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上野国における仏教の受容の一考察
小山宏[/著･編集･発行]
[2012.3] 51p 30cm
小山氏は上毛民俗学会会長

発行日
発 行

平成 24(2012)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

【受贈】

心があったまる仏教 生きる勇気をもらえる24の
話
酒井大岳/著 大法輪閣/発行
2012.3 230p 19cm 1600 円
著者は長徳寺(東吾妻町)住職
【上毛 4/18、TRC 新刊案内 1758 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。
・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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
赤城南麓交流村 よもやま話
東宮惇允/著
宮城ふるさと地域づくり推進協議会/発行
2008.3 128p 21cm
【受贈】
内村鑑三と再臨運動 救い・終末論・ユダヤ人観
黒川知文/著 新教出版社/発行
2012.3 310p 19cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1761 号】

０ 総記
群馬美少女図鑑 2012 SPRING vol.13 switch
トロワデザイン(高崎市)/発行
2012.2 79p 21cm
【 受贈 】

科学の原理と人間の原理 人間が天の火を盗んだ
－その火の近くに生命はない 新装版
高木仁三郎/著 方丈堂出版/発行
2012.3 106p 21cm 500 円
高木氏(前橋市出身)が 1991 年 2 月に金沢で行
なった講演を収録 【TRC 新刊案内 1759 号】

学校司書と先生のためのすぐできるブックトーク
小・中学校・高等学校のわかりやすいシナリオ集
渡辺暢惠･小柳聡美/著 ミネルヴァ書房/発行
2012.3 4,165p 26cm 2200 円
小柳氏は高崎市立吉井中央中学校学校司書
【TRC 新刊案内 1760 号】

科学とのつき合い方 新装版
高木仁三郎/著 河合文化教育研究所/発行
2012.3 77p 21cm 750 円
（ 河合ブックレット 2 ）
高木氏(前橋市出身)が 1985 年に河合塾福岡校
で行なわれた講演と質疑応答の記録
【TRC 新刊案内 1761 号】

ＪＢ 上毛新聞×群馬美少女図鑑
上毛新聞社広告局･トロワデザイン(高崎市)/企
画･制作
2012.3 16p 41cm
【 受贈 】
虹の架橋 ２００号 地域新聞
松崎靖/発行
2012.4 B4 判
松崎氏は足利屋洋品店(みどり市)を経営
【viva!amigo4/6】

笠松遺跡･天良七堂遺跡･上根遺跡（かさまついせ
き･てんらしちどういせき･かみねいせき） (主)
太田大間々線関連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
2012.3 [10,]222p 写真図版 44p 30cm【受贈】
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〔2012.5〕

合本今日の糸井重里
マガジンハウス/発行
2012.4 117p 29cm 743 円
（ マガジンハウスムック ）
糸井重里氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1760 号】

群馬の再発見 地域文化とそれを支えた産業・人
と思想
高崎経済大学地域政策研究センター/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.3 230p 21cm 1400 円
【上毛 4/29、TRC 新刊案内 1763 号】

神こそわれらの砦 内村鑑三生誕150周年記念
[複合媒体資料]
今井館教友会/編 教文館/発行
2012.3 192,4p 22cm 1800 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
【TRC 新刊案内 1761 号】

元気がでる日本人１００人のことば １ 大きく
飛び立とう 政治・経済
晴山陽一/監修 ポプラ社/発行
2012.3 47p 27cm 2800 円
田中正造氏と中曽根康弘氏のことばを紹介
【TRC 新刊案内 1761 号】

上新田中道東遺跡（かみしんでんなかみちひがし
いせき） 国道３５４号高崎玉村バイパス(玉村
工区)社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2012.2 [20,]470p 写真図版 228p 30cm
【受贈】

元気がでる日本人100人のことば ５ ともに生
きよう 環境・福祉
晴山陽一/監修 ポプラ社/発行
2012.3 47p 27cm 2800 円
星野富弘氏のことばを紹介
【TRC 新刊案内 1761 号】
研究紀要３０
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.3 94p 30cm
【 受 贈】

柄田添遺跡(第１次～第５次調査) （がらたぞい
いせき(だいいちじ～だいごじちょうさ)） 一般
廃棄物処分場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2011.12 [14,]156p 写真図版 1,82 付図 3 枚
30cm
【受贈】

小神明勝沢境遺跡 小神明富士塚遺跡（こじんめ
いかつさわさかいいせき こじんめいふじづかい
せき） 一般国道１７号(上武道路)改築工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.2 [10,]199p 写真図版 64p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

関東・甲信越道の駅徹底パーフェクトガイド
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 静岡 山
梨 長野 新潟
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2012.4 176p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1760 号】
北代田町小史
北代田町自治会(前橋市)/発行
2012.3 127p A5 判
[北代田町文化財マップ]
北代田町自治会(前橋市)/作成
2012.3

五代砂留遺跡群（ごだいすなどめいせきぐん）
一般国道１７号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.2 [10,]227p 写真図版 59p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

【上毛 4/25】
里見氏ゆかりの三都物語 高崎市 ▶ 館山市 ▶ 倉吉市
報告書 －里見氏発祥の地は高崎市－
里見繁美/監修 田中直司/編集
『里見の郷(さと)』推進実行委員会/発行
2012.2 16p 30cm【受贈】
田中氏は前橋市在住
【受贈】

【上毛 4/25】

郷土再考 新たな郷土研究を目指して
由谷裕哉/編著 角川学芸出版/発行
2012.2 284p 21cm 3000 円
（ アカデミック・ライブラリー ）
「多胡碑と渡来人のフェイクロア」佐藤喜久一
郎/著収録
「新田義貞をめぐる歴史叙述と顕彰運動」市田
雅崇/著収録
【TRC 新刊案内 1759 号】

市内遺跡１－八幡平遺跡･向山遺跡･小峰遺跡･安
中１７号墳－（しないいせきいち－はちまんたい
らいせき･むかいやまいせき･こみねいせき･あん
なかじゅうななごうふん）
安中市教育委員会/編集･発行
2012.3 23p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

ぐんまの観光ルート＆スポットガイドブック
群馬県/発行
[2012.4] 24p A4 判 【桐生タイムス 4/18】

〔2012.5〕

下原・賽神Ⅱ遺跡（しもはら・さいかみにいせき）
工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2011.9 32p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
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下増田上田中遺跡（しもますだかみたなかいせき）
団体営土地改良総合整備事業(下増田百石地区)に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2012.3 32p 写真図版 10p 30cm
【受贈】
上武道路・旧石器時代遺跡群(３)（じょうぶどう
ろ･きゅうせっきじだいいせきぐんかっこさん）
上泉唐ノ堀遺跡･上泉新田塚遺跡群･上泉武田遺跡
･五代砂留遺跡群･芳賀東部団地遺跡･胴城遺跡
一般国道１７号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.3 [12,]370p 写真図版 74p 30cm
【受贈】
シンポジウム「多胡碑は何を伝えようとしたのか」
－多胡郡の成立とその時代－資料集 高崎市制施
行１１０周年記念事業 多胡郡建都１３００年記
念事業
高崎市教育委員会/編集･発行
2011.3 60p 30cm
【 受贈 】
千駄木遺跡（せんだぎいせき） 平成２３年度緊
急雇用創出基金事業に係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
2012.3 [9,]110p 写真 図版 44p 30cm
【受贈】

同志社の独立 ミッション・スクールからの脱皮
ポール･グリーシー/著 北垣宗治/訳
新教出版社/発行
2012.2 446,70p 21cm 4000 円
【TRC 新刊案内 1759 号】
道原遺跡（どうばらいせき） 北関東自動車道(伊
勢崎～県境)地域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
2012.3 [13,]274p 写真図版 102p 付図 6 枚
30cm
【受贈】
鳥取松合下遺跡・胴城遺跡（とっとりまつあいし
たいせき・どうじょういせき） 一般国道１７号
(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.3 [11,]254p 写真図版 60p 付図 1 枚
30cm
【受贈】
中西原遺跡（なかにしはらいせき） 農業技術セ
ンター施設整備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
2012.3 [11,]96p 写真 図 版 60p 30cm
【受贈】
長谷津遺跡（ながやついせき） 高崎渋川バイパ
ス(２期工区)社会資本総合整備(活力創出基盤整
備)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
2012.2 [13,]147p 写真図版 74p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

田口上田尻遺跡 田口下田尻遺跡（たぐちかみた
じりいせき たぐちしもたじりいせき） 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２集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.3 2 分冊 付図 7 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 1011p
第 2 分冊：遺物観察表･写真図版編 148p
写真図版 313p
【受贈】

西ノ平遺跡（にしのたいらいせき） 店舗建設工
事い伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2012.1 11p 写真図版 2p 30cm
【受贈】
日光脇往還川俣宿史料集
明和町教育委員会/発行
[2012.4] 80p A4 判

只上深町遺跡（ただかりふかまちいせき） 北関
東自動車道(伊勢崎～県境)地域埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.2 [9,]92p 写真図版 28p 30cm【受贈】

【上毛 4/25】

浜町遺跡･浜町古墳群･宮内遺跡（はまちょういせ
き･はまちょうこふんぐん･みやうちいせき） 一
級河川八瀬川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
2012.3 [9,]95p 写真図版 28p 30cm【受贈】

角渕八反田遺跡･角渕八反田遺跡(第２次調査)･天
神巡りⅢ遺跡(第２次調査) （つのぶちはったん
だいせき･つのぶちはったんだいせき(だいにじち
ょうさ)･てんじんめぐりすりーいせき(だいにじ
ちょうさ)） 町道１０３号線拡幅工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2011.3 [9,]113p 30cm
【受贈】

長谷津遺跡（ながやついせき） (一)宇田磯部停
車場安中工区社会資本総合整備(市街地整備)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
2012.3 [15,]376p 写真図版 104p 付図 1 枚
30cm
【受贈】
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〔2012.5〕

新島八重と幕末 会津に咲いた八重の桜
由良弥生/著 セブン&アイ出版/発行
2012.3 254p 20cm 1600 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1761 号】

戊辰明治人物史話 会津・薩摩・長州・土佐・肥
後・安中
伊藤善創/著 歴史春秋出版/発行
2012.3 261p 19cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1762 号】

新島八重の生涯 歴史物語
吉村康/著 歴史春秋出版/発行
2012.3 219p 図版 24p 20cm 1600 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1761 号】

堀谷戸Ⅱ遺跡（ほりがいとにいせき） 特別養護
老人ホーム増築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
安中市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2011.12 16p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

幕末・明治期キリスト者群像
木越邦子/著 現代企画室/発行
2012.3 251p 20cm 1800 円
内村鑑三、田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1762 号】

マイナーなればこそ
本井康博/著 思文閣出版/発行
2012.2 288,14p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 9 ）【TRC 新刊案内 1960 号】
向矢部遺跡（むかいやべいせき） 北関東自動車
道(伊勢崎～県境)地域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
2012.3 [12,]252p 写真図版 51p 30cm【受贈】

日帰りハイク関東 心やすらぐ山歩き、森歩き
２０１２
JTB パブリッシング/発行
2012.4 95p 26cm 933 円
（ JTB の MOOK ）
榛名山(掃部ヶ岳)、赤城山(黒檜山)、玉原高原
･鹿俣山に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1761 号】

八王子丘陵ハイキングマップ
小沼恵美子/製作
[2012.4] A4 判
「北部運動公園～唐沢山」と「唐沢山～八王子
山公園」の 2 種類あり
小沼氏は太田市在住
【上毛 4/12】

東宮遺跡（２）－遺物編－（ひがしみやいせきか
っこにいぶつへん） 八ッ場ダム建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書第３８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.3 [11,]552p 写真図版 8,183p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

矢場三ツ橋Ⅱ遺跡（やばみつはしにいせき） 主
要地方道前橋長瀞線地方特定道路整備事業に伴う
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
2012.3 [10,]240p 写真図版 70p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

福島稲荷木Ⅳ遺跡･福島稲荷木Ⅳ遺跡(第２次調
査) （ふくじまいなりぎふぉーいせき･ふくじま
いなりぎふぉーいせき(だいにじちょうさ)） 町
道２１０９号線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2011.12 [10,]115p 写真図版 1,53 付図 3 枚
30cm
【受贈】

矢部遺跡（やべいせき） 北関東自動車道(伊勢
崎～県境)地域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
2012.3 [18,]586p 写真図版 192p 付図 2 枚
30cm
【受贈】
横壁中村遺跡（１２）－縄文時代の集落内埋没河
道と配石遺構－（よこかべなかむらいせきかっこ
じゅうに じょうもんじだいのしゅうらくないま
いぼつかどうとはいせきいこう） 八ッ場ダム建
設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第３７集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.2 [7,]348p 写真図版 6,79p 付図 3 枚
30cm
【受贈】

ベストドライブ関東 '１３
昭文社/発行
2012.4 183p 26cm 905 円
（ マップルマガジン ）
草津に関する記事あり【TRC 新刊案内 1761 号】
ボクが医者になるなんて
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2012.4 299p 16cm 571 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-4 ）
「フリーター医師の青春七転八倒記」(講談社
2005 年刊)の改題
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1762 号】

〔2012.5〕
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教育行政の主要施策 平成２４年度
群馬県教育委員会/発行
2012.3 7,160p 30cm

3 社会科学
安中教育 第６号
安中市教育委員会/発行
2012.3 [5,]64p 30cm

桐生大学紀要 第２２号
桐生大学紀要編集委員会/編集
2011.12 109p 30cm

【受贈】

池上彰と学ぶ日本の総理 第９号 福田赳夫
小学館/発行
2012.4 36p A4 変形判 600 円(税込)
（ 小学館ウイークリーブック ）【上毛 4/10】

【受贈】

桐生大学/発行
【受贈】

桐生保健福祉事務所事業概要 平成２０年度版
群馬県桐生保健福祉事務所/発行
[2009] 53p 30cm
【受贈】
桐生保健福祉事務所事業概要 平成２１年度版
群馬県桐生保健福祉事務所/発行
[2010] 52p 30cm
【受贈】

池上彰と学ぶ日本の総理 第１１号 中曽根康弘
小学館/発行
2012.4 36p A4 変形判 600 円(税込)
（ 小学館ウイークリーブック ）【上毛 4/10】

群馬県移動人口調査結果（年報）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2012.2 62p 30cm

平成２３年

池上彰と学ぶ日本の総理 第１３号 平成の宰相
小学館/発行
2012.4 36p A4 変形判 600 円(税込)
（ 小学館ウイークリーブック ）
小渕恵三氏と福田康夫氏に関する記述あり
【上毛 4/10】

群馬県教育旅行ガイドブック
館を巡る
群馬県/発行
[2012.4] 24p A4

いずみ 第６３号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2012.3 202p 21cm

群馬県青少年健全育成条例の解説
群馬県生活文化部少子化対策･青少年課/発行
2012.1 146p 30cm
【受贈】

【受贈】

NHK食べてニッコリふるさと給食 全国スローフ
ード給食レシピ付き
NHK BS「食べてニッコリふるさと給食」制作
班/編 東京書籍/発行
2012.4 127p 26cm 1400 円
こんにゃく給食(下仁田町立小坂小学校)に関す
る記事あり
【TRC 新刊案内 1762 号】

【 受 贈】

県立美術館・博物
【上毛 4/1】

群馬県専修学校各種学校進学ガイド ２０１３
群馬県専修学校各種学校協会/編集･発行
[2012.3] 36p 26cm
【 受贈】
群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 平成23
年における
群馬県企画部統計課/発行
2012.3 12p 30cm
【 受 贈】

応援します！ぐんまの子育て 平成２３年度 優
良企業等取組事例集
群馬県産業経済部労働政策課/企画･編集
2012.3 24p 30cm【 受贈、ぐんま経済 4/26】

群馬県立女子大学紀要 第３３号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2012.2 48,156p 26cm

おらが町の防災マップ
郷土利根沼田を守る会(沼田市)/作製
[2012.4]
鍛冶町、栄町、下之町、中町、上之町、坊新田
町、久屋原町、上久屋町、下久屋町、西原新町
の 10 町分を作製
【上毛 4/8】

【受贈】

群馬高専レビュー 第３０号(２０１１)
群馬県工業高等専門学校教育研究委員会/編集
群馬県工業高等専門学校/発行
2012.3 122,4p 30cm
【受贈】
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編 第４７巻
群馬大学教育学部/編集･発行
2012.2 219p 26cm
【受贈】

関東学園大学法学紀要 第２１巻第１号（通巻第
３５号）
関東学園大学法学紀要編集担当/編集
関東学園大学法学部/発行
2012.3 330p 21cm
【受贈】
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〔2012.5〕

群馬大学教育学部紀要 自然科学編
群馬大学教育学部/編集･発行
2012.2 46p 26cm

第６０巻

地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査 平成２２会計
年度
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2012.3 59p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編
第６１巻
群馬大学教育学部/編集･発行
2012.2 275p 26cm
【受贈】

定例県議会議案 平成２４年２月
群馬県/発行
2012.2 163p 30cm

群馬大学地域貢献シンポジウム報告書 平成２３
年度 明解！華麗に加齢のサイエンス
群馬大学地域連携推進室/編集
2012.3 34p 30cm
【 受贈 】
ぐんまの体験学習データブック 活かそう！学ぼ
う！
国立赤城青少年交流の家(前橋市)/作成
[2012.4]
【上毛 4/24】

【 受 贈】

定例県議会議案 平成２４年２月
書） 病院局関係
群馬県/発行
2012.2 43p 30cm

（附予算説明

定例県議会議案 平成２４年２月
度関係）
群馬県/発行
2012.2 103p 30cm

（平成２３年

【 受 贈】

【受贈】

群馬保健学紀要 第３２巻
群馬大学大学院保健学研究科/発行
2012.3 71p 30cm

【 受贈 】

研究の記録 平成２３年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2012.3 1 冊 30cm

【受贈】

施策の概要 平成２４年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
[2012.4] 58p 30cm

とみおか暮らしの便利帳 ２０１１年 保存版
富岡市･ゼンリン前橋支店/発行
2011.4 96p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３２号
新島学園短期大学/発行
2012.3 180p 26cm

伝統文化継承事業－平成２０年度～平成２３年度
－事業報告書
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2012.3 72p 30cm
【 受 贈】

渋川市高齢者福祉計画 （老人福祉計画及び第５
期介護保険事業計画）
渋川市保健福祉部高齢福祉課/発行
2012.3 127p 30cm
【受贈】

働くパパ、ママ応援！Ｎａｖｉ 両立支援ハンド
ブック
群馬県産業経済部労働政策課/企画･編集
2012.3 64p 22cm
【受贈、読売 4/20、ぐんま経済 4/26】

消防白書 平成２３年版
桐生市消防本部/作成
[2012.4]
【日刊きりゅう 3/15】

板木 群馬県へき地教育研究資料 第５８集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会/発行
2010.3 [8,]44p 30cm
【受贈】

昭和村の子どもたちにぜひ読ませたい音読教材集
高学年
昭和村教育委員会/編集･発行
2011.12 102p 19 × 26cm 【受贈、上毛 4/2】

板木 群馬県へき地教育研究資料 第５９集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会/発行
2011.3 [8,]47p 30cm
【受贈】

昭和村の子どもたちにぜひ読ませたい音読教材集
低学年
昭和村教育委員会/編集･発行
2011.12 102p 19 × 26cm 【受贈、上毛 4/2】

板木 群馬県へき地教育研究資料 第６０集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会/発行
2012.3 [8,]51p 30cm
【受贈】

知事発言要旨 平成２４年２月定例県議会
群馬県/発行
2012.2 20p 30cm
【 受贈 】

〔2012.5〕

【受贈】
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坂東太郎 第１４７号
群馬県立前橋高等学校/発行
2012.3 251p 21cm
補正予算説明書 平成２３年度
群馬県/発行
2012.2 210p 21 × 30cm

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 第４２号
（平成２３年５月診療分）
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2012.3 68p 30cm
付属資料：CD-ROM １ 枚
【受贈】

【受贈】
２月定例県議会
【受贈】

群馬県の気象・地震概況
年)
前橋地方気象台/発行
2012.2 59p 30cm

三くだり半の世界とその周縁
青木美智男･森謙二/編 日本経済評論社/発行
2012.3 11,358p 22cm 6500 円
「明治時代離婚法五題」高木侃(太田市立縁切
寺満徳寺資料館館長)/著収録
【TRC 新刊案内 1761 号】

【 受 贈】

群馬県の絶滅のおそれのある野生生物(群馬県レ
ッドデータブック) 植物編 ２０１２年改訂版
群馬県環境森林部自然環境課/編集･発行
2012.4 [8,]285p 30cm 3900 円
【受贈、上毛 4/11】

横室歌舞伎衣裳調査報告書 平成２３年度伝統文
化継承連携事業 地域の文化遺産調査研究事業
群馬県教育文化事業団/発行
2012.3 47p 22cm
【 受贈 】
予算説明書 平成２３年度
群馬県/発行
2012.2 343p 30cm

平成２３年(２０１１

群馬の犬･呑龍と勝号
安部賢二･小山宏/著編
2012.2 52p 19 × 27cm
小山氏は北群馬渋川郷土館館長

２月定例県議会
【 受贈 】

群馬の天然記念物日本犬
[小山宏/著]
[2012.3] 18p 30cm
著者は北群馬渋川郷土館館長

予算附属説明書 平成２４年度当初予算
群馬県/発行
2012 391p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

全国77都市の地盤と災害ハンドブック [複合媒
体資料]
地盤工学会/編 丸善出版/発行
2012.1 5,611p 図版 48p 27cm 35000 円
付属資料：DVD-ROM1 枚
前橋市に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1753 号】

4 自然科学
赤城姫 第２４号
赤城姫を愛する集まり/発行
2012.3 4,121p 26cm

歯磨きしてもあなたの歯周病が治らない４つの理
由！
大川秀樹/著
[2012.4]
著者はいそ歯科医院(前橋市)院長【上毛 4/18】

【受贈】

浅間 火山と共に生きる
堤隆/著 ほおずき書籍/発行
2012.3 200p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1759 号】

ホタルの里だより Vol.４ ２０１２年２月号
宮田ほたるの里を守る会(渋川市)/編集
2012.2 12p 30cm
【 受 贈】

感染症発生動向調査報告書 平成２３年
群馬県感染制御センター/編集･発行
2012.3 46p 30cm
【 受贈 】

若い世代の認知症をご存じですか？～若年性認知
症について～
群馬県/発行
[2012.4] 4p A4 判
【ぐんま経済 4/19、朝日 4/20】

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 第４号
（平成２３年５月診療分）
群馬県後期高齢者医療広域連合･群馬県国民健
康保険団体連合会/発行
2012.3 54p 30cm
【 受贈 】
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〔2012.5〕

研究報告書
今井幹夫/執筆
富岡製糸場総合研究センター/発行
2012.3
富岡製糸場と高山社との関係についての論文
今井氏は富岡製糸場総合研究センター所長
【上毛 4/23】

5 技術･工学･家政学･生活科学
桐生市環境基本計画２０１１－２０２０
桐生市市民生活部生活環境課/編集
桐生市/発行
2011.3 134p 31cm
【受贈】

事業年報 平成２２年度
群馬県下水道総合事務所/発行
[2011] [5,]182p 30cm

桐生市の環境 平成２３年度版(平成２２年度実
績報告)
桐生市市民生活部環境政策課/発行
2011.12 56p 30cm
【受贈】

地域森林計画変更計画書
下流森林計画区
群馬県/発行
[2011] 4p 30cm

群馬県地域防災計画 平成２４年１月修正
群馬県防災会議/発行
2012.1 [11,]192p 30cm
【受贈】

平成２２年度

１利根
【受贈】

地域森林計画変更計画書 平成２３年度 １吾妻
森林計画区 ２西毛森林計画区 ３利根上流森林
計画区
群馬県/発行
[2012] 38,40,37p 30cm
【受贈】

群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第６期
（変更）
群馬県環境森林部/発行
2012.3 19p 30cm
【 受贈 】
洪水記録 平成２３年
群馬県県土整備部河川課/発行
2012.1 101p 30cm
【受贈、上毛 4/8】
事業年報 平成２２年度
群馬県下水道総合事務所/発行
[2011] 182p 30cm

【受贈】

東北･上越新幹線開業３０周年記念展
鉄道博物館学芸部/編集 鉄道博物館/発行
2012.3 32p 30cm
（ 企画展図録 No.7 ）
【受贈】
特用林産物生産・流通の実態 平成２３年版
（２０１１年）
群馬県環境森林部林業振興課/発行
2011 40p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋旨いもんＭＡＰ ２０１２
月刊ヴィアン編集部/編集･制作･発行
2012 折りたたみ 25 × 68cm
【受贈】

利根下流地域森林計画書（利根下流森林計画区）
計画期間自平成24年4月1日至平成34年3月31日
群馬県/発行
[2012.4] 4,49,31cm 30cm
【受贈】

渡良瀬遊水地～生い立ちから現状～
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団/発行
[2012.4] 95p
【上毛 4/15、毎日 4/18】

利根上流地域森林計画書（利根上流森林計画区）
計画期間自平成23年4月1日至平成33年3月31日
群馬県/発行
【受贈】
[2011.4] 1 冊 30cm
富岡製紙場 解説書 改訂版
富岡市/編集･発行
2007.12 24p 30cm

6 産業
あがつま食材カタログ ２０１２
群馬県吾妻県民局吾妻農業事務所/発行
[2012.4] 36p 22cm【受贈、ぐんま経済 4/12】
群馬の交通事故統計 平成２３年
群馬県警察本部/発行
2011 40p 21 × 30cm
「ぐんまのブロッコリー」ブック
群馬県農政部/編集･発行
2012.3 51p 30cm

〔2012.5〕

【受贈】

日本の世界遺産完全ガイド
ぴあ/発行
2012.2 122p 29cm 1143 円
（ ぴあ MOOK ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1753 号】

【受贈】

まるごと「ぐんまのホウレンソウ」ブック
群馬県農政部/編集･発行
2012.3 71p 30cm
【 受 贈】

【 受贈 】
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スポーツ科学群馬 平成２２年度
群馬県スポーツ協会/発行
2012.2 57p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

Vol.１３
【 受 贈】

新井淳一－布・万華鏡
森山明子/著 美学出版/発行
2012.3 324p 22cm 4200 円
新井淳一氏は桐生市在住
【桐生タイムス 4/11、TRC 新刊案内 1761 号】

高崎市の美しい景観写真展６ 作品集
民へ引き継ぐ風景
高崎市都市整備部都市計画課/発行
2010.10 62p 30cm 200 円

歩いて歩いて －生命ふれあう－ 第１集 スケ
ッチ画集
田中昭史/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2009.6 47p 30 × 42cm
著者は高崎市在住
【受贈】

おいしく折ろう食育おりがみ かんたん!楽しい!
食べものおりがみ集
西田良子･平野誠子/製作･著
全国学校給食協会/発行
2012.3 111p 21cm 1300 円
西田氏は渋川市在住
【上毛 4/2、TRC 新刊案内 1759 号】

歩いて歩いて－生命ふれあう－ 第２集 第３集
スケッチ画集
田中昭史/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2009.11 48p 30 × 42cm
著者は高崎市在住
【受贈】

塚沢歴史かるた
塚沢史遊会(高崎市)/企画･作製
[2012.4] [88 枚] 1000 円
付属資料：散策マップ

歩いて歩いて －足と体と心の自分史－ 第４集
第５集 第６集 スケッチ画集
田中昭史/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2011.2 47p 30 × 42cm
著者は高崎市在住
【受贈】

未来の市
【受贈】

【上毛 4/28】

Trail Running magazine No.9 特集全国トレラ
ン・コースガイド100/鏑木毅トレラン入門学
枻出版社/発行
2012.4 159p 30cm 1200 円
（ エイムック 2369 ）
「上州武尊山スカイビュートレイル(山田昇杯)」
と「神流マウンテンラン＆ウォーク」に関する
記事あり
【TRC 新刊案内 1761 号】

[井田淳一画集]
井田淳一/画
[2011.11]
井田氏は甘楽町出身で絵画グループ「いっぽの
会」(富岡市)を主宰していた
【上毛 4/3】

花地蔵３６５日
小林生子/著 桐生タイムス社/発行
[2012.4] 143p B5 判 1800 円
【桐生タイムス 4/26】

かんらの里ごよみ ポストカード集
飯野文江/撮影
[2012.4] 17 枚組 11 × 16cm 700 円
飯野氏は甘楽町ふるさと大使
【上毛 4/20】

富士見かるた 改訂版
荒井元男/読み札題字 星野忠彦/絵
大友農夫寿/解説
富士見地区地域づくり協議会/発行
2012.3 90 枚 19 × 14cm(箱) 500 円
【受贈、上毛 4/3】

草木染染料植物図鑑 ３ 新しい染料植物の研究
１１３ 新装版
山崎青樹/著 美術出版社/発行
2012.4 243p 21cm 2900 円
著者は草木染研究所(高崎市)を主宰していた
【TRC 新刊案内 1761 号】

野鳥との出逢い 加藤辰五郎写真集
加藤辰五郎/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2011.12 71p 21 × 24cm
著者は富岡市在住
【受贈】

ヤングマガジン [２０１０年６月号]
講談社/発行
2010.6
「砂の栄冠」三田紀房/漫画の連載開始
作品の舞台のモデルとして群馬県立高崎高等学
校が描かれている
【上毛 4/18】
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〔2012.5〕

戦都の陰陽師
武内 涼/著 角川書店/発行
2011.12 510p 15cm 781 円
（ 角川ホラー文庫 H た 4-2 ）
著者は群馬県出身
【受贈、上毛 4/13、TRC 新刊案内 1748 号】

8 語学
やってみよう！ にほんご かんたん！ 第２版
伊勢崎市教育委員会･群馬大学･国士舘大学/共
同開発
群馬大学大学院教育学研究科所沢研究室/発行
[2012.4]
【上毛 4/4】

9 文学

【受贈】

第２４集

天使たちのカレンダー 新装版
宮川ひろ/作 ましませつこ/絵 童心社/発行
2012.3 198p 21cm 1500 円
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1759 号】

【受贈】

天使たちのたんじょう会 新装版
宮川ひろ/作 ましませつこ/絵 童心社/発行
2012.3 175p 21cm 1400 円
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1759 号】

熊出没注意 南木佳士自選短篇小説集
南木佳士/著 幻戯書房/発行
2012.2 381p 20cm 2900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1753 号】

天使のいる教室 新装版
宮川ひろ/作 ましませつこ/絵 童心社/発行
2012.3 183p 21cm 1400 円
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1759 号】

【受贈】

けんかにかんぱい!
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社/発行
2012.4 94p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1762 号】

徳と忠治 戯曲
平林卓郎/著 文化書房博文社/発行
2012.2 77p 19cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1756 号】
芭蕉の句碑を訪ねて 俳句のふるさと伊勢崎・玉
村 芭蕉句碑ガイド
安保博史/監修 伊比正榮/協力
群馬県中部県民局伊勢崎行政県税事務所/発行
2012.2 27p 22cm
安保氏は群馬県立女子大学文学部国文学科教授
伊比氏は伊勢崎市観光ボランティアガイドの会
所属
【受贈】

コクボ的MONO学 骨董面白鑑定
小久保一/著 桐生タイムス社/発行
[2012.4] 216p A5 判 1700 円(税込)
「タウンわたらせ」連載コラムをまとめた本
【桐生タイムス 4/17】

〔2012.5〕

水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2012.3 76p 21cm

転校生は忍びのつかい
加部鈴子/作 平澤朋子/絵 岩崎書店/発行
2012.3 159p 22cm 1300 円
加部氏は群馬県立女子大学文学部卒業
【TRC 新刊案内 1760 号】

空っ風とニュートリノ
柴田悦男/著 文芸社/発行
2012.4 172p 四六判 1260 円(税込)
館林市を舞台にした自伝的青春小説
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/5】

九峰集伍陸書牘上篇補遺篇
高橋道斎/著 須賀昌五/訓訳･発行
2012.3 37p 22cm
須賀氏は草津町在住

【受贈】

捨て猫という名前の猫
樋口有介/著 東京創元社/発行
2012.3 475p 15cm 920 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-13 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1759 号】

アンティークFUGA 番外編 澳門骨董譚
あんびるやすこ/作 十々夜/絵 岩崎書店/発行
2012.4 196p 19cm 900 円
（ YA!フロンティア ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1761 号】
風の物語 歌集
田島儀一/著
2012.1 [325p] 22cm
著者は伊勢崎市在住

旅路の六十年 川柳句集
藤田峰石/著 新葉館出版/発行
2012.2 175p 20cm 1800 円
著者は草津町在住
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「雲雀の会」詩集 第５号
前橋文学館友の会詩サークル「雲雀の会」/発
行
2012.2 28p 26cm
【 受贈 】

人類生態学 第2版
大塚柳太郎･河辺俊雄/著
東京大学出版会/発行
2012.3 8,229p 21cm 2100 円
河辺氏は高崎経済大学地域政策学部教授
【TRC 新刊案内 1760 号】

福永武彦戦後日記
福永武彦/著 新潮社/発行
2011.10 298p 20cm 2300 円
高崎に滞在した際の日記の収録あり
【朝日 4/24】
見残しの塔 周防国五重塔縁起
久木綾子/著 文藝春秋/発行
2012.1 366p 16cm 733 円
（ 文春文庫 ひ 25-1 ）
新田善治一族を描いた作品

図解『2012年改正介護保険』のポイント・現場便
利ノート 新しい介護のしくみがわかる84のポイ
ント
田中元/著 ぱる出版/発行
2012.3 187,4p 21cm 1500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1759 号】

【朝日 4/17】

「苦手な顧客」とどう向き合えばいいのか 「感
情労働営業」スキルを高める方法
茂木信幸/著 東洋経済新報社/発行
2012.4 259p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1761 号】

やけあとの競馬うま 新装版
木暮正夫/文 おぼまこと/絵 国土社/発行
2012.3 110p 22cm 1400 円
（ 語りつぐ戦争 平和について考える ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1759 号】

日本再逆転への希望 未来を確信するために
宮沢洋一･山本一太/著 中央公論新社/発行
2012.3 206p 20cm 1400 円
山本氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1759 号】
人が死なない防災
片田敏孝/著 集英社/発行
2012.3 238p 18cm 760 円
（ 集英社新書 0633 ）
著者は群馬大学大学院工学研究科社会環境デザ
イン工学専攻教授 【TRC 新刊案内 1759 号】

県関係者の一般著作
会津藩儒将秋月韋軒伝
徳田武/著 勉誠出版/発行
2012.3 10,215,8p 20cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1761 号】

馬琴京伝中編読本解題
徳田武/著 勉誠出版/発行
2012.3 6,465,10p 27cm 16000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1760 号】

海岸線は語る 東日本大震災のあとで
松本健一/著 ミシマ社/発行
2012.3 219p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1759 号】

ヒンドゥータントリズムにおける儀礼と解釈 シ
ュリーヴィディヤー派の日常供養
井田克征/著 昭和堂/発行
2012.2 10,314p 22cm 9500 円
著者は高崎生まれ 【TRC 新刊案内 1759 号】

原発と自治体 「核害」とどう向き合うか
金井利之/著 岩波書店/発行
2012.3 69,2p 21cm 560 円
（ 岩波ブックレット No.831 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1759 号】
実力がつく電気化学 基礎と応用
逢坂哲彌/編著 直井勝彦/著 朝倉書店/発行
2012.3 6,168p 21cm 2800 円
逢坂氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1762 号】
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プラズマ理工学基礎
畠山力三･飯塚哲/著 朝倉書店/発行
2012.3 7,180p 21cm 2900 円
（ 電気・電子工学基礎シリーズ 11 ）
飯塚氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1762 号】

〔2012.5〕

視聴覚資料
危ない！その乗り方 自転車事故の実態と衝撃体
験（DVD）
高崎署/企画 高崎市交通対策協議会/作成
群馬県警察本部･JA 共済連群馬県本部/協力
[2012.3] 約 20 分
【上毛 4/７】
なかのじょうのうた [中之条町公式イメージソ
ング]（CD）
中之条町/企画 割田康彦/作詞･作曲
[中之条町民/合唱]
[2012.4] ７曲 500 円
割田氏は中之条町出身
【上毛 4/3】

電子資料
群馬県の気象・地震概況年報(平成２３年)（CD-R
OM）
[前橋地方気象台/発行]
[2012.2]
【受贈】

〔2012.5〕
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