年度版
前橋市医師会/編集･発行
2011.11 157p 22cm

廃道 棄てられし道
丸田祥三/写真 平沼義之/文
実業之日本社/発行
2011.12 111p 19 × 21cm 1800 円
数坂隧道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1743 号】

【受贈】

前橋の物産 前橋の名店７１店の自慢の逸品
前橋広域物産振興会/発行
2011 41p 21cm
【受贈】

第３４集
【受贈】
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〔2012.1〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

[絵手紙カレンダー]
上岡ひろ子/作ほか
[2011.12] A3 判
上岡氏は伊勢崎市在住
前橋・桐生・伊勢崎・みどり市で絵手紙を楽し
む市民 100 人による手作り作品 100 点
【上毛 12/25】
オメガポイント 第１章
松本恵子/画
2011.10 92p
松本氏は富岡市生まれ

あすへひとこと 高齡者の語り 第９集 邑楽町
のくらしの四季
あすへひとこと編集委員会/編集
邑楽町老人クラブ連合会/発行
2008.6 168p 26cm
【受贈】
あすへひとこと 高齡者の語り 第１０集 邑楽
町風土記
あすへひとこと編集委員会/編集
邑楽町老人クラブ連合会/発行
2011.10 108p 26cm
【受贈】

【上毛 12/24】

群馬寮歌祭の記録 続（平成１３年～平成２２年）
群馬白線会/発行
[2011.3] 38p 26cm
【 受贈】

アンデルセンのメルヘン文庫 第２８集
立原えりか/選考委員長 アンデルセン/発行
2011.10 83p 21 × 22cm 1000 円
｢さいごのダンス｣すなめり(前橋市在住)/著収
録
【上毛 12/3】

図録桐生からくり人形芝居
紙谷隆三・橋爪穣/撮影 松島晧三/機構解説
桐生からくり人形芝居保存会/発行
[2011.12] 104p A4 判
松島氏は桐生市出身
【桐生タイムス 12/19・29、上毛 12/20】

カラスのクーファー
赤城麓三/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2011.11 60p 20cm 1000 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1743 号】
企画展 第７２回
『智惠子抄』という詩集
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2011.4 48p 25 × 26cm
【受贈】

谷川温泉の足跡 写真集
｢写真集谷川温泉の足跡｣編集委員会/編集
谷川区/発行
2011.12 [15,]91p 21 × 30cm
【受贈】

企画展 第７３回
童謡のふるさと 石原和三郎の世界ー「うさぎと
かめ」発表から１１０年ー
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2011.7 32p 30cm
【 受 贈】

手帳スケッチ 出会ったモノ・ヒト・コトを絵で
残すコツ
関本紀美子/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2011.12 95p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1745 号】

企画展 第７４回
夭折の詩人 長澤延子･中沢清展 １７歳と２２
歳で逝った若者からのメッセージ
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2011.10 20p 30cm
【受贈】

山･すばらしい自然 日本山岳写真協会両毛支部
結成３０周年記念出版
日本山岳写真協会両毛支部３０周年記念事業実
行委員会/発行
2011.12 102p 25 × 26cm 2381 円
群馬県の山々を撮影した写真収録
【受贈】

国定忠治 関八州の大親分
平井晩村/著 国書刊行会/発行
2011.11 247p 20cm 2300 円
（ 義と仁叢書 1 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 12/11･13、TRC 新刊案内 1744 号】
クレーン ３３号
前橋文学伝習所事務局/発行
2012.1 181p 21cm 700 円(頒価)

8 語学

【受贈】

群馬年刊詩集 第３４集（２０１１）
群馬詩人クラブ/発行
2011.11 159p 21cm 2000 円(頒価)
【受贈、上毛 12/22】

〔2012.1〕
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『高原』 昭和21年12月創刊号～平成22年12月号
･栗生楽泉園創立七十周年記念特集号･栗生楽泉園
創立七十五周年記念特集号 総目次および書誌デ
ータ
若林佳史/編集 栗生楽泉園入園者自治会/発行
2011.11 441p 30cm
【受贈】
木精 歌集 第２０集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2011.12 69p 22cm

楽園
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2011.11 349p 16cm 667 円
（ 中公文庫 ひ 21-8 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1744 号】
ルルとララのホットケーキ
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2011.12 71p 22cm 1000 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1745 号】

【受贈】

第二軍従征日記
田山花袋/著 雄山閣/発行
2011.11 327p 20cm 3000 円
（ 日露戦争戦記文学シリーズ 2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1744 号】

わたしたちの名前
鈴木律子/著 日本文学館/発行
2011.11 169p 15cm 800 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、いせさき 12/16、上毛 12/21】

旅の果処(はてど) 今井與兵衛遺稿集(第７歌集)
今井與兵衛/著 今井恭三郎/発行･編纂
新生孔版(沼田市)/発行
2011.12 235p 20cm 2381 円
（ 黄花叢書 第 71 篇 ）
著者は川場村生まれ
【受贈】
田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館/発行
2011.3 112p 26cm

第23号（2010）

田山花袋記念文学館収蔵資料目録Ⅲ
コレクション目録
田山花袋記念文学館/編集･発行
2011.3 [31,]103p 26cm

県関係者の一般著作

【受贈】
科学が証明!エノキダイエット
江口文陽/著 メディアファクトリー/発行
2011.11 142p 21cm 1111 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1743 号】
【受贈】
学習新聞のつくり方事典 わかりやすく伝えよ
う!
鈴木伸男/編 PHP 研究所/発行
2011.11 63p 29cm 2800 円
鈴木氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1743 号】

東北･関東(東日本)大震災の中で
久保木宗一/著 風塵舎(前橋市)/発行
2011.11 53p 30cm 1000 円(税込)
著者は前橋市在住
【受贈】
新田野(にいたの) 句集
北爪武夫/著 あさを社/発行
2011.11 248p 20cm
著者は著者は太田市在住

時間についての十二章 哲学における時間の問題
内山節/著 岩波書店/発行
2011.11 7,301p 19cm 2600 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【TRC 新刊案内 1743 号】

【受贈】

年刊歌集 平成23年度
群馬県歌人クラブ/発行
2011.11 298p 19cm 3000 円
【受贈、上毛 12/22】

しんかんせん 2011新版
小賀野実/写真･監修 小学館/発行
2011.12 32p 27cm 1200 円
（ 21 世紀幼稚園百科 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1745 号】

冬の雲 歌集
森田登紀/著 行路文芸社/発行
2011.12 195p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 45 篇 ）
著者は桐生市在住
【上毛 12/22】

精神医学エッセンス 第2版
濱田秀伯/著 弘文堂/発行
2011.11 8,217p 21cm 2400 円
著者は群馬病院長 【TRC 新刊案内 1743 号】

山のじいちゃんとチャボのボス
美才治幸子/作 小倉玲子/絵 銀の鈴社/発行
2011.11 67p 22cm 1200 円
（ 鈴の音童話 ）
美才治氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1744 号】
-5-

〔2012.1〕

NEWドラえもんのしんかんせん [複合媒体資料]
藤子･F･不二雄/原作 小賀野実/写真･文･監修
小学館/発行
2011.11 18p 15 × 15cm 1300 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
（ DVD 超ひゃっか ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1744 号】

無一文から億万長者となりアメリカンドリームを
かなえたヨシダソース創業者ビジネス7つの法則
吉田潤喜/著
ディスカヴァー･トゥエンティワン/発行
2011.11 239p 19cm 1300 円
桜井裕子氏(桐生市出身)が出版をプロデュース
した
【上毛 12/1】
面接ではウソをつけ
菊原智明/著 星海社/発行
2011.11 252p 18cm 820 円
（ 星海社新書 6 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1745 号】

NEWドラえもんの新幹線 [複合媒体資料]
藤子･F･不二雄/原作 小賀野実/写真･文･監修
小学館/発行
2011.11 48p 26cm 1400 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
（ DVD 付き図鑑 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1744 号】
NEWドラえもんのまちのでんしゃ [複合媒体資料]
藤子･F･不二雄/原作 小賀野実/写真･文･監修
小学館/発行
2011.11 18p 15 × 15cm 1300 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
（ DVD 超ひゃっか ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1744 号】

視聴覚資料
尾瀬にうたう/尾瀬の旅（CD）
北爪幸作/作詞 千明市三郎/作曲 英保寛/歌
北爪幸作/作詞 樺沢友佳/作曲 英保寛・新井
美作・大島好子・安斎紀代子/歌
[2011.12] ２曲 1000 円
北爪氏と英氏は前橋市在住
千明氏は片品村出身
樺沢氏は旧宮城村出身
【上毛 12/14】

NEWドラえもんの町の電車 [複合媒体資料]
藤子･F･不二雄/原作 小賀野実/写真･文･監修
小学館/発行
2011.11 48p 26cm 1400 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
（ DVD 付き図鑑 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1744 号】

[群馬音楽センター開館５０周年記念 シンポジ
ウム]（DVD）
群馬音楽センターを愛する会/作製
[2011.12] 3 枚組
【上毛 12/21】

表現力を鍛える対話の授業 学習に位置づけた
「対話」の授業をいかに機能させるか!
長崎伸仁･村田伸宏/編著 明治図書出版/発行
2011.11 163p 22cm 1900 円
村田氏は高崎市立吉井西中学校教頭 【受贈】

まえばし艶歌（CD）
双葉まさゆき/歌 三之宮志づ/作詞
双葉あきら/作曲
[2011.12]
双葉まさゆき氏は安中市在住 【上毛 12/30】

ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ 「核」時代
を考える
黒古一夫/編 林京子/ほか著 勉誠出版/発行
2011.12 4,275p 19cm 2000 円
黒古氏は前橋市在住
【上毛 12/26】
文献と遺物の境界 中国出土簡牘史料の生態的研
究
籾山明･佐藤信/編 六一書房/発行
2011.11 2,282p 26cm 7600 円
籾山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1745 号】

電子資料
赤城山大洞付近の近代史 赤城山環境ガイドボラ
ンティア 平成２３年度群馬県中部県民局中部行
政事務所地域振興調製費補助金事業
NPO 法人赤城自然塾/発行
2011.11
【受贈】

北欧・南欧・ベネルクス
津田由美子･吉武信彦/編著
ミネルヴァ書房/発行
2011.11 12,309p 21cm 3500 円
吉武氏は高崎経済大学地域政策学部教授
【TRC 新刊案内 1744 号】
〔2012.1〕
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