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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１６年６月分
No.３５５

飯塚･貝沢堀添遺跡３－集合住宅建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査－
赤木洋子･高崎市教育委員会･測研 /発行
2016.3 19p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 7 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：調査相談係）
TEL 027( 231) 3008 , FAX 027( 235) 4196

伊勢崎市境歴史資料 第２４２号
境史談会 /発行
2016.3 36p 26cm

・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。

磯貝雲峰 新体詩の先駆者
紙芝居
小林栄里子[/作成]
[2016.6] 18 場面
小林氏は安中市在住

・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。

【受贈】

郷土の偉大な文学者

【上毛 6/15】

上野村ウォーキングマップ
上野村産業情報センター[/発行]
2016 19p 26cm
【受贈、読売 6/9】

・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。

美しい日本の百名山
PIE BOOKS/編著
パイインターナショナル /発行
2016.6 165p 26cm 1900 円
谷川岳、浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1967 号】
欧米留学の原風景 福沢諭吉から鶴見俊輔へ
安酸敏眞 /著 知泉書館 /発行
2016.5 7,481,29p 20cm 3700 円
新島襄、内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1965 号】

０ 総記

尾瀬･片品グリーン街道わき道のヒミツ
高崎経済大学片岡美喜ゼミナール[/発行]
2016.2 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

1 哲学･宗教

尾瀬の自然保護 第３８号
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室 /発行
2016.3 82p 30cm
【受贈】
落合 Ⅱ 遺跡２･平塚遺跡２･三本木 Ⅱ 遺跡２･三本
木 Ⅲ 遺跡２ 鷺宮物流団地造成工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
安中市教育委員会 /編集･発行
2016.3 356p 口絵 2p 写真図版 14p 30cm
付 属 資 料 ： DVD-ROM「 落 合 Ⅱ 遺跡 ２･三 本 木
Ⅱ遺跡２ 三本木Ⅲ遺跡２･平塚遺跡
２ データ編―付図･遺物観察表･写
真図版―」 1 枚
【受贈】
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〔 2016.7 〕

小渕恵三元総理の霊言 非凡なる凡人宰相の視点
大川隆法 /著 幸福実現党 /発行
2016.5 225p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1964 号】

下郷古墳群７１号墳
測研 /編集 東吾妻町教育委員会 /発行
2016.3 47p 写真図版 8,18p 30cm
【 受贈 】
首都圏発親子で行きたい！ファミリーキャンプ場
完全ガイド
スタジオパラム /著 メイツ出版 /発行
2016.5 144p 21cm 1550 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

崋山の旅 新しい風景との出会い
鮎川俊介 /著
幻冬舎メディアコンサルティング /発行
2016.5 251p 19cm 1300 円
「『 毛武游記』の旅」収録
【 TRC 新刊案内 1966 号】

すぐそばにある！関東の絶景
JTB パブリッシング /発行
2016.6 126p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
渡良瀬遊水地に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

川端遺跡２ (仮称)利南運動広場整備工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県沼田市教育委員会 /編集･発行
2016.3 33p 口絵 2p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

祖先のあしあとを訪ねる
内田吉久 /著
2016.4 200,215p 23cm
箱入：(上)(下)2 冊組
阿藤家(太田市)保存の史料をまとめた冊子
著者は太田市生まれ
【受贈】

草津町の名勝に関する特定の調査報告書
群馬県草津町･草津町教育委員会 /発行
2016.3 101p 30cm
【受贈】
ぐんまの源泉パスポート 日帰り入浴 ２０１６
年版
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.4 91p 21cm 800 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1964 号】

武田家三代年表帖 その時、甲･信･越･相･駿･遠･
三らは、 上巻 信虎甲斐統一～信玄の快進撃と
無念の死 信玄ｖｓ謙信の１２年戦争、真田家三
代の計略、家康の台頭
ユニプラン /発行
2016.6 208p 21cm 1500 円
真田家三代に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

群馬保健学紀要 第３６巻 ２０１５年度
群馬大学大学院保健学研究科 /発行
2016.3 145p 30cm
【 受贈 】
血盟団事件
中島岳志 /著 文藝春秋 /発行
2016.5 473p 16cm 920 円
（ 文春文庫 な 73-1 ）
井上日召に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1963 号】

戦いなければ哲学なし 中島政希回想録
関口秀紀･津川悟 /編 政党政治研究所 /発行
2016.4 497p 20cm
群馬での政治活動に関する記述あり 【受贈】
町内遺跡 ⅩⅤ 平成２６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
2016.2 30p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

サッポロ一番を創った男 井田毅
磯尚義 /取材･執筆
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.7 273p 図版 36p 22cm 1500 円
井田氏は玉村町生まれ、サンヨー食品前社長
【上毛 6/18、 TRC 新刊案内 1968 号】

利根川を往く
塙紘 /写真 春風社 /発行
2016.3 153p 22 × 31cm 4800 円
群馬県に関する写真収録
【上毛 6/5、 TRC 新刊案内 1964 号】

自民党と戦後日本史 首相たちから見えてくる自
民党の「正体」
洋泉社 /発行
2016.6 111p 26cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1963 号】

夏Ｗａｌｋｅｒ 首都圏版 ２０１６
KADOKAWA/発行
2016.5 130p 30cm 500 円
（ ウォーカームック No.639 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

自由民主党の深層
大下英治 /著 イースト･プレス /発行
2016.6 431p 18cm 972 円
福田赳夫、中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1967 号】

〔 2016.7 〕
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西横野西部地区遺跡群発掘調査概報―県営農地整
備事業松義西部地区に伴う平成２５～２７年度埋
蔵文化財発掘調査概要報告書―
安中市教育委員会 /編集･発行
2016.3 12p 30cm
【 受贈 】

向田遺跡 薄根中学校柔剣道場新築事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
群馬県沼田市教育委員会 /編集･発行
2016.3 17p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
山ふたり 関東･尾瀬･熊野編
三輪敏広･三輪和恵 /著 春風社 /発行
2016.5 317p 21cm 2400 円
（ MUTSUMIBOOKS ）
尾瀬、武尊山、谷川連峰、赤城山に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

廃村をゆく ２
イカロス出版 /発行
2016.6 111p 26cm 1580 円
（ イカロス MOOK ）
飛行機事故の記憶が刻まれた国有林(群馬県上
野村本谷)、日本一高所にあった硫黄鉱山の町
(群馬県嬬恋村小串)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1966 号】

よくわかる都道府県
日本博識研究所 /著 宝島社 /発行
2016.6 206p 16cm 600 円
（ 宝島 SUGOI 文庫 D に -5-3 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】

萩原･沖中遺跡８－工場新設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書－
技研コンサル /編集 高崎市教育委員会 /発行
2015.8 4,36p 写真図版 2,8p 30cm 【受贈】

吉崎遺跡 吉崎(宮畑)地区定住促進住宅造成工 事
に伴う埋蔵文化財発掘調査
毛野考古学研究所 /編集
下仁田町教育委員会 /発行
2015.10 7p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

早わかり都道府県Ｄａｔａ Ｂｏｏｋ 歴史、特
色、グルメ…４７都道府県をギュッと濃縮 あな
たの県は何番目！？怒濤の１３０ランキング
日本食糧新聞社 /発行
2016.4 343p 20cm 926 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1964 号】
はるかな尾瀬 ｖｏｌ.２９
尾瀬保護財団 /発行
2016.3 12p 30cm

ランドネ山旅プラン１００
枻出版社 /発行
2016.5 143p 21cm 1200 円
（ エイムック 3414 ）
尾瀬ヶ原、至仏山、野反湖、妙義山に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1963 号】

【受贈】

日吉町四丁目５０年のあゆみ
日吉町四丁目自治会(前橋市)/発行
2016.6 97p 30cm
【受贈、上毛 6/21】
ブラジリアンタウン 大泉町
大泉町観光協会 /製作
[ 2016] 折りたたみ A2 判

【朝日 6/15】

3 社会科学

前橋城絵図の年代推定(２の１)：総論１
野本文幸 /著 2015.8 [4p] 26cm
『群馬県医師会報第 805 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

安中教育 第１０号
安中市教育委員会 /発行
2016.3 68p 30cm

育英短期大学研究紀要 第３３号
図書･紀要委員会 /編集 育英短期大学 /発行
2016.3 94p 26cm
【受贈】

前橋城絵図の年代推定(２の２)：総論２と各論
野本文幸 /著 2015.10 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 807 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】
前橋藩･酒井弾正家について
野本文幸 /著 2015.11 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 808 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属

【受贈】

株式会社永徳６０周年記念誌
永徳 /発行
2015.5 40p 30cm
神流川 ふるさとの山と川の物語
本
利根川水系砂防事務所[/発行]
[2016.6] 126p A4 判

【受贈】
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【 受 贈】
防災学習副読
【上毛 6/18】

〔 2016.7 〕

群馬県移動人口調査結果(年報) 平成２７年
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2016.3 62p 30cm
【受贈】

群馬の特別支援教育 平成２１年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2010.3] 31p 30cm

【 受贈】

群馬県職員採用パンフレット 平成２８(２０１
６)年度
群馬県人事委員会事務局[/発行]
[ 2016] 14p 30cm
【受贈】

群馬の特別支援教育 平成２２年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2011.1] 29p 30cm

【 受贈】

群馬の特別支援教育 平成２３年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2012.1] 31p 30cm

【 受贈】

群馬の特別支援教育 平成２４年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2013.3] 32p 30cm

【 受贈】

群馬の特別支援教育 平成２５年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2014.3] 32p 30cm

【 受贈】

群馬の特別支援教育 平成２６年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2015.3] 33p 30cm

【 受贈】

研修講座案内 平成２８年度
群馬県総合教育センター /発行
2016.3 140p 30cm

【 受 贈】

群馬県立県民健康科学大学紀要 第１１巻
群馬県立県民健康科学大学 /発行
2016.3 144p 30cm
【 受贈 】
群馬大学教育実践研究 第３２号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー /発行
2015.3 262p 30cm
【自館作成】
群馬大学工業会報 通巻１５４号
群馬大学工業会 /発行
2016.3 67,11p 30cm

【受贈】

群馬大学教育実践研究 第３３号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー /発行
2016.3 258p 30cm
【自館作成】
群馬大学地域貢献事業 平成２７年度
群馬大学主催 こども体験教室「群馬ちびっこ大
学」実施報告書
群馬大学地域連携推進室[/発行]
2016.3 2,93p 30cm
【受贈】
ぐんまの健康福祉 ２０１６
群馬県健康福祉部健康福祉課 /発行
2016.3 18p 30cm

殺人犯はそこにいる 隠蔽された北関東連続幼女
誘拐殺人事件
清水潔 /著 新潮社 /発行
2016.6 509p 16cm 750 円
（ 新潮文庫 し -53-2 ）
【 TRC 新刊案内 1966 号】

【受贈】

獅子舞雑記ノート１００
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.5 56p 21cm
中北獅子舞(富岡市)、島獅子舞(板倉町)に関す
る記述あり
付属資料：写真 9 枚
【受贈】

群馬の特別支援教育資料 平成１６年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2005.3] 25p 30cm
【 受贈】
群馬の特別支援教育資料 平成１７年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2005.10] 33p 30cm
【受贈】

渋川市くらしの便利帳 ２０１６
渋川市･サイネックス /発行
2016.5 144p 30cm
【受贈、上毛 6/9】

群馬の特別支援教育資料 平成１８年度
群馬県総合教育センター /発行
2006.6 21p 30cm
【 受贈 】

しぶかわ生涯学習だより Ｎｏ.１９ 平成２８
年度前期号
[渋川市教育委員会生涯学習課 /発行]
[ 2016] 12p 30cm
【受贈】

群馬の特別支援教育資料 平成１９年度
群馬県総合教育センター /発行
2007.10 21p 30cm
【受贈】
群馬の特別支援教育 平成２０年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2009.1] 29p 30cm

〔 2016.7 〕

松韻 第３８号 群馬県高等学校長協会会誌
群馬県高等学校長協会 /発行
2016.3 139p 26cm
【 受 贈】

【 受贈】
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生涯学習要覧 平成２８年度
中部教育事務所生涯学習係[/発行]
[2016] 33p 30cm
“ＳＨＩＮＫＡ”を続けた１００ｔｈ
創業１００周年記念史
八木工業(高崎市)/発行
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2015.1 130p 31cm

沼田市立利根西小学校閉校記念誌
利根西小学校記念誌編集委員会 /編集･発行
2016.3 132p 31cm
【受贈】

【受贈】
八木工業

ふる里群馬の民具とくらし
神宮善彦 /著 上武印刷株式会社出版部 /発行
2016.3 230p 26cm 2100 円
著者は安中市在住
【受贈】

【受贈】
文化ふじおか 第１号
藤岡市文化協会 /発行
2016.5 18p A4 判

選挙の記録 □平成２６年１２月１４日執行 第
４７回衆議院議員総選挙 第２３回最高裁判所裁
判官国民審査
□平成２７年４月１２日執行
第１８回統一地方選挙[群馬県議会議員選挙] □
平成２７年４月１２日執行 第１８回統一地方選
挙[市町村選挙] □平成２７年７月５日執行 群
馬県知事選挙
群馬県選挙管理委員会 /編集･発行
2016.3 665p 30cm
【 受贈 】

【上毛 6/25】

平成２７年における群馬県の賃金･労働時間及び
雇用の動き―毎月勤労統計調査地方調査結果速報
―
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2016.3] 11p 30cm
【受贈】
明治大正期商工信用録 復刻 第１５巻 大正九
年 ３ 第四十二版商工信用録(大正九年五月)
千葉縣･茨城縣･埼玉縣･栃木縣 群馬縣･山梨縣･長
野縣･新潟縣
クロスカルチャー出版 /発行
2016.4 1 冊 27cm [30000 円]
底本：東京興信所 大正 9 年刊
【 TRC 新刊案内 1963 号】
明和町の獅子舞巡り
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.2 48p 21cm
【受贈】

創造する授業 ２ 島小を離れて
川嶋環 /著 一莖書房 /発行
2016.6 313p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1967 号】
館林市統計書 平成２７年版
総務部行政課 /編集 館林市役所 /発行
2016.3 163p 30cm
【受贈】
出会い、ふれあい、心の輪 平成２７年度入賞作
品集
内閣府[/発行]
[2015.12] 100p 26cm
「障害者週間のポスター中学生部門佳作 前橋
市立荒砥中学校三年 金子聖来」作品収録
【受贈】
定例県議会議案 第１回(附予算説明書) 病院局
関係 平成２８年
群馬県[/発行］
[2016] 48p 30cm
【受贈】

要覧 平成２８年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所[/発
行]
[ 2016] 7p 30cm
【受贈】

伝統文化継承事業調査報告書 平成２７年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2016.3 29p 30cm
【受贈】

4 自然科学
化石ウォーキングガイド全国版 日本各地に眠る
古生物の痕跡探し２７地点
相場博明 /編著 丸善出版 /発行
2016.6 7,188p 19cm 1900 円
神流町･上野村に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1967 号】

特殊詐欺未然防止のための声掛けマニュアル
群馬県警察 /作成
[2016.6] 12p A4 判
【上毛 6/24】
二宮赤城神社に伝わる式三番叟
井野誠一[ /著] 前橋市文化スポーツ観光部文
化国際課歴史文化遺産活用室 /企画
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.5 82p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 6 ）
井野氏は二之宮式三番叟･薪能まつり実行委員
会事務局長 【受贈、 TRC 新刊案内 1965 号】

感染症発生動向調査報告書 平成２７年
群馬県感染制御センター /編集･発行
2016.3 60p 30cm
【受贈】
ググっと役立つ食品表示ガイド
群馬県 /作成
[ 2016] 39p
-5-

【毎日 6/24】

〔 2016.7 〕

群馬県歯科医学会雑誌 Ｖｏｌ.２０
群馬県歯科医学会 /発行
2016.3 78p 30cm

２０１６

群馬県公共施設等総合管理計画
群馬県[/発行]
[ 2016.3] 41p 30cm

【受贈】

群馬県食品安全基本計画２０１６－２０１９ 概
要版
群馬県[/発行]
2016.3 [ 6p] 30cm
【受贈】

【 受贈】

群馬県地域防災計画 風水害･雪害対策編 火山
災害対策編 事故災害対策編 火災対策編 震災
対策編 平成２８年３月
群馬県防災会議[/発行]
[2016.3] 13,360,232p 30cm
【 受贈 】

群馬の昆虫生態図鑑 チョウ･ガ/トンボ/コウチ
ュウ/バッタ カメムシ･セミ/ハチ/その他
葛生淳一 /著 メイツ出版 /発行
2016.6 223p 19cm 2000 円
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1965 号】

群馬県都市計画審議会議案 第１７７回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2016] 4p 30cm
別添資料：添付図面[13p]
【受贈】

群馬の算額解法 続
群馬県和算研究会 /編
群馬県和算研究会事務局 /発行
2015.8 548p 30cm

群馬で建てた家 実例集
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2016.6 192p 30cm 324 円
【受贈、ぐんま経済 6/9】

【受贈】

水質年報 平成２６年度
群馬県企業局水質検査センター /編集･発行
2016.3 252p 30cm
【 自 館 作 成】

健康福祉統計年報 平成２８年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係 /編集･
発行
2016.3 1 冊 30cm
【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０４
新型インプレッサ始動/開発施設に眠っていた名
車
交通タイムス社 /発行
2016.6 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ） 【 TRC 新刊案内 1963 号 】

こころの健康センター所報(第２６号) ２０１４
年度(平成２６年度)
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2016.3 57p 30cm
【受贈】
支え合うこころ～３０周年特別記念誌～
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2016.3 46p 30cm
【 受贈 】

[清掃廃液の適正処理に関する手引書]
グンビル(伊勢崎市)/ほか作製
[2016.6] 24p A4 判
【上毛 6/25】

動画を見て学べる！心エコーレポート実例集５０
戸出浩之･岡庭裕貴 /編著 金芳堂 /発行
2016.5 119p 26cm 4000 円
群馬県立心臓血管センターの心エコー室で実施
された検査のレポート実例集
【 TRC 新刊案内 1966 号】

中島飛行機の技術と経営
佐藤達男 /著 日本経済評論社 /発行
2016.4 6,318p 22cm 6500 円
【上毛 6/19、 TRC 新刊案内 1963 号】
ＢＵＩＬＤＥＲ ＣＡＴＡＬＯＧ ２０１６ す
みかくらぶ 工務店カタログ
すみかくらぶ編集室 /編集 上毛新聞社 /発行
2016.3 79p 30cm
【受贈】
水と生きる建築土木遺産
後藤治･二村悟 /編著 彰国社 /発行
2016.6 159p 20cm 2300 円
丸沼堰堤に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1966 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
赤ちゃんガイド ２０１６
ホープ /編集･デザイン 渋川市 /発行
2016.5 24p 30cm
【受贈、読売 6/8】
狩宿茶屋本陣（黒岩家）―基礎調査概要報告―
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2015.11 6p 30cm
【 受贈 】

〔 2016.7 〕
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きのこ研だより ２９
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2006.10 32p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３０
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2007.10 40p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３１
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2008.11 60p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３２
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2009.11 60p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３３
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2010.12 59p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３４
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2011.12 60p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３５
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2012.12 60p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ３６
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2013.12 60p 26cm

【受贈】

【受贈】

きのこ研だより ３７
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2014.12 64p 26cm

【受贈】

【 受贈 】

きのこ研だより ３８
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2015.12 64p 26cm

【受贈】

【受贈】

業務年報 平成２６年度
群馬県浅間家畜育成牧場[/発行]
[2015] 74p 30cm
【自館作成】

【 受贈 】

群馬県果樹農業振興計画
群馬県農政部蚕糸園芸課 /編集･発行
2016.3 37p 30cm

【 受 贈】

【受贈】

群馬県森林･林業基本計画(改訂版)
群馬県環境森林部林政課 /編集･発行
2016.3 76p 30cm

【受贈】

【 受贈 】

群馬県森林･林業基本計画(改訂版) 概要版
群馬県環境森林部林政課 /編集･発行
2016.3 11p 30cm
【受贈】

6 産業
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書５ 群馬県甘楽
郡下仁田町国指定史跡荒船･東谷風穴蚕種貯蔵所
跡
下仁田町歴史館 /編集
下仁田町教育委員会 /発行
2016.3 171p 30cm
【 受贈 】
ウズベキスタン展～シルクロードで栄えた文化～
報告書
富岡市観光資源活用協議会 /編集･発行
2016.3 45p 30cm
【 受贈 】
Ｓ.ＳＨＯＢＥＹ展講演会報告書
富岡市 /編集･発行
2016.3 54p 30cm

【 受贈 】

かかあ天下―ぐんまの絹物語―ｉｎ中之条 シル
クカントリーぐんま 日本遺産認定記念
上毛新聞社事業局出版部 /制作
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会 /発行
2015.11 57p 30cm
【受贈】
企業サポートガイド 平成２８年度 中小企業支
援施策のご案内
群馬県産業経済部産業政策課 /編集
2016.4 120p 30cm
【受贈、ぐんま経済 6/23、上毛 6/25】
きのこ研だより ２３
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2003.10 40p 26cm
きのこ研だより ２４
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2004.4 32p 26cm
きのこ研だより ２５
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2004.10 40p 26cm
きのこ研だより ２６
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2005.4 40p 26cm
きのこ研だより ２７
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2005.10 40p 26cm
きのこ研だより ２８
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2006.4 36p 26cm
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〔 2016.7 〕

群馬県水産試験場研究報告
２６年度業務報告）
群馬県水産試験場 /発行
2015.3 10,33p 30cm

第２１号

（附平成

地価公示標準地価格 平成２８年
（付準地案内図）
群馬県[/発行]
[ 2016] 117p 30cm

【自館作成】

ぐんまちゃん家(ち) ぐんま総合情報センター
ぐんま総合情報センター「 ぐんまちゃん家(ち ）」
[/作成]
[2016.6] 三つ折り A4 判
英語版パンフレット
【読売 6/1】

平成２６年経済センサス－基礎調査(確報)
産業横断的集計結果(群馬県版)
群馬県[/発行]
[ 2016.3] 44p 30cm
【 受贈】

【受贈】

群馬の商業 商業統計調査結果（平成２６年７月
１日現在）
群馬県[/発行]
[ 2016.3] 162p 31cm
【受贈】

ポケット関東農林水産統計 平成２７年版
関東農政局統計部 /発行
2016.3 [ 24,] 181p 19cm
【受贈】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成２７年度
群馬県農政部技術支援課[/発行]
[2016] 72p 30cm
【受贈】

前橋藩営製糸所の場所(２の１)：２つの説
野本文幸 /著 2015.12 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 809 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

食の現場へ行ってみよう！ 食の現場公開事業パ
ンフレット
群馬県[/発行]
[2016] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

前橋藩営製糸所の場所(２の２)：武蔵屋のその後
野本文幸 /著 2016.2 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 811 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

シルクカントリーぐんま「絹の国サミット」 世
界遺産登録１周年記念式典･国際シンポジウム
上毛新聞社事業局出版部 /制作
群馬県企画部世界遺産課 /発行
2015.10 126p 30cm
【受贈】

「野菜王国･ぐんま」推進計画
群馬県農政部蚕糸園芸課 /編集･発行
2016.3 67p 30cm

世界遺産学習キッズプログラム報告書 平成２７
年度
黒田乃生 /監修 西邑雅未 /執筆･編集･レイアウ
トデザイン 富岡市世界文化遺産活性化事業実
行委員会 /発行
2016.3 60,10p 30cm
付属資料：「 せかいいさんのほん [平成２７年
度世界遺産学習キッズプログラム教
材]」 2015.7 19p 30cm 【受贈】
「世界遺産講演会」報告書 富岡製糸場世界遺産
登録１周年記念
富岡市世界文化遺産活性化事業実行委員会 /編
集･発行
2016.3 51p 30cm
【 受贈 】

〔 2016.7 〕

富岡製糸場と絹産業遺産群 ４資産アクセスマッ
プ＋ぐんま絹遺産 [増刷版]
群馬県富岡行政県税事務所 /発行
[ 2016.4] 折りたたみ 42 × 60cm 【受贈】
日本遺産 時をつなぐ歴史旅
日本遺産プロジェクト /編 東京法令出版 /発行
2016.6 127p 21cm 1600 円
「 2 かかあ天下―ぐんま絹物語―〈群馬県 〉」
収録
【受贈、 TRC 新刊案内 1967 号】

群馬農林水産統計年報 平成２６～２７年
関東農政局統計部 /編集･発行
2016.3 226p 30cm
【 受贈 】
群馬の交通事故統計 平成２７年
群馬県警察本部[/発行]
[ 2016] 40p 21 × 30cm

【受贈】
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【 受 贈】

２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」完全読本
続
産経新聞出版 /発行
2016.6 127p 30cm 1000 円
（ NIKKO MOOK ）
【新刊案内 1965 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あの時から空がかわった
星野富弘 /著
いのちのことば社フォレストブックス /発行
2016.6 86p 24cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1963 号】

フリーダ愛と痛み
石内都 /著 岩波書店 /発行
2016.6 1 冊 31cm 3800 円
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 6/28、 TRC 新刊案内 1969 号】

お前はまだグンマを知らない ６
井田ヒロト /著 新潮社 /発行
2016.6 1 冊 19cm 500 円
（ BUNCH COMICS ）
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 6/9】

夢二を変えた女(ひと)笠井彦乃
坂原冨美代 /著 論創社 /発行
2016.6 10,329p 図版 16p 20cm 2200 円
【 TRC 新刊案内 1967 号】

群馬の陸上競技２０１５総集編～高校総体･中学
総体･小学総体総集編全記録～
綜合プランニング(前橋市)/発行
2015.10 66p 30cm 926 円
（ ありがと !Gsports 臨時増刊号 Vol.59 ）
【受贈】

落語九十九(つづら)旅 全国落語名所ガイド
田中敦 /著 岩波書店 /発行
2016.5 9,209,17p 21cm 2400 円
「碓氷峠─古今の難路 【猪退治 】」、「館林─
ウソばっかり 【館林 】」収録
【 TRC 新刊案内 1965 号】

真田丸 後編
NHK 出版 /発行
2016.6 199p 26cm 1100 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
【 TRC 新刊案内 1965 号】
スキー年鑑 ２０１４（平成２５年度版）
群馬県スキー連盟[/発行]
[2014] 219p 30cm
【受贈】

8 語学

スキー年鑑 ２０１５（平成２６年度版）
第７０回国民体育大会冬季大会 ２０１５ ぐん
ま冬国体
群馬県スキー連盟[/発行]
[2015] 219p 30cm
【受贈】

9 文学

スキー年鑑 ２０１６（平成２７年度版）
群馬県スキー連盟[/発行]
[2016] 224p 30cm
【受贈】
土とともに 志村ミサ子の作品たち
志村ミサ子[/発行]
[2016.6] 79p A4 判 2700 円
志村氏は高崎市在住
【上毛 6/21】

美しいみ国のしるし
茂木裕仁 /詩･絵･発行
井沢美代子･二階堂恵美子 /絵
2016.5 194p 19cm
茂木氏、井沢氏、二階堂氏は高崎市在住
【受贈】

２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」完全ガイ
ドブック ＰＡＲＴ２
東京ニュース通信社 /発行
2016.5 138p 30cm 1000 円
（ 東京ニュースムック 通巻 543 号 ）
【新刊案内 1965 号】

おうさまのひげ 紙芝居
横笛太郎 /脚本 織茂恭子 /絵 童心社 /発行
2016.7 12 場面 27 × 39cm 1900 円
（ ともだちだいすき ）
織茂氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1966 号】
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〔 2016.7 〕

思い寝 七十年前の思い出
一柳一男 /著 あさを社(高崎市)/発行
2016.4 101p 20p 1200 円
著者は高崎市在住
【受贈】
海程樹道場 １５
群馬･樹の会(前橋市)/発行
2016.3 51p 21cm

水煙 第二十八集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2016.3 60p 21cm

鎮魂 歌集
上田つづね /著･製作
和綴じの会いろは /協力
[2016.6] 1 冊
和綴じ本
桐生の風景を詠んだ作品を数多く収録
著者は梅田町(桐生市)出身
【桐生タイムス 6/29】

【受贈】

峡の川 句集
寿々女 /著･製作
和綴じの会いろは /協力
[2016.6] 1 冊
和綴じ本
桐生の風景を詠んだ作品を数多く収録
著者は梅田町(桐生市)出身
【桐生タイムス 6/29】

なくなタケシ
稲本昭治 /作 野村たかあき /絵 文研出版 /発行
2016.5 79p 22cm 1200 円
（ わくわくえどうわ ）
野村氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1965 号】

亀と観覧車
樋口有介 /著 中央公論新社 /発行
2016.5 219p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1964 号】

なんくるないさ
山川武正 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.5 102,69p 22cm
著者は元群馬県教育委員会教育長
【受贈、上毛 6/1】

黄金(きん)の烏
阿部智里 /著 文藝春秋 /発行
2016.6 376p 16cm 670 円
（ 文春文庫 あ 65-3 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1967 号】

ひろば２８ 創刊号
[平田宏 /編集] [上毛ひろばの会 /発行]
[2016.5]
「上毛ひろばの会」の会報
平田氏は前橋市在住
【上毛 6/4】

群馬少年譜
狩野順司 /著 文芸社 /発行
[2016.6] 1512 円
1940 年代の赤城南麓の村を舞台に、戦後の混
乱と貧しさの中をたくましく生きる少年の姿を
描いた作品
【上毛 6/26】

レモン畑の吸血鬼
カレン･ラッセル /著 松田青子 /訳
河出書房新社 /発行
2016.1 317p 20cm 2700 円
収録作「お国のための糸繰り」中に富岡製糸場
に関する記述あり
【読売 6/21、 TRC 新刊案内 1949 号】

木洩れ日の中で 詩集
片山洋 /著 講談社エディトリアル /発行
2015.11 132p 18cm 1100 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1941 号】

我々の恋愛
いとうせいこう /著 講談社 /発行
2016.3 485p 20cm 1900 円
物語の舞台として桐生市に関する記述あり
【読売 6/21、 TRC 新刊案内 1956 号】

桜の物語 利根、沼田の生き物 尾瀬のある村
永井佐紺 /著
2011.5 180p 21cm 1260 円(税込)
著者は沼田市在住
【受贈】
山行記
南木佳士 /著 文藝春秋 /発行
2016.5 232p 16cm 670 円
（ 文春文庫 な 26-23 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1963 号】
シャレのち曇り
立川談四楼 /著 PHP 研究所 /発行
2016.5 359p 15cm 740 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1963 号】

〔 2016.7 〕

【受贈】
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日本語大好き キンダイチ先生、言葉の達人に会
いに行く
金田一秀穂 /著 加賀美幸子 /ほか述
文藝春秋 /発行
2016.6 222p 19cm 1200 円
著者と糸井重里(群馬県生まれ)の対談収録
【 TRC 新刊案内 1967 号】

県関係者の一般著作
足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍
山田康弘 /著 戎光祥出版 /発行
2016.5 228p 19cm 2500 円
（ 中世武士選書 33 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1965 号】

まんがでわかる脱･引き寄せの法則 本当に「引
き寄せる」ために
宮咲ひろ美 /著 弥永英晃 /監修
イースト･プレス /発行
2016.6 158p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1966 号】

芦原流超加圧テープ健康法 腰や膝の痛みがみる
みる回復、さらに筋力が増強！
芦原紀昭 /著 文芸社 /発行
2016.6 119p 21cm 1200 円
著者は群馬大学医学部卒業
【 TRC 新刊案内 1965 号】

わたしの<平和と戦争> 永遠平和のためのメッセ
ージ
広岩近広 /編 集英社 /発行
2016.6 297p 19cm 1600 円
「国は戦争画によって国民を騙した」司修(群
馬県生まれ)/述収録【 TRC 新刊案内 1966 号】

頭にしみこむ微分積分
瀬山士郎 /著 技術評論社 /発行
2016.7 207p 21cm 1680 円
（ 瀬山先生の数学講義シリーズ ）
著者は群馬県生まれで、群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1965 号】
安心で納得できる老後の住まい･施設の選び方
そろそろ備えたい高齢者住宅から急いで探したい
介護施設まで
田中元 /著 自由国民社 /発行
2016.5 223p 21cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1965 号】

視聴覚資料
グリモン～ＤＲＥＡＭ ＯＦ ＦＬＹＩＮＧ ＣＡ
Ｒ～（DVD)
藤橋誠 /監督･脚本･撮影･編集
学校法人小倉学園専門学校 群馬自動車大学校
/製作
[出版年不明] 本編 98 分 +特典約 15 分
【受贈】

１０００億円のブームを生んだ考えぬく力
須永珠代 /著 日経 BP 社 /発行
2016.5 253p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1964 号】
機関士走りつづけて一万四千日
向坂唯雄 /著 草思社 /発行
1988.5 232p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

米（CD）
BAND え～ど /演奏 山口栄一 /制作
2016.4 2 曲
収録曲「 NOKYO(エヌオーケーワイオー)」は
農家の暮らしや前橋市の主要作物、 JA の仕事
などを描いた曲
山口氏は前橋市在住で JA 前橋市理事
【上毛 6/1】

５０歳からのすてきなマナー
中山庸子 /著 海竜社 /発行
2016.5 119p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1963 号】
写真に見る地質と災害 応用地質の見方･考え方
千木良雅弘 /著 近未来社 /発行
2016.5 232p 22cm 3300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1963 号】

ボンボヤージュ 出航(たびだち)の詩(うた)（ CD）
ポァゾン /演奏･制作
[2016.6] 1000 円
ポァゾンのメンバーである早坂華織氏はみどり
市在住、桐生市にスタジオを構え活動拠点にし
ている
【上毛 6/27】

日本「原子力ムラ」昏迷記
桜井淳 /著 論創社 /発行
2016.5 11,238p 19cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1965 号】
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〔 2016.7 〕

Ｍｙｓｔｉｃ Ｊｏｕｎｅｙ（ミスティック･ジャ
ーニー ）（CD)
goh(ゴー)/ギター
[2016.6] 10 曲 2500 円
goh 氏は伊勢崎市在住 【桐生タイムス 6/6】

電子資料

〔 2016.7 〕
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