わたしたちの群馬
～子どもたちが郷土を知る本～
期間：平成１６年５月１８日（火）～７月４日（日） 場所：群馬県立図書館３階展示コーナー
図書館では、資料の充実と併せて、調べ学習等で図書館を利用する子どもたちが
必要な情報にたどりつけるよう支援していきたいと考えています。
その一つとして、今回、子ども向けに編集された郷土についての本を紹介します。
群馬を主題にした図書や、県内で発行される郷土関係出版物約１４０点を展示します。
調べたり、興味を感じたりしている子どもたちや課題を出す先生方の参考になれば幸
いです。
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＋ 110 上州ふるさとの味 美味礼賛 上 三洋電機／編〕 大泉町（邑楽郡） １９７８
＋ 111 上州ふるさとの味 美味礼賛 中 三洋電機／編〕 大泉町（邑楽郡） １９７９
＋ 112 上州ふるさとの味 美味礼賛 下 東京三洋電機株式会社／編 大泉町（邑楽郡） １９７９
＋ 113 ぐんまの山菜 天田清，小池茂男／著 前橋 上毛新聞社 １９９２
＋ 114 群馬のきのこ 上巻 群馬県野生きのこ同好会／編 前橋 上毛新聞社 ２００１
＋ 115 群馬のきのこ 下巻 群馬県野生きのこ同好会／編 前橋 上毛新聞社 ２００２
＋ 116 群馬県巨樹・名木巡り 安盛博／著 東京 牧野出版 １９８９
＋ 117 ぐんまの巨樹巨木ガイド 第４９回全国植樹祭群馬県実行委員会／編 前橋 上毛新聞社 １９９２
118 群馬の森林 〔群馬県林務部林政課／編〕 前橋 群馬県林務部林政課 ２００３
＋ 119 ぐんまの国有林みてあるき 第４９回全国植樹祭記念 前橋営林局指導普及課／編 前橋 前橋営林局
１９９８
＋ 120 森へ行こう ぐんま森と木のガイドブック 群馬県林務部林業振興課／編 前橋 群馬県林務部林業振興
課 ２０００
＋ 121 立ち枯れる山 写真ドキュメント 宮下正次／著 東京 新日本出版社 １９９７
＋ 122 颯爽たる上州 群馬の近代化遺産 清水慶一／編著 村田敬一，松浦利隆／著 清水讓 ／撮影 前橋
群馬銀行 １９９５
＋ 123 企画展 第２回蚕種～近代化をささえた技術の発展～ 〔群馬県立日本絹の里／編〕 群馬町（群馬郡） 群
馬県立日本絹の里
＋ 124 企画展 第５７回 ふたつの製糸工場 富岡製糸場と碓氷社 群馬県立歴史博物館／編 高崎 群馬県立
歴史博物館
＋ 125 企画展 第4回 製糸～近代化の礎～ 〔群馬県立日本絹の里／編〕 群馬町（群馬郡） 群馬県立日本絹
の里
＋ 126 目で見る群馬の１００年 〔煥乎堂／編〕 前橋 煥乎堂 １９８２
＋ 127 赤煉瓦物語 斎田朋雄／著 赤煉瓦物語をつくる会／編 東京 あさを社 １９８６
＋ 128 上毛かるた５０年の歩み 群馬文化協会／〔編〕 前橋 群馬文化協会 １９９７
129 上毛かるた 上毛かるた編集委員会／〔編〕 再々改訂版 前橋 群馬文化協会 １９９５
＋ 130 ふるさとの文学 群馬県小学校中学校教育研究会中学校国語部会／編 前橋 上毛新聞社 １９９１
＋ 131 高校生のための群馬の文学 群馬県高等学校教育研究会国語部会／編 改訂２版 〔前橋〕 煥乎堂 １９
８９
＋ 132 群馬の子ども文学風土記 群馬県小中学校教育研究会小学校国語部会／編著 東京 日本標準 １９８４
133 群馬の文学をたずねて 群馬県高等学校研究会国語部会／編 改訂版 前橋 煥乎堂 １９９８
＋ 134 群馬の美術ものがたり 群馬県造形美術教育研究会／編著 東京 日本標準 １９８３
＋ 135 まんがぐんまのスポーツ人物伝 群馬県小学校中学校教育研究会小学校体育部会／編 伊東章夫，山田
えいし／漫画 前橋 上毛新聞社 １９９１
＋ 136 群馬県の史跡名勝天然記念物 国指定県指定 トラベルメイツ社／編 前橋 煥乎堂 １９８５
＋ 137 目で見る上州の道 煥乎堂・企画室／編 前橋 煥乎堂 １９８３
＋ 138 群馬の文化財美ふるさとを誇る 上毛新聞社／編 前橋 上毛新聞社 １９８５
＋ 139 群馬県百科事典 前橋 上毛新聞社 １９７９
＋ 140 目で見る群馬の遺跡 よみがえる古代の文化 煥乎堂企画室／編 前橋 煥乎堂 １９８５
＋ 141 畏れと祈り 群馬の埋蔵文化財 宗左近／［ほか］監修 能登健／［ほか］解説 前橋 上毛新聞社 １９９７

＋ 142 ふるさと群馬の文化財 群馬県教育委員会／編 前橋 群馬県教育委員会 ２００２
＋ 143 まんが 滝川一益と神流川合戦 新町商工会漫画編集委員会／編 田中正雄／漫画 新町 １９９８
◆展示資料は、調査相談室（２階）の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。
また、番号の前に「＋」印のついた資料は１階中央読書室、または子ども読書相談室に
貸出用があります。展示期間中でもご利用いただけますので、カウンター職員へお尋ね
ください。

