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朝倉工業団地遺跡群№７ 株式会社ヤマト第３工
場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2015.3 10p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 27( 2015)年 6 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

行こう！たかさき アラビア語版
高崎市国際交流協会 /協力 高崎市 /作製
[2015.5] 12p A4 判【毎日 5/25、東京 5/27】

・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。

石原清水下遺跡 分譲住宅工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査
横尾材木店･シン技術コンサル･高崎市教育委員
会 /編集･発行
2015.3 14p 写真図版 7p 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。

伊勢崎市境歴史資料 ２４１号
境史談会 /発行
2015.3 44p 26cm

・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。

【受贈】

岩鼻歴史マップ集 第４編 石造物①
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会[/発行]
2015.3 巻き四つ折り A3 判 【上毛 5/23】
内堀遺跡群Ⅸ 大室公園整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
1997.3 6,166p 写真図版 2,36p 26cm【受贈】

０ 総記

内堀遺跡群Ⅷ 大室公園整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
1996.3 4,70p 写真図版[1,]16p 26cm【 受贈 】

1 哲学･宗教

華族 近代日本を彩った名家の実像
『歴史読本』編集部 /編 KADOKAWA/発行
2015.5 319p 15cm 800 円
（ 新人物文庫 れ -1-58 ）
鈴木貫太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1914 号】
上高田社宮子原遺跡Ⅱ 中里下原遺跡Ⅰ 中里中原
遺跡Ⅰ（古代編）松義中部地区遺跡群Ⅲ 県営農
地整備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
富岡市教育委員会 /編集･発行
2015.3 151p 口絵 4p 写真図版 96p 付図 7
枚 30cm
【受贈】
川曲阿弥陀西遺跡№２ 店舗新築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2013.12 20p 写真図版 3p 30cm
【受贈】
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〔 2015.6 〕

かんな･かぶら∞ぐるぶらの旅 周遊マップ 平
成２７年１月現在
[富岡行政県税事務所･藤岡行政県税事務所 /発
行]
[ 2015.2] 折りたたみ 30 × 63cm 【受贈】

真田幸村と真田丸 大坂の陣の虚像と実像
渡邊大門 /著 河出書房新社 /発行
2015.4 219p 19cm 1500 円
（ 河出ブックス 081 ）
【 TRC 新刊案内 1911 号】

桐生市内遺跡発掘調査報告 平成２３･２４年度
調査
桐生市教育委員会文化財保護課 /編集
桐生市教育委員会事務局 /発行
2014.3 4,138p 30cm
【受贈】

至誠の人 楫取素彦
吉村洋輔 /執筆 楫取素彦顕彰会 /編集
毛利報公会 /発行
2015.3 139p 21cm
【受贈】
死ぬまでに見たい日本の花絶景旅
実業之日本社 /発行
2015.5 127p 29cm 1400 円
（ ブルーガイド･グラフィック ）
尾瀬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】

群馬県内公共開発に伴う平成２５年度県内遺跡発
掘調査報告書
群馬県教育委員会事務局文化財保護課 /編集･発
行
2015.3 46p 30cm
【受贈】

渋川市市内遺跡８ 平成２５年度市内遺跡範囲確
認調査･試掘調査報告
渋川市教育委員会 /編集･発行
2015.3 23p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

孝子を訪ねる旅 江戸期社会を支えた人々
勝又基 /著 三弥井書店 /発行
2015.3 8,247p 20cm 2800 円
（ シリーズ日本の旅人 石井正己 /監修 ）
高山彦九郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

昭和二十年 第４巻 鈴木内閣の成立 ４月５日
～４月７日
鳥居民 /著 草思社 /発行
2015.4 404p 16cm 1500 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1910 号】

国宝埴輪挂甲武人 重要文化財埴輪盛装女子 附埴
輪盛装男子
東京国立博物館 /編 同成社 /発行
2015.4 130p 図版 16p 30cm 2500 円
（ 東京国立博物館所蔵重要考古資料学術調査
報告書 ）
「国宝埴輪挂甲武人」は太田市飯塚町出土
「重要文化財埴輪盛装女子」は伊勢崎市豊城町
横塚出土
「埴輪盛装男子」は太田市由良四ツ塚古墳出土
【 TRC 新刊案内 1913 号】

昭和町遺跡２ 体育館建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査
歴史の杜 /編集
高崎市教育委員会･歴史の杜･新島学園 /発行
2015.2 16p 写真図版 3p 30cm
【受贈】
推定 上野国府 ～平成２４年度調査報告～ 上
野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅱ
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.12 5,118p 写真図版 2,9p 30cm【受贈】

個人予約の旅と宿日光･那須･群馬 わがままに、
日本を楽しむ旅のおとも ２０１５
舵社 /発行
2015.4 115p 30cm 1200 円
（ KAZIMOOK ） 【 TRC 新刊案内 1911 号】

戦国大名と外様国衆 増補改訂
黒田基樹 /著 戎光祥出版 /発行
2015.4 598,42p 22cm 12800 円
上野国を素材として検討している
【 TRC 新刊案内 1912 号】

五代深堀Ⅰ遺跡№２ 五代南部団地地区計画区域
内工場誘致に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2015.3 64p 写真図版 19p 30cm
【受贈】

戦後７０年日本再興への道筋 世界日報４０年の
視点
木下義昭 /編著 中曽根康弘 /ほか述
世界日報社 /発行
2015.4 368p 20cm 1800 円
（ View P BOOKS ）
中曽根氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1913 号】

子どもとおでかけ！茨城･栃木･群馬日帰りパーフ
ェクトガイド
ジェイアクト /著 メイツ出版 /発行
2015.5 144p 21cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1913 号】
真田幸村 英雄の実像
山村竜也 /著 河出書房新社 /発行
2015.4 199p 15cm 720 円
（ 河出文庫 や 30-1 ）
【 TRC 新刊案内 1910 号】
〔 2015.6 〕

館林市観光ガイドマップ ４カ国語
[館林市観光協会 /発行]
[2013] 折りたたみ 42 × 60cm
-2-

【受贈】

鳥瞰図で楽しむ日本百名山 ２０１５
成美堂出版 /発行
2015.5 221p 30cm 1900 円
燧ケ岳、至仏山、谷川岳に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1910 号】

南部拠点地区遺跡群№７ 前橋市南部拠点西地区
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
山下工業 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.3 34p 写真図版 1,15p 30cm 【受贈】

東国の図像板碑拓影集 図版編
村田和義 /著 雄山閣 /発行
2015.4 222p 30cm 12000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】

南部拠点地区遺跡群№８ 前橋市南部拠点西地区
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.3 34p 写真図版 1,17p 30cm 【受贈】

東国の図像板碑拓影集 解説編
村田和義 /著 雄山閣 /発行
2015.4 229p 30cm 12000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】

新島襄物語 良心へ向かう志
富田正樹･山本真司 /著 新教出版社 /発行
2015.4 71p 21cm 1200 円
【 TRC 新刊案内 1913 号】

泊まって山さんぽ 高峰＆雲上歩き入門コース
交通新聞社 /発行
2015.5 128p 29cm 889 円
（ 散歩の達人 MOOK A25 ）
「燧ヶ岳から尾瀬ヶ原 」、「日光白根山から前
白根山 」、「西黒尾根から谷川岳」に関する記
事あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

西新井遺跡第４地点 老人ホーム建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.7 16p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

内閣総理大臣の日本経済
塩田潮 /著 日本経済新聞出版社 /発行
2015.4 373p 20cm 2300 円
福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】
長尾景仲 鎌倉府を主導した陰のフィクサー
黒田基樹 /著 戎光祥出版 /発行
2015.4 215p 19cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1912 号】
南部拠点地区遺跡群№９ 前橋市南部拠点西地区
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.3 26p 写真図版 2,4p 30cm
【受贈】

福島泰蔵大尉の実行力を訪ねて（一）
川道亮介 /著 MyBooks.jp/発行
2015.4 376p 19cm
福島大尉は旧新田郡世良田村出身

【受贈】

福島泰蔵大尉の実行力を訪ねて（二）
川道亮介 /著 MyBooks.jp/発行
2015.4 319p 19cm
福島大尉は旧新田郡世良田村出身

【受贈】

福島泰蔵大尉の実行力を訪ねて（三）
川道亮介 /著 MyBooks.jp/発行
2015.4 253p 19cm
福島大尉は旧新田郡世良田村出身

【受贈】

前橋市遺跡分布地図 市内遺跡詳細分布調査報告
書
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.3 200p 30 × 42cm
【受贈】

南部拠点地区遺跡群№１０ 前橋市南部拠点西地
区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.9 54p 写真図版[2,]23p 30cm 【受贈】

道の駅ガイド 日本中の道の駅がすべてわかるマ
ップ付 東日本編 北海道～三重県
プレジデント社 /発行
2015.4 110p 30cm 900 円
（ プレジデント MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

南部拠点地区遺跡群№１１ 前橋市南部拠点西地
区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
山下工業 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.9 42p 写真図版[2,]15p 30cm 【受贈】

南原遺跡１０－掘立柱建物を伴う律令期集落の調
査－ 倉庫建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
山下工業 /編集･発行
2014.12 14p 写真図版 1,4p 30cm 【受贈】
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〔 2015.6 〕

元総社蒼海遺跡群（５１）～（５５）･（６６）
～（６８） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2014.3 4,70p 写真図版 5,17p 30cm【受贈】

3 社会科学
空き家の活用や住みかえを考えてみませんか 群
馬県空き家活用･住みかえ支援事業
群馬県 /作成
[2015]
【上毛 5/14】

元総社蒼海遺跡群（５７ ）（５８ ）（５９） 前
橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.3 36p 写 真図版 2,8p 30cm 【受贈】

Advanced Micro-Device Engineering Ⅴ
Sumio Hosaka/Edited by
Trans Tech Publications Ltd/Distributed worldwide
by
2015 11,212p 24cm
（ Key Engineering Materials Vol.643 ）
[保坂純男]氏は群馬大学大学院工学研究科教授
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（４８） 前橋都市計画事業元
総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2014.3 83p 写真図版 2,38p 30cm 【受贈】
元総社蒼海遺跡群（６０） 前橋都市計画事業元
総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.3 66p 写真図版 2,17p 30cm 【受贈】

安藤１００年のあゆみ
安藤(高崎市)/発行
2015.3 203p 31cm

【受贈】

伊勢崎市 第４期障害福祉計画
伊勢崎市福祉部障害福祉課 /編集
伊勢崎市 /発行
2015.3 75p 30cm

【 受 贈】

元総社落合遺跡 老人ホーム･デイサービス新築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.7 8p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

永遠の絆 東京農業大学第二高等学校同窓会 創
立５０周年記念誌
東京農業大学第二高等学校同窓会 /発行
2015.5 437p A4 判 3000 円 【上毛 5/15】

元総社早道乙遺跡 宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.3 10p 巻頭写真 2p 30cm
【受贈】

[お･ぜ･の･か･み･さ･ま] 紙芝居
群馬県 /作成
[2015.4] 11 場面 B4 判
幼児にインターネットの安全な利用を呼び掛け
ようと作成された紙芝居
【朝日 5/9】

柳久保遺跡群Ⅷ
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
1988.3 6,195p 写真図版 8,32p 26cm【受贈】

教育行政の主要施策 平成２７年度
群馬県教育委員会[/発行]
2015.3 101p 30cm

ようこそ！！藤岡市 創刊
ふじおか地域･大学連携会議 /発行
[2015.5] 8p A4 判
【毎日 5/8、上毛 5/10、産経 5/11】

グリーンプラン ぐんま新社会計画 [縮刷版]
群馬県 /編集･発行
1996.3 339p 21cm
付属資料：「 群馬県地域資源図」 1 枚【受贈】

横室田中遺跡№２ 宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2014.7 14p 巻頭写真 6p 30cm
【受贈】

群馬県障害者雇用事例集 卸･小売業／医療･福祉
業
群馬県産業経済部労働政策課 /発行
[ 2015.3] 23p 30cm
【受贈、上毛 5/19】
群馬県障害者雇用事例集 サービス業／運輸業
群馬県産業経済部労働政策課 /発行
[ 2015.3] 21p 30cm
【受贈、上毛 5/19】

六供遺跡群№８ 前橋都市計画事業六供土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.12 14p 写真図版 2,6p 30cm
【 受贈 】

〔 2015.6 〕

【 受 贈】

群馬県障害者雇用事例集 製造業
群馬県産業経済部労働政策課 /発行
[ 2015.3] 21p 30cm
【受贈、上毛 5/19】
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群馬県の治安情勢 平成２６年版
群馬県警察本部[/発行]
[2015] 12p 30cm

図解 外国につながりのある子どもたちの教育支
援実践ガイダンス
Ｊコミュニケーション(伊勢崎市)/発行
2015.5 77p A4 判
【上毛 5/13】

【受贈】

群馬県の賃金･労働時間及び雇用の動き
平成２６年における 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]
2015.3 11p 30cm
【受贈】

高崎経済大学地域政策研究センター年報
２０１４年度 第１３号
高崎経済大学地域政策研究センター /編集･発行
2015.3 39p 30cm
【受贈】

群馬大学高度人材育成センター年報 第１８号
(平成２５年度)
群馬大学高度人材育成センター /発行
2015.1 1,211p 30cm
【受贈】

デフレーションの経済と歴史
高崎経済大学産業研究所 /編
日本経済評論社 /発行
2015.3 8,245p 22cm 3500 円
【 TRC 新刊案内 1910 号】

ぐんまの学校統計 平成２６年度 学校基本調査
結果報告書
群馬県企画部統計課人口社会係 /発行
2015.3 89p 30cm
【受贈】

日本地域政策研究 第１４号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2015.3 148p 30cm
【 受 贈】

ぐんまの健康福祉 ２０１５
群馬県健康福祉部健康福祉課 /発行
2015.3 18p 30cm

農業農村整備事業のあゆみ 平成２６年度
群馬県農政部農村整備課 /編集･発行
2015.3 141p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

犯罪概況書 平成２５年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課[/発行]
[ 2014] 234p 30cm
【受贈】

コンサポ ぐんま結婚支援ガイド
ピアサポーター協議会 /企画･編集
群馬県少子化対策･青少年課 /発行
2015.3 14p 30cm
【受贈、桐生タイムス 5/12、ぐんま経済 5/14】
市町村民経済計算 平成２４年度
群馬県企画部統計課 /編集
2015.3 64p 30cm

ベビサポ ぐんま妊娠･出産･育児支援ガイド
ピアサポーター協議会 /企画･編集
群馬県少子化対策･青少年課 /発行
2015.3 22p 30cm
【受贈、桐生タイムス 5/12、ぐんま経済 5/14】

【受贈】

明治大正期商工信用録 第１１巻 復刻 大正７
年 ３ 第三十八版商工信用録(大正七年五月)
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
2015.4 1 冊 27cm 30000 円
【 TRC 新刊案内 1914 号】

障害者雇用の手引き
群馬県産業経済部労働政策課 /発行
[2015.3] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈、上毛 5/19】
少年非行 平成２５年の
[群馬県警察本部 /発行]
[ 2014] [ 4p] 30cm
史料群馬青年共産党事件
一倉喜好 /著
2015.3 474p 19cm
（ 朝倉だより 9 ）
著者は前橋市在住

【受贈】
よい自治体とは何か？ 財務分析からわかる地方
自治体の現在と将来
尾藤剛 /著 大久保豊 /監修
金融財政事情研究会 /発行
2015.5 6,220p 21cm 1850 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1914 号】

被告人調書･証人調書

【受贈】

新教師へのとびら 小学校教師の基礎･基本
群馬大学教育学部附属小学校教育研究会 /編著
日本文教出版 /発行
2015.3 191p 30cm 2250 円
【 TRC 新刊案内 1910 号】

要覧 平成２７年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所[/発
行]
[ 2015] 7p 30cm
【受贈】
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〔 2015.6 〕

[設立３０周年記念誌]
桐生市食生活改善推進協議会[/発行]
[2015]
【桐生タイムス 5/29】

4 自然科学
太田薬業協同組合 太田市薬剤師会会営薬局 設
立２０周年 記念誌
太田薬業協同組合 /作成
[ 2015.3]
【上毛 5/24】

前橋市自然環境調査(鳥類)報告書
前橋市 /発行
2015.3 67p 30cm

前橋市の野鳥 平成２６年度前橋市自然環境調査
(鳥類) 概要版
前橋市[/発行]
2015.3 6p 30cm
【 受贈】

火山入門 日本誕生から破局噴火まで
島村英紀 /著 NHK 出版 /発行
2015.5 205p 18cm 740 円
（ NHK 出版新書 461 ）
浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1914 号】

ヤマビル対策の情報ペーパー 群馬県
群馬県健康福祉部保健予防課･環境森林部自然
環境課･産業経済部観光局観光物産課 /発行
[ 2015.2] [ 4p] 21cm
【受贈】

カッコソウ花めぐり
カッコソウ協議会 /作製
[2015.4]
カッコソウは桐生、みどり市にわたる鳴神山系
にだけ自生する植物
【桐生タイムス 4/30、上毛 5/3】
かみつけ №８ 毛野･秩父虫の会
毛野･秩父虫の会 /発行
2015.3 68p 26cm

【受贈】

会報

5 技術･工学･家政学･生活科学

【 受贈 】

群馬県歯科医学会雑誌 Ｖｏｌ．１９ ２０１５
群馬県歯科医学会 /発行
2015.3 75p 30cm
【受贈】

今

群馬県ハンセン病行政資料調査報告書
群馬県健康福祉部保健予防課[/発行]
2015.3 79p 30cm
【受贈、朝日 4/1】

群馬県繊維産業リソース調査報告 織都千三百年
プロモーションプロジェクト
群馬県繊維工業試験場･インプローブ /企画･著
作･制作
[ 2014] 33p 30cm
【受贈】

算聖関孝和と俳聖松尾芭蕉<関孝和の不可思議と
課題> Preprint
鈴木武雄[/著]
2015.3 16p 30cm
【 受贈 】

建設業がおもしろい
群馬県建設業協会 /作成
[ 2015.5]

【上毛 5/18】

群馬県の廃棄物（ 廃棄物･リサイクル課業務概要 ）
平成２５年度版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課 /編集･
発行
2015.3 81p 30cm
【受贈】

食品の安全等に関する県民意識調査 調査結果報
告書 平成２６年度 概要版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課[/発
行]
[ 2014.12] 2,39p 30cm
【受贈】
図説日本の湖
森和紀 ･佐藤芳徳 /著 朝倉書店 /発行
2015.3 5,164p 26cm 4300 円
榛名湖に関する記述あり
佐藤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1910 号】

醬 油本 醬 油を見つけて 醬 油を知り 醬 油を楽しむ
本
高橋万太郎･黒島慶子 /著 玄光社 /発行
2015.5 129p 28cm 1400 円
（ 玄光社 MOOK ）
岡直三郎商店(みどり市)、有田屋(安中市)に関
する記述あり
高橋氏は群馬県出身 、「職人醬油」(前橋市)代
表
【上毛 5/22、 TRC 新刊案内 1913 号】

駿遠(静岡)における関孝和と内山七兵衛永貞の消
息 京都大学･数理解析研究所2009年8月
鈴木武雄[/著]
2015.3 20p 26cm
【 受贈 】

スバル３６０開発物語 てんとう虫が走った日
桂木洋二 /著 グランプリ出版 /発行
2015.5 172p 21cm 1600 円
【 TRC 新刊案内 1912 号】

〔 2015.6 〕
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スバル･レガシィ No.１１
三栄書房 /発行
2015.6 175p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）【 TRC 新刊案内 1913 号 】

群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター /発行
2015.3 50p 30cm

第１２号
【受贈】

群馬県放射線マップ（概要版 第５版）
県･市町村放射線対策会議[/発行]
[ 2015.2] 13p 21cm
【 受贈】

誰でも出来る現場改善 基本と事例（小規模事業
所向け）
太田商工会議所 /作製
[2015.5] 74p A4 判
【上毛 5/9】
日本の鉱山を巡る 人と近代化遺産 上
園部利彦 /著 弦書房 /発行
2015.4 262p 21cm 2000 円
足尾鉱山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】
日本の名作住宅の間取り図鑑 暮らしが変われば
住まいのカタチも変わる
大井隆弘 /著 エクスナレッジ /発行
2015.4 159p 21cm 1600 円
（ エクスナレッジムック ）
旧井上房一郎邸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】

群馬の交通事故統計 平成２６年
群馬県警察本部[/発行]
[2015] 40p 21 × 30cm

【受贈】

計量モニター報告書 平成２６年度
群馬県計量検定所[/発行]
[ 2015.3] 24p 30cm

【受贈】

交通年鑑 平成２５年
群馬県警察本部･群馬県交通安全協会[/発行]
[ 2014.11] 258p 30cm
【受贈】
写真で学ぶ世界遺産 ３ アジア･アフリカ
平川陽一 /編著 汐文社 /発行
2015.4 55p 27cm 2800 円
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1910 号】
昭和の終着駅 写真に辿る駅風景の昔と今 関東
篇
源明輝 /著 安田就視 /写真 交通新聞社 /発行
2015.4 128p 21cm 1400 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 003 ）
西桐生駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

6 産業
関東１００キロ圏ローカル鉄道の旅 関東近郊の
私鉄沿線を散策
源明輝 /著 オークラ出版 /発行
2015.5 127p 21cm 1400 円
（ OAK MOOK 571 ）
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1913 号】

世界遺産 守るのはわたしたち
『現代用語の基礎知識』編集部 /編
自由国民社 /発行
2015.4 127p 18cm 1300 円
（ 日本のたしなみ帖 和ごころ 、こと始め 。 ）
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

岐路に立つラジオ コミュニティＦＭの行方
米村秀司 /著 ラグーナ出版 /発行
2015.5 237p 19cm 1600 円
おおたコミュニティ放送(太田市)に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1914 号】

世界遺産登録記録集 世界遺産 富岡製糸場と絹
産業遺産群
群馬県企画部世界遺産課 /編集･発行
2015.3 10,339,96p 30cm
【受贈】

ぐんま元気･活躍高齢者プラン 第２期
群馬県健康福祉部介護高齢課[/発行]
[ 2015.3] 88p 30cm
【 受贈】

高平宿 「高平」を探る
群馬歴史散歩の会利根沼田支部 /発行
[2015.5] 40p A4 判 500 円
（ 宿シリーズ 1 ）
【上毛 5/19、週間利根 5/3･ 10】

ぐんま元気･活躍高齢者プラン フレフレ！シニ
ア！ 元気高齢者活躍事例集
プロジェクト /制作
群馬県健康福祉部介護高齢課[/発行]
2015.3 79p 30cm
【 受贈 】
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〔 2015.6 〕

地価公示標準地価格 平成２７年
（付準地案内図）
群馬県[/発行]
[2015] 108p 30cm
畜産施策の概要 平成２７年度
群馬県農政部畜産課 /発行
[2015] 58p 30cm

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第８回
関信越音楽協会[/発行]
[1987] 84p 26cm
【受贈】

【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第６回
関信越音楽協会[/発行]
[1985] 68p 26cm
【受贈】

【受贈】

『富岡日記』と世界遺産富岡製糸場を歩く心の旅
和田英 /著 足立裕 /編
ワイズファクトリー /発行
2015.4 182p 19cm 1300 円
（ Y's BOOKS ） 【 TRC 新刊案内 1910 号】

善男善女 出会いの表情(かお) 写真集
角田行生 /撮影･発行
[2015.5] 104p A4 判 5184 円(税込)
角田氏は渋川市在住
【上毛 5/2】

モリノワ みんなでささえる森づくりＶｏｌ.１
２０１５ 森林ボランティア通信
群馬県森林ボランティア支援センター[ /発行]
2015.3 14p 30cm
【 受贈 】
緑化だより 平成２７年度号
群馬県緑化センター /編集･発行
2015.3 3p 30cm

竹久夢二 伊香保に残る作品と資料 久方の 光
たたえて 匂ふなり 榛名の湖(うみ)に 春たちに
け里
小暮享 /企画･監修･文
竹久夢二伊香保記念館 /発行
2015.2 47p 30cm 1000 円
小暮氏は竹久夢二伊香保記念館館長 【受贈】

【 受贈】
夏休み！いきもの図鑑
群馬県立館林美術館 /発行
2014.7 64p 30cm

私とかいこの小さな物語
関口政雄 /著
[2015.5] 40p A5 判
著者は元県蚕糸課長で伊勢崎市在住
【上毛 5/1】

日仏夢の懸け橋 日本シャンソン館
大木紀元 /著 セレレ /発行
[2015.5] 1800 円
【毎日 5/23】
日本の岩場 上巻 新版
菊地敏之 /編著 白山書房 /発行
2015.4 159p 21cm 2000 円
（ CLIMBING GUIDE BOOKS ）
谷川岳に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1911 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

年報 第４４集 平成２５年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会事務局文化財保護課 /発行
2014.7 93p 29cm
【 受 贈】

関東甲信越「いい川」アユ釣り場
つり人社書籍編集部 /編 つり人社 /発行
2015.5 159p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1912 号】

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ「逃した魚」
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2015.5 111p 26cm 2500 円
（ バンド・スコア）
back number(メンバーが群馬県出身の３人組バ
ンド)のアルバム「逃した魚」のバンドスコア
【ＴＲＣ新刊案内 1909 号】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第９回
関信越音楽協会[/発行]
[1988] 84p 26cm
【受贈】
草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第５回
関信越音楽協会[/発行]
[1984] 80p 26cm
【受贈】

ペルシアのきらめき
古代オリエント博物館 /監修
アートプランニングレイ /編集･発行
2014 107p 20 × 20cm
群馬県立館林美術館主催「 ペルシアのきらめき 」
展図録
【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第７回
関信越音楽協会[/発行]
[1986] 76p 26cm
【受贈】

〔 2015.6 〕

【 受 贈】

前橋歴史遺産双六 [改訂版]
上州文化ラボ(前橋市)/編集･発行
[2015.1] 1 枚 60 × 42cm
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【受贈】

山口晃 前に下がる下を仰ぐ
山口晃 /著 青幻舎 /発行
2015.4 127,17p 30cm 2200 円
著者は桐生市で育つ【 TRC 新刊案内 1913 号】

風の街 第４２号
嶋田誠三 /編集･発行
2015.3 87p 21cm 500 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

陽光の大地 ブラジルの日系人画家たちと大岩オ
スカール～兵庫県立美術館所蔵リカルド･タケシ･
赤川コレクションを中心に～
群馬県立館林美術館 /発行
2014.4 47p 26cm
【 受贈 】

歌人はかく生きたり 近現代百人の歌人
小林功 /著 短歌研究社 /発行
2015.1 339p 19cm 2500 円
（ 地表叢書 第 148 篇 ）
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1912 号】
侯鯖一臠巻之二人物編 上巻
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓訳
2015.5 145p 21cm
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

須賀昌五 /発行
【受贈】

こころの灯－第１章－
星野清一 /著
[2015.5] 45p A5 判
著者は星野進学ゼミ(太田市)理事長
【上毛 5/26】

8 語学
北関東における「裏」の言語地理学的研究
大東文化大学外国語学部日本語学科 福盛貴弘 /
執筆･研究代表
2015.4 1 冊 21cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】

さえこ照ラス
友井羊 /著 光文社 /発行
2015.5 251p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1915 号】
真田忍 俠 記 上
津本 陽／著 PHP 研究所 /発行
2015.5 359p 15cm 780 円
（ PHP 文芸文庫 つ 1-7 ）
【 TRC 新刊案内 1913 号】

9 文学
赤城颪 合同句集Ⅲ 創立二十周年記念誌
上州時事川柳クラブ[/発行]
2015.3 92p 21cm
【受贈、上毛 5/9】

真田忍 俠 記 下
津本 陽／著 PHP 研究所 /発行
2015.5 330p 15cm 760 円
（ PHP 文芸文庫 つ 1-8 ）
【 TRC 新刊案内 1913 号】

おかお おかお おかおだよ
スマ /文 山村浩二 /絵 童心社 /発行
2015.4 32p 20 × 27cm 1400 円
スマ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1910 号】

子午線 原理･形態･批評 Ｖｏｌ.３
書肆子午線 /発行
2015.4 171p 24cm 1500 円
金井美恵子(高崎市生まれ)のインタビュー収録
【 TRC 新刊案内 1911 号】

海程樹道場 １４
群馬･樹の会(前橋市)/発行
2015.3 61p 21cm

死者の軍隊 連合赤軍の彼方に 上
金井広秋 /著 彩流社 /発行
2015.4 522p 21cm 3200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1910 号】

【受贈】

怪盗王子チューリッパ！
如月かずさ /作 柴本翔 /絵 偕成社 /発行
2015.5 142p 22cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1914 号】

水煙 歌集 水曜短歌会年刊作品（２７集）
水曜短歌会(前橋市)/発行
2015.3 64p 21cm
【受贈】

風のヒルクライム ぼくらの自転車ロードレース
加部鈴子 /作 岩崎書店 /発行
2015.5 175p 20cm 1300 円
（ 物語の王国 2-7 ）
加部氏は群馬県立女子大学文学部卒業
【 TRC 新刊案内 1914 号】

空の上のメルヘン
相崎英彦 /著 あさを社(高崎市)/発行
2015.4 384p 22cm 2000 円
著者は伊香保町生まれ
【受贈】
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低音のバラード
相崎英彦 /著 あさを社(高崎市)/発行
2015.4 365p 22cm 2000 円
著者は伊香保町生まれ
【受贈】

県関係者の一般著作
内山節著作集 １３ 里の在処
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.4 266p 20cm 2700 円
上野村に古民家を譲り受けた著者が、四季折々
にむら人と交流する姿を小説風に描いた「里の
在処」を収録
【 TRC 新刊案内 1912 号】

浜中刑事の妄想と檄運
小島正樹 /著 南雲堂 /発行
2015.4 364p 20cm 1800 円
（ 本格 M.W.S. ）
主人公の浜中康平が群馬県警捜査一課の刑事と
いう設定
【 TRC 新刊案内 1911 号】

運動生理学２０講 第３版
勝田茂･征矢英昭 /編 朝倉書店 /発行
2015.4 5,187p 26cm 3200 円
征矢氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1911 号】

ふしぎなたねといじっぱりなクマ
つるおかゆき /さく なめかわまい /え
タリーズコーヒージャパン /発行
2015.5 1 冊 16 × 19cm 926 円
つるおか氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1913 号】
淵

おべんとうの時間 ３
阿部了 /写真 阿部直美 /文 木楽舎 /発行
2015.4 191p 21cm 1400 円
（ 翼の王国 books ）
阿部直美氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1911 号】

第２０９号
淵の会 /発行
2015.3 47p 21cm 500 円
「日本の国柄(蚕媛)」松田治男(群馬県在住) /
著収録
【受贈】

外国人が愛する美しすぎる日本
ステファン ･シャウエッカー /著
大和書房 /発行
2015.4 159p 21cm 1400 円
著者は藤岡市在住 【 TRC 新刊案内 1912 号】

文学 ２０１５
日本文藝家協会 /編 講談社 /発行
2015.4 298p 20cm 3500 円
「昇天」金井美恵子(高崎市生まれ)/著収録
【 TRC 新刊案内 1913 号】

キリシタン大名
岡田章雄 /著 吉川弘文館 /発行
2015.5 213p 19cm 2200 円
（ 読みなおす日本史 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1911 号】

僕は僕の船でゆく 立川裕也詩集
立川裕也 /著 榛名まほろば出版(榛東村) /発行
2015.4 235p 22cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1914 号】

近代政治哲学 自然･主権･行政
國分功一郎 /著 筑摩書房 /発行
2015.4 241p 18cm 820 円
（ ちくま新書 1119 ）
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1910 号】

もういいよったらもういいよ
香山美子 /作 あんびるやすこ /絵
金の星社 /発行
2015.5 24p 21 × 29cm 1200 円
（ こどものくに傑作絵本 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1914 号】

「ｇ」で栄養素を整えたメニュー 予防医学の入
門編
佐藤和子 /著 朝日出版社 /発行
2015.4 103p 30cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1912 号】

私の八月十五日①昭和二十年の絵手紙 復刊
私の八月十五日の会 /著
今人舎 /発行
[2015.5] 3456 円
群馬県で終戦を迎えた漫画家の永田力丸氏とお
おさわ･匡氏の寄稿あり
【上毛 5/17】

〔 2015.6 〕

現代ネパールの政治と社会 民主化とマオイスト
の影響の拡大
南真木人･石井溥 /編著 明石書店 /発行
2015.3 478p 20cm 5200 円
（ 世界人権問題叢書 92 ）
石井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1910 号】
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更生保護入門
松本勝 /編著 前川泰彦 /ほか執筆 成文堂 /発行
2015.3 15,276p 21cm 2000 円
松本氏は高崎健康福祉大学講師
【 TRC 新刊案内 1910 号】

日本百名山ひと筆書き グレートトラバース
田中陽希 /著 NHK 出版 /発行
2015.4 252p 19cm 1700 円
著者はみなかみ町在住
【 TRC 新刊案内 1912 号】

５０歳からのおしゃれ旅スタイル
中山庸子 /著 海竜社 /発行
2015.4 120p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1910 号】

ファイナンシャル･リテラシー 知っておきたい
「お金」の知識と付き合い方 新版
阿部圭司･小澤伸雄 /著 同友館 /発行
2015.4 175p 21cm 1700 円
阿部氏は高崎経済大学経済学部教授
小澤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1910 号】

酒井大岳の「語るより歩む」 人生は理屈ではな
く実践だ！
酒井大岳 /著 太陽出版 /発行
2015.5 183p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1914 号】

ぼくらの近代建築デラックス！
万城目学･門井慶喜 /著 文藝春秋 /発行
2015.5 325p 16cm 790 円
（ 文春文庫 ま 24-3 ）
門井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1913 号】

職業は武装解除
瀬谷ルミ子 /著 朝日新聞出版 /発行
2015.5 230p 15cm 580 円
（ 朝日文庫 せ 9-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1913 号】

村上春樹批判
黒古一夫 /著 アーツアンドクラフツ /発行
2015.4 238p 19cm 1800 円
著者は前橋市在住
【上毛 5/26、 TRC 新刊案内 1912 号】

なぜ、いま東アジア共同体なのか
東アジア共同体研究所 /編 鳩山 友紀夫 /著
花伝社 /発行
2015.4 269p 20cm 2000 円
「政治史の中で考える東アジア共同体構想」中
島政希(群馬県生まれ)/著収録
【 TRC 新刊案内 1913 号】

山名宗全 金吾は鞍馬毘沙門の化身なり
山本隆志 /著 ミネルヴァ書房 /発行
2015.4 21,349,9p 20cm 3500 円
（ ミネルヴァ日本評伝選 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1911 号】

なぜなに日本語
関根健一 /著 三省堂 /発行
2015.5 425,7p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1914 号】

よのなかを変える技術 １４歳からのソーシャル
デザイン入門
今一生 /著 河出書房新社 /発行
2015.4 241p 19cm 1300 円
（ 14 歳の世渡り術 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1912 号】

謎解きヒエロニムス･ボス
小池寿子 /著 新潮社 /発行
2015.4 125p 22cm 1600 円
（ とんぼの本 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1913 号】

ランキングでわかるヨーロッパ各国気質 日本と
比べて幸せなのか
片野優･須貝典子 /著 草思社 /発行
2015.4 237p 19cm 1600 円
片野氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1911 号】

錦織圭さらなる高みへ
塚越亘 /著 廣済堂出版 /発行
2015.5 151p 24cm 1500 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1913 号】
日本の神社がよくわかる本 神々の系統で知る由
緒とご利益
戸部民夫 /著 光文社 /発行
2015.4 282p 16cm 600 円
（ 光文社知恵の森文庫 t と 2-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1910 号】
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視聴覚資料

電子資料

命炎(いのちび)（CD）
村沢良 /作曲 高橋美恵子 /歌
2013.11
高橋氏は伊勢崎市在住

業務年報 平成２５年度（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場 /発行
[ 2014]

水質測定結果/大気環境調査結果 平成２５年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部環境保全課[/発行]
[2014]
【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３５回（CD）
カメラータ･トウキョウ /発売
2015 69 分
【受贈】

年報 平成２５年度（CD-ROM）
前橋赤十字病院[/発行]
[2014]

さくら貝（CD）
茂木紫郎 /作曲 黒沢常五郎 /作詞
落合さとこ /ピアノ･歌
猫髭うたたね舎 /レーベル
[2015] 9 曲 1080 円
【上毛 5/12】
障害者雇用事例集
群馬県[/発行]
[2015]

平成２６年度（DVD）

繭と倉庫（DVD）
上州文化ラボ /制作
前橋市 /著作
[ 2015] 160 分

【受贈、上毛 5/19】
前橋商品市場 /製作
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
八幡小学校 平成２７年３月１７日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 特別編③
すこやかに育て！ぐんまの子どもたち～食育と体
力向上の実践～ 平成２７年３月２４日放送（DV
D）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

〔 2015.6 〕

【受贈】

【上毛 5/19】
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【受贈】

