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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１２年２月分
No.３０３

あがつま 群馬県 上信越高原国立公園
吾妻観光連盟/発行
[2011] 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 3 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

岩宿フォーラム／シンポジウム ２０１１ 予稿
集 上白井西伊熊遺跡と東日本の瀬戸内技法
岩宿博物館・岩宿フォーラム実行委員会/編集
・発行
2011.11 85p 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。

企画展 第５２回 岩宿時代の東西交流‐瀬戸内
技法と上白井西伊熊遺跡‐
岩宿博物館/編集
2011.10 47p 30cm
【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。

愚直に生きる 第３巻 喜寿から卒寿への歩み
長岡今朝吉/著
2011.1
著者は甘楽町名誉町民
【上毛 2/23】

・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。

渋川地区ぐるぐるマップ 伊香保温泉発 PartⅤ
[渋川地区観光特別宣伝協議会/発行]
[2011] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

０ 総記
Bookstart news letter №３５
ブックスタート/発行
2012.1 6p 30cm
伊勢崎市の取り組みに関する記事あり【受贈】

心の座標軸 小寺弘之のひと言
緑と風の会/編集・発行
2011.2 122p 18cm
小寺氏は前群馬県知事

【受贈】

佐加太利(さかたり) 第８８号
防府天満宮社務所/発行
2011.12 8p 26cm
揖取素彦に関する記事あり

【受贈】

渋川 一日くらいじゃ、回りきれない。
[群馬県渋川市観光協会/発行]
2011.6 [8p] 30cm
【受贈】
清水越の歴史
阿部利夫/編集
谷川岳山岳資料館(みなかみ町)/発行
[2012.2] 24p Ａ４判
【上毛 2/10】

1 哲学･宗教

全国里見一族交流会会報 ２０１１年１２月号
全国里見一族交流会(前橋市)/発行
2011.12 52p 30cm
【受贈】
多胡碑が語る古代日本と渡来人
土生田純之/編 高崎市/編 吉川弘文館/発行
2012.2 16,282p 20cm 2800 円
【上毛 2/9、TRC 新刊案内 1752 号】
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〔2012.3〕

東京周辺の山
山と溪谷社/発行
2012.2 222p 21cm 2000 円
（ ワンゲルガイドブックス 03 ）
尾瀬エリア、谷川連峰エリア、志賀高原エリア
に関する記述あり 【TRC 新刊案内 1754 号】
利根川文化研究 ３５
利根川文化研究会/編集・発行
2011.12 82p 26cm

3 社会科学
あさま山荘銃撃戦の深層 上
大泉康雄/著 講談社/発行
2012.1 386p 15cm 676 円
（ 講談社文庫 お 113-1 ）
【上毛 2/5、TRC 新刊案内 1751 号】

【受贈】
あさま山荘銃撃戦の深層 下
大泉康雄/著 講談社/発行
2012.1 379p 15cm 676 円
（ 講談社文庫 お 113-2 ）
【上毛 2/5、TRC 新刊案内 1751 号】

波路遥か 平岡敏夫著作目録・参考文献目録・年
譜
鈴木一正/編 青鷺舎/発行
2011.12 166p 21cm 1000 円
平岡敏夫氏は群馬県立女子大学名誉教授
【受贈】

大八木獅子舞を訪ねる
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2012.2 38p 21cm

【 受 贈】

バリエーションハイキング 一般登山道では得ら
れない山の楽しみ、心の安らぎ
松浦隆康/著 新ハイキング社/発行
2012.1 392p 21cm 1900 円
（ 新ハイキング選書 第 32 巻 ）
西上州に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1752 号】

学生まちづくらーの奇跡 国立発!!一橋大生のコ
ミュニティ・ビジネス
林大樹/監修 横田雅弘/監修 学文社/発行
2012.1 5,266p 19cm 1800 円
群馬大学の事例収録【TRC 新刊案内 1752 号】

東吾妻町ガイドブック 広域マップ付
[東吾妻町役場産業課・東吾妻町観光協会/発
行]
2011.12 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）平成２３
年度
統計課人口社会係/発行
2012.1 12p 30cm
【 受 贈】

ｆｅｅｌ！よしおか 見て食べて感じて 群馬県
吉岡町観光ガイドマップ
[吉岡町商工会/発行]
[2011] 折りたたみ 30 × 62cm
【受贈】

桐生保健福祉事務所事業概要 平成２２年度版
群馬県桐生保健福祉事務所/発行
2011 [3,]50p 30cm
【 受贈】
キンダーブック ３ ２０１２年１月号
フレーベル館/発行
2012.1
泉織物(桐生市)社長の泉太郎氏が着物職人とし
て特集された記事収録 【桐生タイムス 2/3】

ほうふ日報 平成23年(2011年)12月15日第10254
号
防府日報株式会社/発行
2011.12 4p 40cm
揖取素彦に関する記事あり
【受贈】

群馬県税務統計 平成２３年度版（平成２２年度）
群馬県総務部税務課/発行
2011.12 4,125p 30cm
【受贈】

ほうふ日報 特集号 平成24年(2012年)1月1日第
10262号
防府日報株式会社/発行
2012.1 16p 40cm
揖取素彦に関する記事あり
【受贈】

群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果 平成23年10月1日現在
群馬県企画部統計課人口社会係/編集・発行
2012.1 65p 30cm
【 受 贈】

るるぶ草津伊香保四万水上軽井沢 '12～'13
JTB パブリッシング/発行
2012.2 113p 26cm 819 円
（ るるぶ情報版 ）
【TRC 新刊案内 1751 号】

群馬大学アドバンスト・テクノロジー高度研究セ
ンター年報 第１５号（平成２２年度）
群馬大学ＡＴＥＣ/発行
2011.11 2,196p 30cm
【受贈】
群馬大学地域貢献事業概要 平成２３年度
群馬大学地域連携推進室/発行
[2012.2] 45p 30cm
【 受贈】

〔2012.3〕
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健康福祉研究 第８巻第１号（２０１１）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2011.12 70p 26cm
【受贈】

4 自然科学
群馬医学 第93号 平成22年度群馬県医学会特別
講演
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2011.12 49p 26cm
【受贈】

小島鐵工所２００年史
小島鐵工所２００年史刊行委員会/編集
小島鐵工所(高崎市)/発行
2009.11 [24,]219p 27cm
【受贈】
Silicon Science and Advanced Micro-Device En
gineering Ⅱ
Osamu Hanaizumi and Masafumi Unno/Edited by
Trans Tech Publications Ltd/Distributed worldwide
by
2012 312p 25cm
（ Key Engineering Materials Vol.497 ）
花泉修氏と海野雅文氏は群馬大学工学部教授
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おらが村の行事食と方言 カレンダー
高山村食生活改善推進連絡協議会/行事食担当
[2012.2]
【上毛 2/29】

図解ルネサスエレクトロニクス 震災を乗り越え
て-輝きを取り戻せるか?正念場を迎える日の丸半
導体
栗下直也/著 日刊工業新聞社/発行
2012.1 134p 21cm 1400 円
（ B&T ブックス ）【TRC 新刊案内 1752 号】

桐生古民家等活用事例集
[古民家等活用プロジェクト/発行]
[2012.2]
【桐生タイムス 2/13】
新・パスタ探検隊 一服満腹
高崎市商業課/編集・発行
2011 八つ折り 30 × 42cm
【受贈、ぐんま経済 2/9】

青雲塾レポート 第５７号 中曽根康弘震災後の
日本を語る
青雲塾(高崎市)/発行
[2012.1]
8p 21 × 30cm
【受贈】
手探り夢さぐり
高橋富江/著
[2012.2]
里親の体験を振り返りまとめた
著者は前橋市在住

チルチンびと 別冊小林建設特集
風土社/発行
2012.1 177p 29cm 743 円
小林建設は群馬で地域材での家づくりに取り組
んでいる
【TRC 新刊案内 1752 号】
TOMIOKA SILK COLLECTION
富岡シルクブランド協議会/作製
[2012.2]
【上毛 2/25】

【上毛 2/26】

統計おおた 平成２３年版
企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2011.12 [5,]99p 30cm

【受贈】

並榎町獅子舞を訪ねる
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2012.2 42p 21cm

【 受贈 】

ハウジングこまち ３０代で建てる群馬の家 創
刊号
ニューズ・ライン群馬支店/発行
2012.3 A4 変形判 350 円
【上毛 2/29】

ほほえみながら 創刊号 フリーペーパー
平出紙業(前橋市)/発行
[2012.2] 16p A5 判
認知症予防に役立てる内容
【上毛 2/26】
もっと変な給食
幕内秀夫/著 ブックマン社/発行
2012.2 178p 19cm 1333 円
太田市の給食の献立に関する記述あり
【上毛 2/11、TRC 新刊案内 1752 号】
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〔2012.3〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県森林・林業基本計画 平成23年度～平成32
年度
群馬県環境森林部林政課/編集・発行
2011.11 71p 30cm
【受贈】

草木染染料植物図鑑 新装版 1 基本の染料植
物120
山崎青樹/著 美術出版社/発行
2012.2 275p 21cm 2900 円
著者は草木染研究所(高崎市)を主催していた
【TRC 新刊案内 1752 号】

群馬県森林・林業基本計画 平成23年度～平成32
年度 概要版
群馬県環境森林部林政課/編集・発行
2011.11 11p 30cm
【受贈】

群馬県写真展目録 第５９回 第３５回県民芸術
祭参加
群馬県写真文化協会/編集・発行
2011.10 41p 26cm
【受贈】

富岡製糸場と絹産業遺産群 世界を変えた日本の
技術革新
群馬県/製作
2012.1 二つ折り A3 判
【上毛 2/4】
木材需給の現況 平成２３年版
群馬県環境森林部/発行
2012.1 71p 30cm
まゆダーマン『養蚕改良高山社』
上州ふじおか絵巻の会/制作
[2012.2] 18 場面

群馬県書道展覧会作家名鑑
県民芸術祭参加
[群馬県書道協会/発行]
[2011] 68p 26cm

№３９
【 受贈 】

第６２回

第３５回
【受贈】

群馬県美術展 第６２回 第３５回県民芸術祭参
加
群馬県美術会事務局/編集 群馬県美術会/発行
2011.11 53p 26cm
【受贈】

紙芝居
【上毛 2/19】

民有林林道事業の概要 平成２３年度
群馬県環境森林部林政課/発行
2011 [6,]107p 30cm

小坂元二の絵画
小坂元二(藤岡市)/編集・発行
2011.12 107p 29cm
小坂氏は元群馬県美術会理事

【受贈】

【受贈】

「竹工芸作品展」図録３ 第５回渋川市たちばな
竹の里フェスティバル
第５回渋川市たちばな竹の里フェスティバル実
行委員会竹工芸部会/編集・発行
2011.12 15p 30cm
【受贈】
PERFECT BOOK BO WY We are Beat Rock
アイピーコーポレーション/発行
2012.3 97p 26cm 1143 円
（ MS ムック ）
BOØWY の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松は高
崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1753 号】

〔2012.3〕
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煌めきの章 多喜二くんへ、山宣さんへ
本庄豊/著 かもがわ出版/発行
2012.1 125p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1751 号】

8 語学
群馬県中学生の税についての作文入選作品集
平成２３年度
群馬県納税貯蓄組合連合会/発行
2011 [4,]58p 30cm
【 受贈】

義烈千秋天狗党西へ
伊東潤/著 新潮社/発行
2012.1 418p 20cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1753 号】

中学生の税についての作文入選作品集 平成２３
年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
2011 [4,]60p 30cm
【 受贈】

五千四十の死
江原一哲/著 メディアファクトリー/発行
2012.1 298p 15cm 619 円
（ MF 文庫ダ・ヴィンチ え-1-1 ）
著者は桐生市在住
上州弁で語る人物が登場する作品も収録
【桐生タイムス 2/1、TRC 新刊案内 1751 号】
ことのは 記念文集
言の葉の会(桐生市)/発行
[2012.2] 155p
【桐生タイムス 2/27】

9 文学

Ｃｏｂａｌｔ 2012年1月号
集英社/発行
2011.12
「青色ジグソー」野村行央(高崎市出身)/著収
録
【上毛 11/25】

吾妻路 吾妻路短歌会平成２３年度年刊歌集
吾妻路編集委員会/編集 吾妻路短歌会/発行
2012.1 49p 21cm
【 受贈 】
アメリカへの旅 人生100歳の時代へ 随想録
中里知惠子/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.2 188p 19cm 1500 円
著者は元群馬県立女子大学助教授
【上毛 2/18、TRC 新刊案内 1755 号】

小説を、映画を、鉄道が走る
川本三郎/著 集英社/発行
2011.10 292p 20cm 1900 円
小説や映画の中で描かれる伊香保、信越線横川
駅、草軽電気鉄道に関する記述あり
【朝日 2/7】

いたいのいたいのとんでゆけ
新井悦子/作 野村たかあき/絵 鈴木出版/発行
2012.1 1 冊 27cm 1200 円
（ ひまわりえほんシリーズ ）
野村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1751 号】

多喜二文学と奪還事件‐多喜二奪還事件と８０周
年記念論文集‐
多喜二奪還事件８０周年記念文集編集委員会/
編集 伊勢崎・多喜二祭実行委員会/発行
2011.9 124p 30cm 1500 円
【受贈】

オリーブ
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2012.2 268p 16cm 552 円
（ 文春文庫 よ 31-2 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1754 号】

つきよの みつみね俳句会合同句集
みつみね俳句会(みなかみ町)/著
文學の森/発行
2011.12 163p 20cm
【受贈、上毛 2/15】

「鐘の鳴る丘」世代とアメリカ 廃墟・占領・戦
後文学
勝又浩/著 白水社/発行
2012.2 275,6p 20cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1752 号】

都木弘道遺稿集
都木弘道/著 都木真澄/編集・発行
2011.11 150p 21cm
著者は前橋市生まれ

【受贈】

ひこうき
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
（ のりもの 9 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1752 号】

教室の亡霊
内田康夫/著 中央公論新社/発行
2012.1 302p 18cm 857 円
（ C・NOVELS 26-13 ）
作品の舞台として群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1752 号】

-5-

〔2012.3〕

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・
テールズ
金井美恵子/著 新潮社/発行
2012.1 344p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1753 号】

県関係者の一般著作
「稼げる営業マン」と「ダメ営業マン」の習慣
元トヨタホームのダメ営業マンが4年連続トップ
営業マンになれた理由
菊原智明/著 明日香出版社/発行
2012.1 231p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1751 号】

評伝野上彌生子 迷路を抜けて森へ
岩橋邦枝/著 新潮社/発行
2011.9 215p 20cm 1800 円
北軽井沢大学村(現長野原町)の山荘での彌生子
の執筆生活と作品についての記述あり
【朝日 2/28】

子どもたちに「生き抜く力」を 釜石の事例に学
ぶ津波防災教育
片田敏孝/著 フレーベル館/発行
2012.2 185p 19cm 1200 円
著者は群馬大学広域首都圏防災研究センター長
【TRC 新刊案内 1754 号】

分校発 歌集
金子愛子/著 行路文芸社/発行
2012.1 200 ｐ 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 46 篇 ）
著者はみどり市在住
【受贈、桐生タイムス 2/23】

社長は「労務トラブル」をこう防げ! 小さな会
社が社員に訴えられないための3つのルール
須田敏裕/著 日本実業出版社/発行
2012.2 246p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1753 号】

村上もとかと読む坂口安吾
村上もとか・坂口安吾/著 宝島社/発行
2012.2 222p 19cm 952 円
【TRC 新刊案内 1754 号】

図解基礎からわかるQC七つ道具 新QC七つ道具も
ばっちり解説!
市川享司/著 ナツメ社/発行
2012.2 255p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1752 号】

吉田健一 生誕100年最後の文士
河出書房新社/発行
2012.2 191p 21cm 1600 円
（ KAWADE 道の手帖 ）
金井美恵子氏(高崎市生まれ)の対談収録
【TRC 新刊案内 1752 号】

スポーツのできる子どもは勉強もできる
深代千之・長田渚左/著 幻冬舎/発行
2012.1 180p 18cm 780 円
（ 幻冬舎新書 ふ-7-1 ）
深代氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1753 号】
世界で一番やさしい電気設備 110のキーワード
で学ぶ
河内孝夫/著 エクスナレッジ/発行
2012.1 239p 26cm 3000 円
（ エクスナレッジムック ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1753 号】
蘇我氏と古代国家
黛弘道/編 吉川弘文館/発行
2012.2 12,279p 19cm 2400 円
（ 歴史文化セレクション ）
黛氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1754 号】
チベット学問僧として生きた日本人 多田等観の
生涯
高本康子/著 芙蓉書房出版/発行
2012.2 173p 19cm 1800 円
著者は群馬大学「アジア人財資金構想」高度専
門留学生事業担当講師【TRC 新刊案内 1754 号】
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20代のうちに知っておきたい100の黄金ルール
1万人のビジネスパーソンから学んだ成功法則
大塚寿/著 PHP 研究所/発行
2012.2 237p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1752 号】

視聴覚資料
花の町大泉/愛して愛されて大泉（CD）
松山由香里/作詞
中野喜久勇/作曲
[2012.2] 2 曲 1200 円
松山氏は太田市在住
中野氏は甘楽町在住
【viva amigo 2/24】

日本の神様と日本人のしきたり これだけは知っ
ておきたい!
戸部民夫/著 PHP 研究所/発行
2012.2 223p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1754 号】

ｐｒｅＭｉｕｍ（CD）
M(エム)/歌
2012.2 13 曲 2500 円(税込)
M に所属する夏川陽子氏は桐生市出身
【viva amigo 2/10、桐生タイムス 2/15、上毛 2/25】

日本の地域社会における対外国人意識 北海道稚
内市と富山県旧新湊市を事例として
小林真生/著 福村出版/発行
2012.2 331p 22cm 5600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1754 号】
龍馬暗殺の黒幕は歴史から消されていた 幕末京
都の五十日
中島信文/著 彩流社/発行
2012.1 274p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1752 号】

電子資料

3.11が教えてくれた防災の本 １ 地震
片田敏孝/監修 かもがわ出版/発行
2011.12 31p 27cm 2500 円
片田氏は群馬大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1746 号】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２３年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2011
【受贈】

3.11が教えてくれた防災の本 ２ 津波
片田敏孝/監修 かもがわ出版/発行
2012.2 31p 27cm 2500 円
片田氏は群馬大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1753 号】

群馬の体育・スポーツ（平成２２年度）
（CD-ROM）
[群馬県教育委員会スポーツ健康課/発行]
[2011]
H20、H21 訂正版含む
【受贈】

ひょいと四国へ 番外霊場を巡ってこそ遍路の醍
醐味
金谷常平/著 上毛新聞社/発行
2012.2 224p 21cm 953 円
著者は渋川市在住
【上毛 2/9、TRC 新刊案内 1754 号】
みんなを守るいのちの授業 大つなみと釜石の子
どもたち
片田敏孝・NHK 取材班/著 NHK 出版/発行
2012.1 158p 22cm 1400 円
片田氏は群馬大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1752 号】
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