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No. テーマ 書名 / 編著者 シリーズ 出版社 請求記号 資料ID

1 群⾺
サッカーがやってきた : ザスパ草津という実験 / 辻⾕秋
⼈著

⽇本放送出版協会 081:N69:143 020500733

2 群⾺
上⽑三⼭ : ⾚城・榛名・妙義の歴史と信仰 / 安中市ふる
さと学習館(安中市教育委員会学習の森)編

安中市ふるさと学
習館

G213.3:A49 021010289

3 群⾺ 草津温泉の社会史 / 関⼾明⼦著 ⻘⼸社 G213.3:Se25 021810074

4 群⾺ 群⾺県の名字 / 森岡浩著
上⽑新聞社事業局
出版部

G288.1:Mo62 001800729

5 群⾺
群⾺が最⾼ : 45の群⾺ベストで群⾺のとりこになる! /
群⾺ベスト選出委員会編

泰⽂堂 G291.33:G94 021502873

6 群⾺
レンタサイクルで巡るぐんまの⾃転⾞さんぽ : 前橋・⾼
崎・伊勢崎・太⽥・みどり・桐⽣・館林・富岡・⽢楽・
下仁⽥

上⽑新聞社事業局
出版部

G291.33:J69 021700063

7 群⾺ 思わず⼈に話したくなる群⾺学 / 県⺠学研究会編 洋泉社 G291.33:Ke45 021308301

8 群⾺
群⾺の逆襲 : ⽇本⼀“無名"な群⾺県の「幸せ⼒」 / ⽊部
克彦著

彩流社 G291.33:Ki11 001000978

9 群⾺
いまこそ⾔おう「群⾺・アズ・ナンバーワン」 / ⽊部克
彦

⾔視舎 G291.33:Ki11:2 021402350

10 群⾺
今夜も「おっきりこみ」 : どんどんレパートリーがひろ
がる最強のレシピ

⾔視舎 G291.33:Ki11:3 021402351

11 群⾺
ぐんまちゃんとお散歩 : 群⾺のいいとこ、めっけた / 河
野英喜写真 : 群⾺県協⼒

中経出版 G291.33:Ko76 021300513

12 群⾺ 群⾺県謎解き散歩 / 熊倉浩靖編著 新⼈物往来社 G291.33:Ku33 021308303

13 群⾺
群⾺県ブラジル町に住んでみた : ラテンな友だちづくり
奮闘記 / 中川学著

KADOKAWA G291.33:N32 021303373

14 群⾺ 群⾺のトリセツ 昭⽂社 G291.33:Sh95 002000715

15 群⾺
群⾺「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない群⾺県
の歴史を読み解く! / ⼿島仁監修

実業之⽇本社 G291.33:Te83 021402353

16 群⾺ 地図で楽しむすごい群⾺ / 都道府県研究会著 洋泉社 G291.33:To18 001800706

17 群⾺
群⾺のおきて : グンマーを楽しむための52のおきて =
The rule of Gunma / 群⾺県地位向上委員会編

アース・スターエ
ンターテイメント

G361.42:G94 021303416

18 群⾺
群⾺あるある / ⻲⾕哲弘著 : 池村聡監修 : たかさきゆこ
画

TOブックス G361.42:Ka36 021502875

19 群⾺
群⾺ルール : 群⾺めでたいライフを楽しむための49の
ルール / 都会⽣活研究プロジェクト「群⾺チーム」著

KADOKAWA G361.42:To28 021502872

20 群⾺ おきりこみと焼き饅頭 : 群⾺の粉もの⽂化 / 横⽥雅博著 農⼭漁村⽂化協会 G383.8:Y78 001800709

21 群⾺ 群⾺の⼩さな温泉 / ⼩暮淳 [著]
上⽑新聞社事業局
出版部

G689.8133:Ko26 021308342

22 群⾺
おらが群⾺のおもてなし英語 = Hospitality English in
Nostalgic Gunma : ぐんまの魅⼒を英語で伝えよう / 渡
邉美代⼦著 ; ⾼崎商科⼤学地域連携センター企画

上⽑新聞社事業局
出版部

G837.8:W46 021901686

23 群⾺ Profile of Gunma / 群⾺県広報課編著 群⾺県広報課 R291.33:G94 021310223
24 富岡製⽷ 世界⽂化遺産富岡製⽷場と明治のニッポン / 熊⾕充晃著 WAVE出版 632.133:Ku33 021400161

25 富岡製⽷ 富岡製⽷場事典 / 富岡製⽷場世界遺産伝道師協会 [著]
シルクカント
リー双書；8

上⽑新聞社 632.133:Sh89:8 001300630

26 富岡製⽷ 織郷ぐんま
シルクカント
リー双書；10

上⽑新聞社 632.133:Sh89:10 001300629

27 富岡製⽷ 富岡⽇記 / 和⽥英 [著] みすず書房 639:W12 001100955

28 富岡製⽷
世界遺産『荒船⾵⽳』と『春秋館』: 世界遺産「富岡製
⽷場と絹産業遺産群」 / 秋池武

みやま⽂庫；
234

みやま⽂庫 G213.3:Mi77:234 021901730

29 富岡製⽷ 世界遺産富岡製⽷場&群⾺おさんぽマップ 実業之⽇本社 G291.33:Se22 021502876

30 富岡製⽷
群⾺絹産業近代化遺産の旅 : 富岡製⽷場・⽥島弥平旧
宅・⾼⼭社・荒船⾵⽳ / ⾼橋慎⼀写真と⽂

繊研新聞社 G632.133:Ta33 001301374

31 富岡製⽷
世界遺産「富岡製⽷場と絹産業遺産群」建築ガイド : ま
るごとわかる / 富岡製⽷場世界遺産伝道師協会編

上⽑新聞社事業局
出版部

G632.133:To56 021402149

32 上野三碑 上野三碑 / 松⽥猛著
みやま⽂庫；
226

みやま⽂庫 G213.3:Mi77:226 021701580

1 群⾺⼤学総合情報メディアセンター中央図書館



Welcome to 群⾺フェア展⽰図書 2021.4

33 上野三碑
⾦井沢碑の遺産 : 古代豪族と仏教 : 上野三碑ユネスコ
「世界の記憶」登録三周年記念 : The Three Stelae of K
ōzuke Province : 03 / 多胡碑記念館編

多胡碑記念館 G213.3:Ta18 022011130

34 上野三碑
多胡碑の記憶 : 建郡と正倉跡 : 上野三碑ユネスコ「世界
の記憶」登録⼆周年記念 : The Three Stelae of Kōzuke
Province : 02 / 多胡碑記念館編

多胡碑記念館 G213.3:Ta18 022010033

35 上野三碑
⼭上碑の世界 : 古墳から寺院へ : 上野三碑ユネスコ「世
界の記憶」登録⼀周年記念 : The Three Stelae of Kō
zuke Province : 01 / 多胡碑記念館編

多胡碑記念館 G213.3:Ta18 022010024

36 東国⽂化
東アジアに翔る上⽑野の⾸⻑ : 綿貫観⾳⼭古墳 / ⼤塚初
重, 梅澤重昭著

シリーズ「遺
跡を学ぶ」

新泉社 G210.02:O88 021710258

37 東国⽂化 横⽳式古墳の研究 / 尾崎喜左雄著 吉川弘⽂館 G210.02:O96y 006064560

38 東国⽂化 ぐんま古墳探訪 : ⾒て学ぶ東国⽂化の輝き
群⾺県教育委員会
事務局⽂化財保護
課

G213.3:G94 021710565

39 東国⽂化
群⾺県⽴歴史博物館常設展⽰図鑑 : より展⽰を楽しく読
み解くため、学芸員・解説員の粋を集めたガイドブック

群⾺県⽴歴史博物
館

G213.3:G94 021910032

40 東国⽂化
古墳⼈、現る : ⾦井東裏遺跡の奇跡 / 群⾺県埋蔵⽂化財
調査事業団編著

上⽑新聞社事業局
出版部

G213.3:G94 021910033

41 東国⽂化
東国⽂化副読本 : 古代ぐんまを探検しよう / 群⾺県⽂化
振興課企画・編集

群⾺県 : 群⾺歴史
⽂化遺産発掘・活
⽤・発信実⾏委員
会

G213.3:G94 022000427

42 東国⽂化
群⾺の古墳物語 : 東国の古墳と⽂化を探る 上巻 / 右島
和夫著

上⽑新聞社事業局
出版部

G213.3:Mi16:1 001800731

43 東国⽂化
群⾺の古墳物語 : 東国の古墳と⽂化を探る 下巻 / 右島
和夫著

上⽑新聞社事業局
出版部

G213.3:Mi16:2 001800730

44 東国⽂化 上野国の古墳と⽂化 / 尾崎喜左雄著
尾崎先⽣著書刊⾏
会

G213.3:O96:3 028811122

45 上⽑かるた 上⽑かるた その⽇本⼀の秘密 / 原⼝美貴⼦著 上⽑⽂庫 ; 35 上⽑新聞社 G21.3.3:J69:35 009505022

46 上⽑かるた 群⾺のふるさとかるた集 / 群⾺県図書館協会編
みやま⽂庫；
107

みやま⽂庫 G213.3:Mi77:107 028900883

47 上⽑かるた 上⽑かるたのこころ : 浦野匡彦の半⽣ / ⻄⽚恭⼦著 群⾺⽂化協会 G289.1:N83 020210434

48 上⽑かるた
「上⽑かるた」で⾒つける群⾺のすがた : 知れば、もっ
とぐんまが好きになる!

群⾺県 G291.33:G94 021801362

49 上⽑かるた
「上⽑かるた」ゆかりの地⽂化めぐり : ガイドマップ /
群⾺県⽂化振興課企画・編集

群⾺県 G291.33:G94 021801361

50 上⽑かるた 「上⽑かるた」50年の歩み 群⾺⽂化協会 G798:G93 029611020

群⾺県ゆかりの作家・⽂化⼈
No. テーマ 書名 / 編著者 シリーズ 出版社 請求記号 資料ID

51 ⽷井重⾥
古賀史健がまとめた⽷井重⾥のこと。 / ⽷井重⾥著 ; 古
賀史健著

ほぼ⽇ 289.1:I91 021800273

52 ⼭⽥かまち ⻘い炎 : ⼭⽥かまち作品集 / ⼭⽥かまち [作] 学研 723.1:Y19 009502673

53 ⼭⽥かまち
悩みはイバラのようにふりそそぐ : ⼭⽥かまち詩画集 /
⼭⽥かまち著 ; なだいなだ編

筑摩書房 911.56:Y19 009502428

54 萩原朔太郎 萩原朔太郎 / 野村喜和夫著 中央公論新社 911.52:H14N 001200303
55 萩原朔太郎 萩原朔太郎詩集 / 萩原朔太郎著 思潮社 911.56:G34:II-9 008504917
56 萩原朔太郎 ⽉に吠える : 詩集 / 萩原朔太郎著 ⽇本図書センター 911.56:H14 001500856
57 萩原朔太郎 猫町 : 散⽂詩⾵な⼩説 / 萩原朔太郎著 ; しきみ絵 ⽴東舎 913.6:H14 021800337

58 萩原朔太郎
萩原朔太郎と室⽣犀星 : 出会い百年 / 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

前橋学ブック
レット；4

上⽑新聞社事業局
出版部

G081:Ma26:4 021710606

59 萩原朔太郎 詩のまち前橋 / 久保⽊宗⼀ [著]
前橋学ブック
レット；14

上⽑新聞社事業局
出版部

G081:M26:14 021910008

60 萩原朔太郎 朔太郎と前橋 / 波宜亭倶楽部編著
萩原朔太郎記念⽔
と緑と詩のまち前
橋⽂学館

G911.52:H13 020910522
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61 ⼟屋⽂明 うた⼟屋⽂明 : ⼩市⺒世司百選 / ⼩市⺒世司著 上⽑⽂庫 ; 38 上⽑新聞社 G213.3:J69:38 009702039

62 ⼟屋⽂明 ⼟屋⽂明 : ⼈と作品 / 関俊治編
みやま⽂庫；
138

みやま⽂庫 G213.3:Mi77:138 009502895

63 ⼟屋⽂明 ⼟屋⽂明 / ⼩市⺒世司編
群⾺⽂学全
集；2

群⾺県⽴⼟屋⽂明
記念⽂学館

G910.29:G94:2 009901028

64 ⼟屋⽂明 萬葉集上野國歌私注. 第2版 / ⼟屋⽂明著 煥乎堂 G911.12:Ts32 007902275
65 ⼟屋⽂明 ⼟屋⽂明歌集 : ⼟屋⽂明⾃選 / ⼟屋⽂明作 岩波書店 i911.168:Ts32 026425015
66 司修 サーカス物語 / M・エンデ作 ; ⽮川澄⼦訳 ; 司修画 岩波書店 942:E59 008601983
67 司修 司修のえものがたり / 司修著 トランスビュー G726.6:Ts57 021310183

68 司修
前橋が⽣んだ現代⼩説家 : 司修・豊⽥有恒・樋⼝有介が
描いた前橋と作品 : 前橋⽂学館特別企画展 / 萩原朔太郎
記念⽔と緑と詩のまち前橋⽂学館編

萩原朔太郎記念⽔
と緑と詩のまち前
橋⽂学館

G910.264:Ma26 021310324

69 司修
伊藤信吉 ; 司修 / 伊藤信吉, 司修 [著] ; 暮尾淳, 岡⽥芳保
編

群⾺⽂学全
集；11

群⾺県⽴⼟屋⽂明
記念⽂学館

G910.29:G94:11 020210855

70 司修 戦争と美術 / 司修著 岩波書店 I720:Ts57 029200647
71 司修 ふたりのイーダ / 松⾕みよ⼦著 ; 司修絵 講談社 J913.6:Ma88 020600367

72 野村たかあき ⼩松姫 / ⾦井⽵徳作 ; 野村たかあき絵
上⽑新聞社事業局
出版部

J289.1:Ka44 021901682

73 野村たかあき
いたいのいたいのとんでゆけ / 新井悦⼦作 ; 野村たかあ
き絵

鈴⽊出版 J726.6:A62 021700115

74 野村たかあき ないたあかおに / 浜⽥廣介作 ; 野村たかあき絵 講談社 J726.6:H22 021601129
75 野村たかあき やまのえき / 野村たかあき作・絵 講談社 J913.8:N95 028601372
76 宮川ひろ るすばん先⽣ / 宮川ひろ作 ; 菊池貞雄絵 ポプラ社 J913.8:Mi76 026414571
77 宮川ひろ おとうさんのおんぶ / 宮川ひろ作 ; 伊勢英⼦絵 偕成社 J913.8:Mi76 026426062
78 ⽊暮正夫 こがね⾕の秘密 / ⽊暮正夫作 ; 渡辺有⼀画 ⾦の星社 J913.6:Ko26 028900485
79 ⽊暮正夫 はやての童⼦ / ⽊暮正夫作 ; 秋野不矩絵 岩崎書店 J913.8:Ko26 026413764
80 ⼭⼝晃 ヘンな⽇本美術史 / ⼭⼝晃著 祥伝社 721.02:Y24 001300456

81 ⼭⼝晃
⼭⼝晃作品集 / ⼭⼝晃画 ; ⼭崎淳, Susan Schmidt,
Stephen Snyder訳

東京⼤学出版会 723.1:Y24 000600786

82 ⼭⼝晃
⼭⼝晃展 : 画業ほぼ総覧 : お絵描きから現在まで / 松下
和美編

群⾺県⽴館林美術
館

G723.1:Y24 021510247

83 ⼭⼝薫 ⼭⼝薫歳⽉の記録 / ⼭⼝薫著 ; 宇佐⾒英治編 ⽤美社 723.1:Y24 008304359

84 ⼭⼝薫 ⼭⼝薫 = Yamagucti Kaoru / 稲⽥威郎, 成川隆編
東京ステーション
ギャラリー

723.1:Y24 021710089

85 ⼭⼝薫 ⼭⼝薫展
群⾺県⽴近代美術
館

723.1:Y24 020910464

86 ⼭⼝薫 ⼭⼝薫 : ⾊と形に託した魂の⽇記 / ⿊⽥亮⼦著
みやま⽂庫；
195

みやま⽂庫 G213.3:Mi77:195 020901209

87 ⼭⼝薫 独りの時間 : ⼭⼝薫詩画集 / ⼭⼝薫著 求⿓堂 G723.1:Y24 009903409
88 星野富弘 花よりも⼩さく : 花の詩画集 / 星野富弘著 偕成社 911.56:H92 021201281
89 星野富弘 ⾜で歩いた頃のこと : 花の詩画集 / 星野富弘著 偕成社 911.56:H92 001800023
90 星野富弘 かぎりなくやさしい花々 / 星野富弘著 偕成社 916:H92 020000638
91 星野富弘 愛、深き淵より。 / 星野富弘著 学習研究社 916:H92 021201268
92 武内涼 忍びの森 / 武内涼[著] ⾓川書店 913.6:Ta67 021900587
93 武内涼 妖草師 / 武内涼著 徳間書店 913.6:Ta67 021900590
94 武内涼 駒姫 : 三条河原異聞 / 武内涼著 新潮社 913.6:Ta67 021900589
95 武内涼 戦都の陰陽師 (おんみょうじ) / 武内涼 [著] ⾓川書店 913.6:Ta67 021900588
96 横⼭秀夫 影踏み : 推理⼩説 / 横⼭秀夫著 祥伝社 913.6:Y79 000600946
97 横⼭秀夫 ノースライト = North light / 横⼭秀夫著 新潮社 913.6:Y79 021901655
98 横⼭秀夫 クライマーズ・ハイ / 横⼭秀夫著 ⽂藝春秋 913.6:Y79 020800463
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