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青空をはばたくように 追悼・杉沼敏子先生
杉沼敏子/著 杉沼永一/編
山形ビブリアの会/発行
2011.11 4,202p 21cm
秋元氏に関する記述あり
【受贈】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 2 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

内村鑑三 1861-1930
新保祐司/編 内村鑑三/ほか著 藤原書店/発行
2011.12 367p 23cm 3800 円
（ 別冊環 18 ）
【TRC 新刊案内 1748 号】

・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。

[キラッとかんら観光キャンペーンパンフレット]
甘楽町/作製
[2012.1] 8p A4 判
【上毛 1/5】

・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。

知っていますか？ 老農 船津伝次平
富士見商工会(前橋市)/編集・発行
2011.8 10p A4 判
【上毛 1/11】

・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。

世界一退屈な授業
適菜収/編 柳田国男/ほか著 星海社/発行
2011.12 246p 18cm 820 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1749 号】
多胡碑が語る 古代日本と渡来人
土生田純之・高崎市/編 吉川弘文館/発行
2012.1 2940 円
「多胡郡の成立とその背景」右島和夫(群馬県
文化財保護審議委員)/著収録
【毎日 1/27】

０ 総記
藤岡散歩 創刊号 フリーペーパー
藤岡青年経営者協議会/発行
2011.11 16p A4 判
【上毛 1/1】

田辺誠の証言録 ５５年体制政治と社会党の光と
影
田辺誠/著 船橋成幸・浜谷惇/編
新生舎出版/発行
2011.12 410p 21cm 2800 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、上毛 1/15】

みやま文庫のあゆみ 刊行ダイジェスト
みやま文庫(前橋市)/発行
2012.1 12p 30cm
【 受贈 】

玉村町の戦争事跡
玉村町九条の会/発行
2011.12 [6,]59p 30cm

1 哲学･宗教

【受贈、上毛 1/24】

弔辞 劇的な人生を送る言葉
文藝春秋/編・発行
2011.7 245p 18cm 750 円
（ 文春新書 815 ）
長嶋茂雄氏の吉田治雄氏(元高崎高投手)への弔
辞収録
【朝日 1/17】

上野国神社明細帳 ２３ 神社明細表 新田郡他
丑木幸男/編 群馬県文化事業振興会/発行
[2012.1] 366p A5 判 3600 円 【上毛 1/1】
上野国神社明細帳 ２４ 神社明細表 邑楽郡他
丑木幸男/編 群馬県文化事業振興会/発行
[2012.1] 284p A5 判 3100 円 【上毛 1/1】

町内遺跡Ⅹ（ちょうないいせきじゅう）平成２１
年度埋蔵文化財緊急発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2011.3 53p 写真図版 20p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

上野国神社明細帳 ２５ 総索引
丑木幸男/編 群馬県文化事業振興会/発行
[2012.1] 290p A5 判 2500 円 【上毛 1/1】
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〔2012.2〕

町内遺跡ⅩⅠ（ちょうないいせきじゅういち）平
成２２年度埋蔵文化財緊急発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2011.7 12p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

3 社会科学
桐生市まちいなか暮らしのススメ 桐生ではじめ
る「まちいなか暮らし!!」 改訂版
桐生市/作成
[2012.1] A2 判
【上毛 1/23】

できることをしよう。 ぼくらが震災後に考えた
こと
糸井重里・ほぼ日刊イトイ新聞/著
新潮社/発行
2011.12 398p 20cm 1400 円
糸井重里氏(群馬県生まれ)語り下ろしロングイ
ンタビューを収録 【TRC 新刊案内 1747 号】
はるかな尾瀬 Vol.１７
尾瀬保護財団/発行
2012.1 19p 30cm

群馬県歳入歳出決算審査意見書 群馬県美術品等
取得基金運用状況審査意見書 平成２２年度
群馬県監査委員/発行
2011.9 57p 30cm
【 受 贈】
群馬県男女共同参画年次報告書（平成２１年度実
績報告）
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2010.11 77p 30cm
【受贈】

【受贈】

林宮原遺跡Ⅷ（はやしみやはらいせきはち）仮設
ゲートボール場造成に伴う発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2011.12 57p 写真図版 19p 30cm
【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書（平成２２年度実
績報告）
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2011.9 71p 30cm
【 受 贈】

松本健一講演集 3 天国はいらないふるさとが
ほしい 日本再生・これからの日本の歩むべき道
松本健一/著 人間と歴史社/発行
2011.12 235p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1747 号】

ぐんま子育て応援ガイド
群馬県健康福祉部子育て支援課/発行
2011.12 21p 11cm
【受贈】
ぐんまこどもの国児童会館事業年報
平成２２年度
群馬県児童健全育成事業団/編集・発行
2011.11 42p 30cm
【受贈】

みなみやはたの歩み 第１０集
南八幡郷土史会(高崎市)/編集・発行
2011
【上毛 12/17】
ｍｉ‐ｒｕ‐ｔｏ(みると)
ゼンリン/発行
2012.1 80p A4 判

前橋市版
公有財産に関する調書
群馬県/発行
2011 90p 30cm

【上毛 1/31】

名著「代表的日本人」を読む 日本とは何か、そ
してどう生きるか
内村鑑三/著 石井寛/訳 三笠書房/発行
2012.1 237p 15cm 571 円
（ 知的生きかた文庫 い 66-1 ）
【TRC 新刊案内 1748 号】

平成23年3月31日現在
【受贈】

こまちウェディング ２０１２春号
ニューズ・ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2012.1] 300 円
【ぐんま経済 1/12】
財政のあらまし 平成２３年１２月
群馬県/発行
2011.12 40p 30cm

【受贈】

産業研究 第４７巻第１号（通巻７６号）
高崎経済大学産業研究所/編集・発行
2011.9 49p 26cm
【 受 贈】
獅子舞雑記ノート ５５
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2011.12 58p 21cm
前橋市郷土芸能大会(2011.11 開催)に関する記
述あり
【受贈】

〔2012.2〕
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獅子舞雑記ノート ５６
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2011.12 48p 21cm
伝統芸能まつり獅子舞大会(2011.12 開催、会場:
伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ)に関する記述あ
り
【受贈】
少年の主張中部地区大会発表文集
[中部教育事務所/発行]
2011 46p 30cm

4 自然科学
群馬県衛生環境研究所年報 第４３号
群馬県衛生環境研究所/編集・発行
2011.11 88p 30cm

２０１１
【受贈】

第３３回
㈶ 老年病研究所付属病院30年のあゆみ‐2031年の
半世紀に向け さらなる地域医療の充実をめざし
て‐
老年病研究所付属病院(前橋市)/編集
[2011]
【上毛 12/30】

【受贈】

上毛孤児院関係資料集成 [複合媒体資料] 編集
復刻版 第1巻 『孤児の友』第1号～第49号
宇都榮子・細谷啓介/編 六花出版/発行
2011.12 444p 27cm 22500 円
付属資料：DVD-ROM1 枚
【TRC 新刊案内 1750 号】
上毛孤児院関係資料集成 編集復刻版 第2巻
『上毛孤児院月報』第50号～第83号
宇都榮子・細谷啓介/編 六花出版/発行
2011.12 380p 27cm 22500 円
【TRC 新刊案内 1750 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おすすめレシピ 太田の「やまと芋」
太田商工会議所/作製
[2012.1] A4 判
【上毛 1/19】

マンガでわかる街角の行動観察 ちょっと得する
マイペース思考
久宗周二/著 筒井南帆/イラスト 創成社/発行
2011.11 14,93p 21cm 1400 円
高崎市内などで取り組んだ行動観察結果を紹介
している
著者は高崎経済大学経済学部教授
【TRC 新刊案内 1742 号、上毛 1/7・10】

環境保全ハンドブック 平成２３年６月
群馬県環境森林部環境保全課/監修
群馬県計量協会/発行
2011.6 455p 19cm
【受贈】
国鉄アプト式電気機関車 下
小林正義/著 ネコ・パブリッシング/発行
2012.1 45p 26cm 1200 円
（ RM LIBRARY 149 ）
碓氷線の電機運転時代に活躍したアプト式電気
機関車に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1750 号】

みんなの下細井 ６０号 広報紙
下細井町自治会(前橋市)/発行
2011.12 4p A4 判
【上毛 1/28】
ヤマダ３５００人のための品質保証システム
[北元徹/執筆] 山田製作所(桐生市)/発行
2011.4
【桐生タイムス 1/10】

国鉄アプト式電気機関車 中
小林正義/著 ネコ・パブリッシング/発行
2011.12 45p 26cm 1200 円
（ RM LIBRARY 148 ）
碓氷線の電機運転時代に活躍したアプト式電気
機関車に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1745 号】

ヤマダ・マネジメント・ガイダンス
北元徹/執筆 山田製作所/発行
2010.4 200p A4 判
日本語版と英語版あり
北元氏は山田製作所(桐生市)社長
【桐生タイムス 1/10】

ダムと鉄道 一大事業の裏側にいつも列車が走っ
ていた
武田元秀/著 交通新聞社/発行
2011.12 267p 18cm 800 円
（ 交通新聞社新書 036 ）
八ッ場ダム‐ JR 吾妻線に関する記述あり
【上毛 1/22、TRC 新刊案内 1747 号】

ヤマダ・モチベーション・ストーリー
北元徹/執筆 山田製作所/発行
2012.1 165p B5 判
北元氏は山田製作所(桐生市)社長
【桐生タイムス 1/10】
連盟双書 第１３７集
群馬県教育研究所連盟/編集・発行
2011.12 123p 30cm

【受贈】
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〔2012.2〕

日本一ほるもん 点睛ぐんま食べ歩きMAP
点睛ぐんま(高崎市)/作製
[2012.1]
【ぐんま経済 1/12】
はるなホルモングルメマップ
高崎市榛名商工会/作製
[2012.1] A4 判

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あゆみ 水彩スケッチ画集
久保田保次/画
[2012.1]
久保田氏は伊勢崎市在住

【上毛 1/10】

【上毛 1/17】

前橋・高崎・桐生すてきな雑貨屋さん ココロを
くすぐるアイテムがいっぱい!人気の雑貨屋さん
全57軒を紹介!
A・R プレス/著 メイツ出版/発行
2012.1 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1748 号】

伊参スタジオ映画祭 [10周年記念誌]
伊参スタジオ映画祭実行委員会/編
[2011]
清水崇氏(群馬県出身)と小栗康平氏(群馬県出
身)のエール収録
【上毛 12/30】

まえばしのかんきょう 平成２２年度版
前橋市環境部環境課/編集
2010.9 139p 30cm
【受贈】

奥利根抒情 ときめく季節の中へ 写真集
檜谷俊樹/写真
[2012.1] 2100 円(税込)
檜谷氏は伊勢崎市在住
【上毛・朝日 1/7】
芸術界 ２０１２
日本芸術年鑑社/発行
2012.1 391p 31cm
「なつかしのトンネル跡」「津南の雪どけ」和
田キク江(前橋市在住)/画収録
【受贈】

6 産業

小池邦夫の落書帖
小池邦夫/著 文化出版局/発行
[2012.1]
著者は上武大学客員教授

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２２年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2011.10 65p 30cm
【受贈】
ぐんまの逸品 群馬の名産品カタログ
２０１１－２０１２年度
[群馬県物産振興協会/発行]
2011 101p 23cm
畜産施策の実績 平成２２年度
群馬県農政部畜産課/発行
2010 37p 30cm

【受贈】

高校サッカー監督術 育てる・動かす・勝利する
元川悦子/著 カンゼン/発行
2011.12 269p 19cm 1600 円
前橋育英高校サッカー部に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1748 号】

【受贈】

高崎市の美しい景観写真展７
高崎市/発行
[2012.1] 62p 200 円

農業農村整備事業のあゆみ 平成１８年度
群馬県農業局農業基盤整備課/編集・発行
2007.3 112p 30cm
【受贈】

作品集

文化財ガイド 群馬県沼田市
沼田市文化財調査委員/監修
沼田市教育委員会/編集・発行
[2012.1] 37p 30cm

農業農村整備事業のあゆみ 平成２０年度
群馬県農政部農村整備課/編集・発行
2009.3 120p 30cm
【受贈】

【朝日 1/24】

【 受贈】

前橋の文化財 新版
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/企画・
編集 前橋市教育委員会/発行
2011.11 223p 22cm 500 円
【受贈、朝日 1/24】

農業農村整備事業のあゆみ 平成２２年度
群馬県農政部農村整備課/編集・発行
2011.3 136p 30cm
【受贈】

〔2012.2〕

【上毛 1/26】
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野鳥との出会い 加藤辰五郎写真集
加藤辰五郎/撮影
[2011]
加藤氏は甘楽富岡地域在住
【上毛 12/30】

9 文学
青き惑星 歌集
小林功/著 短歌研究社/発行
[2012.1] 2000 円
著者は群馬パース大学学長

陸上競技駅伝・長距離 強豪校の ㊙ 練習法、教え
ます! Part.2
ベースボール・マガジン社/発行
2011.12 98p 26cm 1143 円
東京農業大学第二高校陸上部に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1748 号】

【上毛 1/19】

陰の都
吉野光/著 作品社/発行
2011.12 329p 20cm 1800 円
著者は元群馬県立女子大学教授
【TRC 新刊案内 1749 号】
おつきさまなにみてる
なかじまかおり/さく 岩崎書店/発行
2011.12 [24p] 18 × 18cm 850 円
（ あかちゃん・かどまるえほん 2 ）
なかじま氏は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1747 号】

8 語学
おもいやり 全国中学生人権作文コンテスト群馬
県大会入賞作文集 第３１回 「人権の花」運動
写真集 平成２３年度
前橋地方法務局人権擁護課・群馬県人権擁護委
員連合会/発行
2012.1 47p 21cm
【 受贈 】

おんなじだね 詩集
鈴木弘一/著 鈴木光子/イラスト
[2012.1] 72p 四六判 945 円
著者は藤岡市在住
【上毛 1/19】
風の街 第３６号
嶋田誠三/編集・発行
2012.1 88p 21cm 500 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

草屋とゐろりのくらし 句集
佐藤正子/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2011.8 212p 21cm 1715 円
著者は東吾妻町在住
【受贈、上毛 12/30】
源氏物語の魅力
林田孝和/ほか著
國學院大學栃木短期大学/編集 おうふう/発行
2010.6 335p 19cm 1800 円
（ 野州叢書 2 ）
「芭蕉俳諧と『源氏物語』」塚越義幸(高崎高
校出身)/著収録
【朝日 1/24】
上毛俳句選集 第２１集
群馬県俳句作家協会/編
[2011] 3500 円

【上毛 12/30】

しんかんせん
小賀野実/写真 小学館クリエイティブ/発行
[小学館/発売]
2011.12 1 冊 13 × 13cm 476 円
（ ポケットえほん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1746 号】
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〔2012.2〕

世界の旅人 堀さんのエスペラント気ままエッセ
ー
堀泰雄/著 ホリゾント出版/発行
[2012.1] 254p B5 判 1200 円
著者は前橋市在住
【上毛 1/28】

みつばちの羽音 創刊号
針谷順子/発行
2010.10 2p A4 判
福島第１原発事故で被害を受けた故郷への思い
をつづった手作りの通信
針谷氏は藤岡市在住
【上毛 1/23】

鎮魂歌 歌集
佐藤正子/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2010.8 300p 21cm 1715 円
（ 地表叢書 第 135 編 ）
著者は東吾妻町在住
【受贈】
月球儀 第４号
山本掌/編集・発行
2011.11 66p 22cm 1000 円
山本氏は前橋市在住

宮古俳人の句碑
須田堅一/著
[2012.1]
著者は伊勢崎市在住

【上毛 1/31】

モワモワでたよ
大橋政人/ぶん 片山健/え 福音館書店/発行
2012.2 23p 23cm 390 円
（ ちいさなかがくのとも 119 号 ）
大橋氏はみどり市在住 【桐生タイムス 1/5】

【受贈】

辻井喬論 修羅を生きる
黒古一夫/著 論創社/発行
2011.12 296p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1749 号】
とっきゅう
小賀野実/写真・文 JTB パブリッシング/発行
2012.1 1 冊 15 × 15cm 450 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1747 号】

県関係者の一般著作
朝彦親王伝 維新史を動かした皇魁
徳田武/著 勉誠出版/発行
2011.12 4,319,11p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1748 号】

のりものだいしゅうごう100
小賀野実/写真・文 ポプラ社/発行
2012.1 16p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1748 号】

家族を内部被ばくから守る食事法 マクロビオテ
ィックが効く!
岡部賢二/著 廣済堂出版/発行
2012.1 231p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1748 号】

はたらくくるま
小賀野実/写真 小学館クリエイティブ/発行
[小学館/発売]
2011.12 1 冊 13 × 13cm 476 円
（ ポケットえほん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1746 号】

世界基準の美を目指すビューティ・メソッド55
野村絵理奈・Yukie 鮒井/著 ポプラ社/発行
2011.12 174p 20cm 1300 円
Yukie 鮒井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1747 号】

淵

第１９４号
淵の会/発行
2011.11 40p 21cm 500 円
「イメージは創造の源」松田治男(群馬県在住)/
著収録
【受贈】

食料自給率という幻 誰のための農業政策なのか
茂木創/著 唯学書房/発行
2011.9 189p 19cm 1800 円
著者は太田市在住
【上毛 1/10、TRC 新刊案内 1736 号】

『枕草子』をどうぞ 定子後宮への招待
藤本宗利/著 新典社/発行
2011.11 173p 19cm 1300 円
（ 新典社選書 44 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1747 号】

〔2012.2〕
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中東和平構想の現実 パレスチナに「二国家共存」
は可能か
森戸幸次/著 平凡社/発行
2011.12 246p 18cm 820 円
（ 平凡社新書 617 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1748 号】
超高齢者医療の現場から 「終の住処」診療記
後藤文夫/著 中央公論新社/発行
2011.12 6,239p 18cm 780 円
（ 中公新書 2142 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1748 号】

視聴覚資料
Bibidi-babidi-boo!!（CD）
M(エム)/歌
[2012.1] 500 円(税込)
M に所属する夏川陽子氏は桐生市出身
【桐生タイムス 1/7】
ふるさと恋しや（CD）
清水博正/歌
2012.1
清水氏は渋川市出身

のりもの 改訂新版
小賀野実/写真・監修 ひかりのくに/発行
2012.1 32p 21cm 750 円
（ 3 さいからののりものずかん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1750 号】
バイオリンの謎 迷宮への誘い
高橋博志/著
ヤマハミュージックメディア/発行
2012.1 191p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1747 号】

【上毛 1/17】

電子資料

はたらくくるま 改訂新版
小賀野実/写真・監修 ひかりのくに/発行
2012.1 32p 21cm 750 円
（ 3 さいからののりものずかん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1750 号】
必要な知識を15分でインプットできる速読術
高橋政史/著
クロスメディア・パブリッシング/発行
2011.12 191p 19cm 1380 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1747 号】
明清食糧騒擾研究
堀地明/著 汲古書院/発行
2011.12 12,602,10p 22cm 11000 円
（ 汲古叢書 98 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1748 号】
ユニテ・ダビタシオン ル・コルビュジエ
渡辺真理/解説 宮本和義/撮影
バナナブックス/発行
2011.12 62p 21cm 1700 円
（ World Architecture ）
渡辺氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1747 号】
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〔2012.2〕

