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足利尊氏と足利氏の世界
千田孝明/著 随想舎/発行
2012.10 253p 20cm 1800 円
新田義重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1788 号】

平成 24(2012)年 12 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
発行日
発 行

大久保長安と大野八右衛門～桐生新町創設の謎を
中心に～
大瀬祐太/著 あさの印刷/制作
2012.9 99p [写真図版 7p] 21cm 1000 円
著者は桐生市在住
【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。
・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。

尾坂遺跡（おさかいせき） 社会資本整備総合交
付金事業(活力創出基盤整備)長野原草津口駅舎整
備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
2012.9 15p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

・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。

木島･下久保遺跡（きじま･しもくぼいせき） 主
要地方道伊勢崎深谷線(東毛広幹道【境工区】)社
会資本総合整備(地域住宅支援)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
2012.7 28p 写真図版 7p 30cm
【受贈】
北山遺跡（きたやまいせき） 縄文時代集落の調
査 主要地方道桐生伊勢崎線(阿左美バイパス)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
2012.9 152p 写真図版 48p 30cm 【受贈】

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２３年度
岩宿博物館/編集･発行
2012.7 45p 30cm

【受贈】

希望への道 早期発見･早期治療
すすめ
寺島悦子/著 文芸社/発行
2012.5 225p 16cm 660 円
著者は館林市在住

群馬美少女図鑑 2012 AUTUMN vol.15
TRICK or TREAT
トロワデザイン(高崎市)/発行
2012.8 81p 21cm
【受贈】

ぐんまぬまた巡り
[群馬県沼田市/発行]
2012.4 20p 20cm

胃ガン検診の

【受贈】

【 受 贈】

古代社会と地域間交流 ２ 寺院･官衙･瓦からみ
た関東と東北
国士舘大学考古学会/編 六一書房/発行
2012.9 232p 26cm 5500 円
「上野国からみた陸奥国 上植木廃寺出土軒先
瓦との対比から」出浦崇/著収録
「瓦からみた陸奥南部の寺院造営と坂東 山王廃
寺系軒先瓦の文様と技術系譜」藤木海/著収録
【TRC 新刊案内 1788 号】

1 哲学･宗教
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〔2012.12〕

首都圏からの日帰り温泉 ’１３
昭文社/発行
2012.11 199p 26cm 857 円
（ マップルマガジン ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1788 号】

新島襄と八重 同志の絆
福本武久/著 原書房/発行
2012.10 237p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1788 号】
新島八重と新島襄 「幕末のジャンヌ・ダルク」
と「平和の使徒」と呼ばれた夫婦
楠木誠一郎/著
PHP エディターズ・グループ/発行
2012.11 281p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1788 号】

青山常運歩 中曽根康弘対談集
中曽根康弘/著 松田喬和/立会人
毎日新聞社/発行
2012.10 355p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】

新島八重のことがマンガで３時間でわかる本 へ
ぇ～そうなのか！
津田太愚/著 つだゆみ/マンガ
明日香出版社/発行
2012.10 197p 21cm 1300 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1788 号】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２４回
祈りの音色
高崎市観音塚考古資料館/発行
2012.10 34p 21 × 21cm
付属資料：CD1 枚
【受贈】
ダルトンの谺 近代教育の先覚･澤柳政太郎の生
涯
今田述/著 文芸社/発行
2012.11 323p 20cm 1500 円
澤柳氏は前橋中学校校長(群馬県尋常中学校)を
務めた
【TRC 新刊案内 1789 号】

新島八重～明治維新を駆け抜けた才女～ ＮＨＫ
大河ドラマ「八重の桜」ハンサムウーマンの生涯
を読み解く
福本武久/監修 三才ブックス/発行
2012.11 125p 26cm 1350 円
（ 三才ムック vol.576 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1790 号】

地図でみる東日本の古代 律令制下の陸海交通･
条里･史跡
島方洸一/企画･編集統括 立石友男/編集主幹
平凡社/発行
2012.10 310p 38cm 14000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1789 号】

日本の誇り１０３人 元気のでる歴史人物講座
岡田幹彦/著 光明思想社/発行
2012.10 5,207p 19cm 1333 円
ブルーノ･タウト、高山彦九郎に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1790 号】

つげ義春の温泉
つげ義春/著 筑摩書房/発行
2012.6 222p 15cm 780 円
（ ちくま文庫 つ 14-10 ）
湯宿温泉(みなかみ町)の写真とエッセー「上州
湯平温泉」を収録
【朝日 11/6、TRC 新刊案内 1770 号】

ハンサムウーマン新島八重
鈴木由紀子/著 NHK 出版/発行
2012.10 258p 20cm 1500 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1789 号】
ハンサム･ウーマン新島八重と明治の京都
鳥越一朗/著 ユニプラン/発行
2012.11 128p 15cm 600 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1790 号】

利根の濁流と生きた古戸の歴史
内田吉久/著
弘報印刷株式会社自費出版センター/発行
2012.9 124p 20cm
【受贈】
富岡のまち～まちのおこり４００年～
今井幹夫/編集 富岡市/作製
[2012.11] 94p A5 判 300 円
今井氏は富岡製糸場総合研究センター所長
【上毛 11/4、産経 11/14】

福寿 自分史
高山恵美子/著
[2012.11] 130p A5 判
著者は沼田市在住

八重と新島襄
保阪正康/著 毎日新聞社/発行
2012.11 292p 19cm 1500 円
【産経 11/24、TRC 新刊案内 1792 号】

中曽根康弘が語る戦後日本外交
中曽根康弘/著 中島琢磨/聞き手 新潮社/発行
2012.10 663p 20cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1789 号】

〔2012.12〕

【上毛 11/21】
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群馬県男女共同参画年次報告書（平成２３年度実
績報告）
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2012.9 59p 30cm
【受贈】

3 社会科学
明日に向かって～暴力団とかかわりを持たないた
めに～
若林駿/画 群馬芸術学園/デザイン編集協力
群馬県警察本部/発行
[2012.9] [8p] 30cm
【受贈】
行政報告 平成２３年度
群馬県/発行
2012.9 340p 30cm

群馬県統計年鑑 第５７回（平成２３年刊行）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2012.9 6,280p 30cm
【受贈】
ぐんま県の高等学校 平成２５年版
教育新聞社/発行
2012.5 213p 26cm 1600 円

【受贈】

[指導指針 放射線教育]
群馬県教育委員会/作製
[2012.11]

ぐんぎん８０年のあゆみ
群馬銀行/発行
2012.11 5,113p 30cm
【受贈、上毛 11/20、ぐんま経済 11/29】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３４回
吾妻教育事務所/発行
2012.10 18p 30cm

ぐんま経済ガイドブック ’１２－’１３ 主要
２９業種売上ランキング
東京商工リサ－チ前橋支店/発行
2012.8 180p 26cm 1400 円
【購入】

平成２４年度
【 受 贈】

製作ＮＥＷＳ Ｖｏｌ．１
「富岡製糸場」映画プロジェクト
[富岡製糸場ドキュメンタリー映画製作委員会
(中央工科デザイン専門学校)/発行]
2012.2 [2p] 30cm
【受贈】

平成２３年度
【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧 平成２４年
[群馬県健康福祉部健康福祉課/発行]
2012 [6,]264p 30cm
【自館作成】

製作ＮＥＷＳ Ｖｏｌ．２
「富岡製糸場」映画プロジェクト
[富岡製糸場ドキュメンタリー映画製作委員会
(中央工科デザイン専門学校)/発行]
2012.3 [4p] 30cm
【受贈】

群馬県公立高校 ６年間入試と研究 平成２５年
度用高校受験
声の教育社/発行
2012.6 1 冊 26cm 1048 円
付属資料：CD1 枚
（ 公立高校入試問題シリーズ No.214 ）
【購入】
群馬県公立高校入試問題
東京学参/発行
2012.5 26cm 1000 円

【上毛 11/26】

社会福祉施設･介護保険施設･医療機関等の指導検
査･実地指導･医療監視等結果概要 平成２３年度
適正運営の確保とサービスの質の向上に向けて
群馬県健康福祉部監査指導課/編集･発行
2012.9 73p 30cm 160 円(税込)
【受贈】

群馬銀行八十年史
群馬銀行/発行
2012.11 12,581p 31cm
【受贈、上毛 11/20、ぐんま経済 11/29】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
2012 412p 30cm

【購入】

製作ＮＥＷＳ Ｖｏｌ．３
「富岡製糸場」映画プロジェクト
[富岡製糸場ドキュメンタリー映画製作委員会
(中央工科デザイン専門学校)/発行]
2012.7 [2p] 30cm
【受贈】

平成２５年
【購入】

群馬県歳入歳出決算書 平成２３年度
群馬県/発行
2012 31p 21 × 30cm

税務概要 平成２４年度
総務部税務課･納税課/編集
2012.9 40p 30cm

【受贈】

群馬県市町村要覧 平成２４年度
群馬県総務部市町村課/発行
2012.9 148p 31cm

南陵 桐生南高等学校五十年誌
[群馬県立桐生南高等学校/発行]
[2012.11]
【桐生タイムス 11/14】

【 受贈 】

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２４年度作成
前橋市社会福祉協議会/発行
【受贈】
2012 55p 30cm
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渋川市/発行
【受贈】

〔2012.12〕

前橋の福祉 平成２４年作成
前橋市福祉部/発行
2012 124p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

【受贈】

環境白書 平成２４年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2012.9 220p 30cm 1740 円
【受贈】
グルメマップ桐生 ２６号
桐生飲食店組合青年部/発行
[2012.11]
【桐生タイムス 11/27】

4 自然科学
桐生の地誌
桐生地質の会/編著
桐生市教育委員会事務局/発行
2012.3 137p 図版 12p 30cm

ぐんまのおかず 郷土の食材と料理
開港舎/発行
2012.10 163p 26cm
【 購入 、 朝 日 5/12】
【受贈】

ぐんまの住まいづくり ２０１２年 創刊号
すまいポート２１高崎(高崎市)/発行
2012.11 154p A4 判 480 円
【上毛 11/13、群馬建設 11/15】

群馬医学 第９６号 平成２３年度群馬県医学会
群馬県医学会/編集･発行
2012.8 244p 26cm
【受贈】

県別対抗！関東周辺ご当地＆Ｂ級グルメ
昭文社/発行
2012.11 119p 26cm 838 円
（ マップルマガジン ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1788 号】
工場見学 首都圏 ２０１２－２ 大人も子供も
夢中です！ものづくりワールド
昭文社/発行
2012.11 143p 26cm 838 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1788 号】
しちふくじんとつけものをたべよう！ つけもの
ってなんだろう？
[新進/発行]
[2012] 10p 26cm
しんしん利根川工場(前橋市)の見学のしおり
【受贈】
首都圏発B級ご当地グルメドライブ ２０１２
昭文社/発行
2012.11 95p 26cm 762 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1788 号】
[第４回Ｔ－１グランプリグルメマップ]
ようこそまえばしを進める会事務局/発行
[2012.11]
【ぐんま経済 11/8】
まえばしのかんきょう 平成２４年度版
前橋市環境部環境政策課/編集
2012.9 143p 30cm
【 受 贈】

〔2012.12〕
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6 産業
かつしか台地 第四十四号
野田地方史懇話会/発行
2012.9 22p 30cm
藪塚石材軌道に関する記述あり

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
いのちより大切なもの
星野富弘/著
いのちのことば社フォレストブックス/発行
2012.12 95p 24cm 1200 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 11/8、TRC 新刊案内 1791 号】

【受贈】

交通年鑑 平成２３年
群馬県警察本部･群馬県交通安全協会/発行
2012.8 391p 30cm
【 受贈 】

かたしな ２０１２
片品村スキー場連絡協議会/作製
2012
片品村内のスキー場の魅力を伝えるパンプレッ
ト
【上毛 11/18】

地価調査基準地価格（付基準地案内図）
平成２４年
群馬県/発行
2012 134p 30cm
【受贈】

広習流 人形陶芸 手ほどき
新藤広子/作･著
2012.11 108p A4 判変型 1400 円
著者は沼田市在住
【上毛 10/31】

墜落の村 御巣鷹山日航機墜落事故をめぐる人び
と
飯塚訓/著 河出書房新社/発行
2012.11 198p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 11/26、TRC 新刊案内 1792 号】

心を贈る花のはがき絵 鉛筆淡彩１２カ月 新装
版
小山さゆり/著 日貿出版社/発行
2012.10 101p 26cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1788 号】

農協は地域に何ができるか 農をつくる･地域く
らしをつくる･ＪＡをつくる
石田正昭/著 農山漁村文化協会/発行
2012.10 302p 20cm 2600 円
（ シリーズ地域の再生 10 ）
JA 甘楽富岡の事例収録
【TRC 新刊案内 1790 号】

美術家たちの証言 東京国立近代美術館ニュース
『現代の眼』選集
東京国立近代美術館/編 美術出版社/発行
2012.10 302p 22cm 2381 円
福沢一郎、石内都、オノサト･トシノブの文章
収録
【TRC 新刊案内 1790 号】

山の幸を運んで 根利森林鉄道調査報告書 沼田
営林署
よみがえれボールドウィン実行委員会(沼田市)
/編集･発 行
2012.9 46p 30cm
【受贈、上毛 11/3】

百人一首短冊集
清水敏雄/[書･]発行
[2012.11] B4 判
全 70 冊
清水氏は伊勢崎市在住

【上毛 11/30】

8 語学

-5-

〔2012.12〕

めぐり逢い 新島八重回想記
鳥越碧/著 講談社/発行
2012.11 377p 20cm 1800 円
登場人物として新島襄に関する記述あり
【産経 11/24、TRC 新刊案内 1793 号】

9 文学
霜鳥フクさんの満州－満蒙開拓団、終戦、その後
－ 聞き書き解説
大和清一/著 日中友好協会伊勢崎支部/発行
2009.3 128p 21cm 500 円
群馬県に関する記述あり
著者は群馬県生まれ
【受贈】

輪流(りんりゅう)の散歩道
高野正一/著･編集･発行
2012.11
高野氏は藤岡市在住

１６７号
【上毛 11/26】

シュガー＊ホリック
斉河燈/著 アルファポリス/発行
2012.10 290p 19cm 1200 円
（ エタニティブックス ）
著者は群馬出身
【TRC 新刊案内 1788 号】
千年もみじ
最上一平/文 中村悦子/絵 新日本出版社/発行
2012.10 32p 25cm 1500 円
中村氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1789 号】

県関係者の一般著作
秋成前後の中国白話小説
徳田武/著 勉誠出版/発行
2012.10 14,412,9p 22cm 9800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】

チャレンジミッケ！ ９
ウォルター･ウィック/作 糸井重里/訳
小学館/発行
2012.10 26p 26 × 26cm 1360 円
糸井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1788 号】

上杉憲顕
久保田順一/著 戎光祥出版/発行
2012.11 221p 19cm 2400 円
（ 中世武士選書 13 ）
著者は群馬県地域文化研究協議会副会長
【TRC 新刊案内 1790 号】

梨の花 詩集
小板橋清/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.6 175p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈】

女相撲民俗誌 越境する芸能
亀井好恵/著 慶友社/発行
2012.10 297,4p 22cm 4800 円
（ 考古民俗叢書 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1788 号】

濡れた馬
長谷川安衛/著 思潮社/発行
2012.9 109p 22cm 2400 円
著者は元邑楽町立図書館館長
【TRC 新刊案内 1790 号】
花しぐれ 句集
友松草薫/発行
2012.8 169p 20cm 2000 円
友松氏は高崎市在住

教会
井ノ川勝/著 日本キリスト教団出版局/発行
2012.10 150p 19cm 1300 円
（ 信仰生活の手引き ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】

【受贈】

【 受贈 】

サンティアゴ巡礼の歴史 伝説と奇蹟
ホセ･ラモン･マリニョ･フェロ/著
川成洋/監訳 下山静香/訳 原書房/発行
2012.8 307p
図版 16p 20cm 3400 円
下山氏は桐生市出身
【桐生タイムス 11/7、TRC 新刊案内 1780 号】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第２６回
第２５回村上鬼城賞作品集
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局/編集
村上鬼城顕彰会/発行
2012.9 81p 26cm
【受贈】

首都をつくる ジャカルタ創造の５０年
新井健一郎/著 東海大学出版会/発行
2012.10 10,265p 22cm 3400 円
著者は共愛学園前橋国際大学准教授
【TRC 新刊案内 1788 号】

村上鬼城顕彰 小中学生俳句大会
第２５回
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2012.9 62p 26cm

〔2012.12〕

入選作品集
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精神科の専門家をめざす 改訂新版
福田正人/編著 星和書店/発行
2012.10 23,301p 19cm 2800 円
福田氏は群馬大学大学院医学系研究科神経精神
医学准教授
【TRC 新刊案内 1788 号】

MIA ADOLESKECO AUTOBIOGRAFIA ROMANO
Gosoku Kiĵi(斎藤仁一)/著
上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.9 171p 21cm
著者は前橋市在住
【受贈】

脱原発議員です 新しい国のかたち、経済のかた
ち、暮らしのかたち
櫛渕万里/著 彩流社/発行
2012.11 207p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】

水は誰のものか 水循環をとりまく自治体の課題
橋本淳司/著 イマジン出版/発行
2012.10 128p 21cm 1200 円
（ Copa Books 自治体議会政策学会/監修 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1789 号】

出ない順試験に出ない英単語 [複合媒体資料]
中山/著 千野エー/イラスト 飛鳥新社/発行
2012.11 175p 19cm 1300 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
著者は群馬県太田市出身
【TRC 新刊案内 1789 号】

甦る三国志「魏志倭人伝」 新「邪馬台国」論争
への道
中島信文/著 彩流社/発行
2012.10 269p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1788 号】

長寿国日本の「争族」 「争族」を避けるために
知らないと後悔する「相続」と「遺言」の最新知
識
治田秀夫/著 ごま書房新社/発行
2012.11 230p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】
塗装を知ろう！！
ユタカ工業(高崎市)/発行
[2012.11] 14p A5 判 【ぐんま経済 11/22】
Ｔｒａｉｌ Ｒｕｎｎｉｎｇ ｍａｇａｚｉｎｅ
No.１１ 特集トレイルレースの世界ＵＴＭＢ、
ピレネーetc／祝！山本健一優勝
枻出版社/発行
2012.10 135p 30cm 1200 円
鏑木毅(群馬県生まれ)の連載収録
【TRC 新刊案内 1789 号】
７分で眠れる超熟睡法 不眠症だった医師がつい
に考案した裏ワザ
小野垣義男/著 マキノ出版/発行
2012.10 158p 19cm 1333 円
（ ビタミン文庫 ）
著者は小野垣医院(高崎市)院長
【ぐんま経済 11/8、TRC 新刊案内 1788 号】
日本の米カレンダー ２０１３年版
[富山和子/作成]
[2012.11]
富山氏は前橋市出身
【上毛 11/2】
微笑み地蔵
宮本浩吉/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.10 47p 16 × 22cm 1200 円
【上毛 11/26、TRC 新刊案内 1792 号】
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視聴覚資料

電子資料

あなたに会えて/希望への道（CD）
Etuko ＆ Mami/作詞[･歌] smily417/作曲
2011.9 [2 曲]
Etuko 氏は館林市在住
【受贈】

伊勢崎物語 電子紙芝居 [(CD-ROM)]
伊勢崎市景観サポーター実行委員会/制作
[2011]
【上毛 11/7】
創設 旧時報鐘楼物語 電子紙芝居 [(CD-ROM)]
伊勢崎市景観サポーター実行委員会/制作
[2012.11] 13 幕 18 分
【上毛 11/7】

江戸時代の寺子屋 県民講座 [講師] 小山宏
於･群馬県立女子大学 平成１９年７月２日（CD）
小山宏[/作成]
2012.8
小山氏は上毛民俗学会長
【受贈】
円空上人とその足跡 [講師] 池田秀夫
１９７１.１０.１６採録（CD）
小山宏/採録[･作成]
2012.9 2 枚組
池田氏は群馬地域文化研究協議会監事
小山氏は上毛民俗学会長
【受贈】
寒椿/しあわせ（CD）
寺島悦子/歌 michiko chihara/作詞
smily417/作曲
[2012] 4 曲
寺島氏は館林市在住

【受贈】

春駒は養蚕予祝の習俗(春駒を伝えた母娘)
講師 坂本英一 平成５年１０月１４日（CD）
小山宏/制作
2012.9 2 枚組
坂本氏は上毛民俗会員
小山氏は上毛民俗学会長
【受贈】
だい･だい大好き/笑顔輝いて（CD）
今井寿美枝/ほか歌 今井寿美枝/作詞･作曲
武野良/編曲
[TM Records japan(前橋市)/制作]
2012 5 曲
今井氏は前橋市在住
【受贈】
永井美加ソプラノリサイタル～今を歌う～（CD）
永井美加/ソプラノ･制作
[2012.11] 1000 円
永井氏は高崎市在住
【ぐんま経済 11/22】
日本人の一生 [講師] 牧田茂 「赤城神」出版
記念講演 小山宏 企画
於･城山荘 １９７４/６（CD）
[小山宏/作成]
2012.8
小山氏は上毛民俗学会長
【受贈】
Ｎａｔｕｒｅ（CD）
宮原美絵/ボーカル
[2012.11] 2000 円
宮原氏は桐生市在住
【桐生タイムス 11/22･29、上毛 11/27】

〔2012.12〕
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