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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年３月分
No.３７６

Ｅ３０ 神田神明Ｂ遺跡Ｂ地点 平成２７年度
藤岡市給食センター新設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2017.3 42p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

平成 30(2018)年 4 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
発行日
発 行

一度は訪ねてみたい日本の原風景 人･水･土が織
りなす暮らし
日本水土総合研究所/著 論創社/発行
2018.2 195p 26cm 1800 円
雄川堰(甘楽町)、広瀬川(前橋市)に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

・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。

一度は見たい！桜の絶景 首都圏版
ぴあ/発行
2018.3 82p 30cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
わたらせ渓谷鐡道、七輿山古墳(藤岡市)に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

・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。

一度は観たい日本の花風景 花の名所７７スポッ
トを収録
昭文社/発行
2018.3 111p 21cm 1200 円
たんばらラベンダーパーク(沼田市)、野反湖の
ノゾリキスゲ(中之条町)、あかぼり小菊の里(伊
勢崎市)、ろうばいの郷(安中市)に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

０ 総記
群馬県図書館大会報告書 第１５回
群馬県図書館協会/編集･発行
2018.2 19p 30cm
【自館製本】

一度は観たい春を彩る桜の名所 桜の名所８９ス
ポットを収録
昭文社/発行
2018.3 79p 21cm 1000 円
付属資料：「一度は観たい桜の名所地図」1 枚
桜山公園(藤岡市)、赤城南面千本桜(前橋市)に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

こころの灯(ひ) 第２巻 「いじめ」はしないさ
せない許さない
星野清一/著 上毛新聞事業局出版部/製作
[2018.2] 73p A5 判
著者は星野進学ゼミ(太田市)理事長
【上毛 2/18･3/7】

一個人 [２０１８年]４月号 名作を生んだ！文
士と画家が愛した宿へ
KK ベストセラーズ/発行
[2018.3] 740 円
辰巳館(みなかみ町)、塚越屋七兵衛(渋川市伊
香保町)に関する記述あり
【上毛 3/18】

1 哲学･宗教

磐座百選 日本人の「岩石崇拝」再発見の旅
池田清隆/著 出窓社/発行
2018.1 430p 21cm 3200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】
岩宿フォーラム２０１７／シンポジウム 予稿集
石器群の地域性―日本海側中央部と北関東地方を
対比する―
岩宿博物館/編集･発行
2017.11 99p 30cm
【受贈】
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〔2018.4〕

うまいものＭＡＰ館林
館林商工会議所/作成･発行
2018.3 折りたたみ A3 判
【読売 3/20、上毛 3/23】

佐久発電所物語 浅野総一郎伝
猪熊篤史/文 千明初美/絵 浅野総一郎翁銅像
保存会/編集･発行
2018.3 22p 21cm
【 受 贈、 上 毛 3/29】

老いの勲章―その“誇り”と“輝き”―
川島孝一/著･発行
2018.2 192p 19cm 1000 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 3/24】

市内遺跡 ２３
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2017.3 27p 30cm

下野国が生んだ足利氏
下野新聞社編集局/著 下野新聞社/発行
2017.12 203p 19cm 1500 円
新田氏に関する記述あり
【上毛 3/9、TRC 新刊案内 2043 号】

尾瀬 燧ケ岳･至仏山･会津駒ケ岳
安類智仁/調査執筆 昭文社/発行
2017 折りたたみ 55 × 79cm 1000 円
付属資料：「解説書」44p 18cm
（ 山と高原地図 14 ）
【購入】

週末登山詳細ルートガイド 改訂版
枻出版社/発行
2018.2 141p 26cm 1300 円
（ エイムック 4003 ）
至仏山、日光白根山、谷川岳、浅間山に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

大人の日帰り旅 首都圏 ２０１８春夏 すぐ行
ける花絶景
JTB パブリッシング/発行
2018.3 109p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
館林のツツジに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

首都圏発日帰り大人の小さな旅 花美景めぐり
思い立ったらすぐ行ける花絶景と美食を求めて少
し贅沢な旅
昭文社/発行
2018.3 111p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
「ツツジ×館林」、「ラベンダー×沼田」収録
【TRC 新刊案内 2051 号】

関東･甲信越道の駅徹底オールガイド 決定版
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2018.2 192p 21cm 1570 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】
関東のおいしい道の駅＆ＳＡ･ＰＡ
JTB パブリッシング/発行
2018.2 112p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】

上信電鉄沿線群馬県甘楽･富岡地域みどころ！マ
ップ
群馬県富岡行政県税事務所/発行
[2018.3] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈、上毛 3/15】

企画展 第６４回 石器から地域の違いをみる
岩宿博物館/編集･発行
2017.10 53p 30cm
【受贈】

上品の壁 人間の器と奥行き
佐高信/著 七つ森書館/発行
2018.2 230p 19cm 1800 円
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】

ぐる～り利根川旅まっぷ ぐんま県央
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会県央地域部
会/企画･発行
[2018] 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
群馬おさんぽ手帖
シンクリード/発行
2016.10 159p 21cm

926 円

戦国武将列伝１００ 戦国時代に何を学ぶか
小和田哲男/著 メディアパル/発行
2018.3 255p 19cm 1400 円
真田幸綱、真田昌幸、真田信之、真田幸村に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

【購入】
全徳森遺跡３―宅地造成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･芙蓉興産/発行
2018.1 14p 写真図版 4p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 400 集 ）
【受贈】

上野三碑 ユネスコ「世界の記憶」(国際登録)申
請書（２０１６年５月３０日提出）
上野三碑世界記憶遺産登録推進協議会/発行
2018.2 89p 30cm
【受贈】
国民憲法制定への道 中曽根康弘憲法論の軌跡
世界平和研究所/編 文藝春秋企画出版部/発行
2017.5 383p 20cm 2400 円
【購入】

〔 2018.4〕

【受贈】
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草莽論 その精神史的自己検証
村上一郎/著 筑摩書房/発行
2018.2 322p 15cm 1200 円
（ ちくま学芸文庫 ム 9-1 ）
高山彦九郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

日帰り温泉＆スーパー銭湯 首都圏版 ２０１８
ぴあ/発行
2018.3 130p 30cm 780 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

そっちやない、こっちや 映画監督･柳澤壽男の
世界
岡田秀則･浦辻宏昌/編著 新宿書房/発行
2018.2 411p 21cm 3800 円
柳澤氏は玉村町生まれ
【TRC 新刊案内 2050 号】

二つの上野国絵図―寛文と元禄― 平成２９年度
群馬県立文書館テーマ展示２
群馬県立文書館[/発行]
[2017] 二つ折り 30 × 42cm
付属資料：「展示史資料一覧」1 枚 【受贈】

多胡碑
池田壹臣[/著･発行]
[出版年不明] 22[,6]p
池田氏は前橋市在住

まんが４７都道府県研究レポート ２ 関東地方
の巻 改訂版
おおはしよしひこ/作 偕成社/発行
2018.2 121p 22cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

26cm
【受贈】

誰も書かなかった日本史「その後」の謎大全
雑学総研/著 KADOKAWA/発行
2018.2 383p 19cm 1200 円
真田信之、山田寅次郎、鈴木貫太郎、小野忠順、
新島八重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】

屋形原郷（やかたばらごう）
屋形原町史編纂委員会/発行
2018.3 107p 30cm 1700 円
【受贈、上毛 3/21】

地球の歩き方 桐生･足利
桐生市･足利市･ダイヤモンド･ビック社/制作
[2018.3] 16p 26cm
【受贈、桐生タイムス･上毛 3/8、
ぐんま経済 3/29】

るるぶこどもとあそぼ！首都圏 '１９
JTB パブリッシング/発行
2018.3 207p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：「得トク BOOK」8p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

ツーリングルートＢｅｓｔ３０ 絶対行きたい！
定番絶景ロード
枻出版社/発行
2018.2 158p 29cm 1200 円
（ エイムック 3977 ）
「【ROUTE07】志賀草津道路、雲上ロードを満
喫」、「【ROUTE22】群馬のギガ飯 3 本勝負」収
録
【TRC 新刊案内 2051 号】

ローカル線さんぽ旅ＢＥＳＴ 首都圏版
ぴあ/発行
2018.2 98p 26cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
わたらせ渓谷鐡道、上信電鉄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

利根川文化研究 ４１
利根川文化研究会/編集･発行
2018.1 84p 26cm

わが神、わが神 日本の説教者たちの言葉
加藤常昭/編 日本キリスト教団出版局/発行
2018.2 257p 19cm 2500 円
海老名彈正に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

【受贈】

ドライブＷａｌｋｅｒ関東 ２０１８→２０１９
KADOKAWA/発行
2018.2 114p 30cm 900 円
（ ウォーカームック No.808 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】
年報（３３）
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発
行
2018.2 16p 30cm
【受贈】
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〔2018.4〕

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２６回 平
成２９年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2018.2 121p 21cm
【受贈】

3 社会科学
生き残りをかけた大学経営の実践 消えゆく大学
にならないために
岩田雅明/著 ぎょうせい/発行
2018.1 5,210p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ、新島学園短期大学学長
【TRC 新刊案内 2048 号】

群馬大学教育実践研究 第３５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
2018.1 358p 30cm
【自館製本】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２９年第５回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2018.2 4,160p 30cm
【受 贈】

群馬大学地域貢献事業報告書 平成２８年度
群馬大学地域連携推進室[/発行]
[2017] 27p 30cm
【受贈】

ぐんま経済ガイドブック '１７―'１８
東京商工リサ－チ前橋支店/発行
2017.8 128p 30cm 1450 円(税込) 【購入】

研究紀要 第３８号 平成２９年度
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2018.3 71p 30cm

群馬県会社要覧 ２０１８年版
群馬経済研究所/発行
2018.2 26,324p 21cm 4000 円

国勢調査報告 平成２７年第４巻その２－２ 世
帯構造等基本集計結果 都道府県･市区町村編
関東
総務省統計局/編集 日本統計協会/発行
2018.1 1 冊 31cm 9700 円
付属資料：CD-ROM1 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２９年第３回前期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2018.2 8,291p 30cm
【受 贈】
群馬県議会会議録 平成２９年第３回後期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2018.2 6,277p 30cm
【受 贈】

消防白書 平成２９年
桐生市消防本部[/発行]
[2018] 15p 30cm
男女がともに かがやく群馬に
群馬県/作成
[2018.3] 10p

群馬県公立高校 ６年間スーパー過去問
平成３０年度用
声の教育社/発行
2017.6 1 冊 26cm 1111 円
付属資料：CD1 枚、「解答用紙集」1 冊
（ 公立高校過去問シリーズ 214 ） 【購入】

群馬県立女子大学紀要 第３９号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2018.2 40,189p 26cm

【 上毛 3/23】

知事発言要旨 平成３０年第１回定例県議会
群馬県[/発行]
[2018] 14p 30cm
【受贈】

【購入】

定例県議会議案 平成３０年第１回
群馬県[/発行]
[2018] 387p 30cm

【受贈】

群馬県立女子大学第４期群馬学センターリサーチ
フェロー研究報告集
群馬県立女子大学群馬学センター/発行
2018.3 84p 30cm
【受贈】

〔 2018.4〕

【受贈】

地域名菓の誕生
橋爪伸子/著 思文閣出版/発行
2017.11 6,457,16p 22cm 8000 円
上野国吾妻郡における馬鈴薯の澱粉「加多久利」
に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2042 号】

群馬県公立高校入試問題 平成３０年度
東京学参/発行
2017.6 1 冊 26cm 925 円
付属資料：CD1 枚、
「解答用紙集」1 冊【購入】
ぐんま県の高等学校 平成３０年度版
播磨書院/企画･発行
2017.5 197p 26cm 1630 円

【受贈】
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【受贈】

定例県議会議案 平成３０年第１回
年度関係）
群馬県[/発行]
[2018] 88p 30cm

（平成２９

定例県議会議案 平成３０年第１回
明書） 企業局関係
群馬県[/発行]
[2018] 160p 30cm

（附予算説

【受贈】

【受贈】

定例県議会議案 平成３０年第１回
明書） 病院局関係
群馬県[/発行]
[2018] 50p 30cm
定例市議会議案書 平成３０年第１回
案を除く第１次送付分）
前橋市[/発行]
[2018] 67p 30cm
定例市議会議案書 平成３０年第１回
送付分）
前橋市[/発行]
[2018] 64p 30cm
定例市議会議案書 平成３０年第１回
送付分）
前橋市[/発行]
[2018] 2p 30cm
定例市議会議案説明資料
１次送付分）
前橋市[/発行]
[2018] 43p 30cm

（附予算説

日本全国祭り図鑑 これで君も祭りの達人！ 東
日本編
芳賀日向/監修 フレーベル館/発行
2018.2 71p 31cm 4500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

【受贈】
（予算議

日本の「未解決事件」１００の聖域 最新情報と
新たなミステリー
鈴木智彦･森下香枝/ほか著 宝島社/発行
2018.3 142p 26cm 800 円
功明ちゃん誘拐殺人事件、ジラード事件に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

【受贈】
（第２次
【受贈】

Ｈａｒｍｏｎｙ 明日へ続く。 Ｍｏｔｏｊiｍ
ａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｌｉｆｅ ｈｉｓｔｏｒｙ
１９５２→２０１７ 株式会社本島ビジネスセン
ター５０周年社史
本島ビジネスセンター(高崎市)/発行
2017.12 105p 27cm
【受贈】

（第３次
【受贈】

平成３０年第１回（第
板木 群馬県へき地教育研究資料 第６６集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会[/発行]
[2018.3] 43p 30cm
【受贈】

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成３０年第１回（第
２次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2018] 133p 30cm
【受贈】

坂東太郎 第１５３号
群馬県立前橋高等学校/発行
2018.3 161p 21cm

統計おおた 平成２９年版
企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2018.2 100p 30cm

補正予算説明書 平成２９年度
回定例県議会
群馬県[/発行]
[2018] 245p 21 × 30cm

【受贈】

得したい人のためのふるさと納税ガイド やらな
きゃ損！ ２０１８最新版
ふるさと納税編集部/編 白夜書房/発行
2018.3 97p 30cm 880 円
（ 白夜ムック 572 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】
新島学園短期大学子ども学研究論集
新島学園短期大学/発行
2017.9 87p 26cm

第１号

新島学園短期大学子ども学研究論集
新島学園短期大学/発行
2018.1 111p 26cm

第２号

新島学園短期大学子ども学研究論集
新島学園短期大学/発行
2018.2 111p 26cm

第３号

【受贈】
平成３０年第１
【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書（２月補正予
算議案及び同説明書） 平成２９年度
前橋市[/発行]
[2018] 379p 30cm
【受贈】
前橋市各会計補正予算の概要 平成２９年度
〔２月補正予算説明資料〕平成３０年第１回定例
市議会
[前橋市/発行]
[2018.2] 24p 30cm
【受贈】

【受贈】
前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書） 平成３０年度
前橋市[/発行]
[2018] 599p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第７７号
前橋市小中学校校長会/発行
2018.3 52p 21cm
【受贈】

【受贈】

前橋市当初予算市長説明
前橋市[/発行]
[2018] 18p 30cm
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平成３０年度
【受贈】

〔2018.4〕

まえばし幼児教育充実指針 めぶく ～幼児の育
ち～ 子どもも大人も 育ち合うために 改訂版
前橋市･前橋市教育委員会/発行
2018.3 30p 21cm
【受贈】

災害を語り継ぐ 複合的視点からみた天明三年浅
間災害の記憶
関俊明/著 雄山閣/発行
2018.1 375,21p 22cm 7800 円
【TRC 新刊案内 2048 号】

夢出会い前橋―県都を支えて― 創立１２０周年
記念誌
創立 120 周年記念事業実行委員会総務部会/編
集 前橋商工会議所/発行
2018.3 83p 30cm
【受贈、上毛 3/8】

数学文化 第１０号 特集=関孝和 没後３００
年記念
日本数学協会/編集 日本評論社/発行
2008.7 163p 26cm 1600 円
【購入】

幼児教育の推進体制構築事業（中間報告） 平成
２９年度
前橋市教育委員会 総合教育プラザ幼児教育セ
ンター[/発行]
[2018] 17p 30cm
【受贈】

年報 第１２号 平成２８年度
群馬県立心臓血管センター[/発行]
[2017.9] 158p 30cm

予算説明書 平成３０年度 第１回定例県議会
群馬県[/発行]
[2018] 359p 21 × 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

予算附属説明書 平成３０年度当初予算
群馬県[/発行]
[2018.2] 386p 30cm
【受贈】

群馬の家 ｖｏｌ.１３ ２０１８春･夏号
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2018.3 248p 30cm 324 円
【受贈】

予算附属説明書 平成３０年度当初予算
前橋市[/発行]
[2018] 467p 30cm
【受贈】

群馬のおいしいパン屋さん ２０１８－１９
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2018.2 88p 26cm 880 円
【受贈】

４７都道府県の偏差値
久保哲朗/著 小学館/発行
2018.2 222p 18cm 780 円
（ 小学館新書 317 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】

新車購入ＮＡＶＩ ２０１８スバル編 乗る人み
んなが主役になれるオールＳＵＢＡＲＵ購入ガイ
ド
交通タイムス社/発行
2018.4 113p 30cm 907 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2051 号】
ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.１４
安心と愉しさの究極形これがＷＲＸ ＳＴＩの未
来だ！！
交通タイムス社/発行
2018.3 143p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2050 号】

4 自然科学
医療現場等の課題･ニーズ集２０１６
群馬県産業経済部次世代産業課先端医療産業係
/発行
2016.11 11p 30cm
【受贈】

攻める山城５０城 関東周辺歴史トレッキング
清野明/著 萩原さちこ/監修 山と溪谷社/発行
2018.3 216p 21cm 1500 円
金山城、岩櫃城、山名城、根小屋城に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

群馬県衛生環境研究所年報 第４９号
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2018.1 75p 30cm
【受贈】

日本の味郷土料理めぐり
日本食生活協会/監修 日本食生活協会/発行
2018.1 111p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2049 号】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 平成２９年
５月診療分 第４８号
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2018.2 64p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】

〔 2018.4〕

【受贈】
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ＭＯｔＴＯ「モット」 ｖｏｌ.２７
ｓｕｍｍｅｒ
アシスト/企画･製作
日産サティオ群馬(高崎市)/発行
2015.5 14p 30cm

２０１５

治山事業及び保安林制度のあらまし
度
群馬県[/発行]
[2018.1] 75p 30cm

特用林産物生産･流通の実態 平成２９年版
群馬県環境森林部林業振興課[/発行]
[2017] 33,43p 30cm
【受贈】
「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報 平成２８年
度
群馬県企画部世界遺産課/編集･発行
2018.1 29p 30cm
【受贈】
富岡製糸場ブランドブック
副田高行/編集･構成 富岡市/作成
[2018.3] 144p A4 横開き 2200 円
【上毛 3/24】

6 産業
前橋市推奨

まるわかり幕末維新 少年少女日本の歴史スペシ
ャルセレクション
あおむら純/まんが 小学館/発行
2018.2 255p 19cm 900 円
（ 小学館版学習まんが ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

【読売 3/23】

製糸(いと)の都市(まち)前橋を築いた人々 前橋
商工会議所 創立１２０周年記念
前橋商工会議所/編集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.3 6,396p 30cm
【受贈、上毛 3/8】

民有林林道事業の概要 平成２９年度
群馬県環境森林部林政課[/発行]
[2018] 115p 30cm

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２８年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2018.2 43p 30cm
【受贈】
群馬県森林林業統計書 平成２９年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2018.1 124p 30cm

【受贈】

群馬県畜産試験場研究報告
群馬県畜産試験場/発行
2018.2 36p 30cm

【受贈】

【受贈】

るるぶペットとおでかけ 首都圏発 '１９
JTB パブリッシング/発行
2018.3 143p 26cm 1000 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：「お役立ち&ドッグラン BOOK」15p
草津、水上に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2051 号】

第２４号

ぐんまの園芸 ２０１８
群馬県農政部蚕糸園芸課[/発行]
2018.2 15p 30cm

【受贈】

【受贈】

わたしは石のかけら もうひとつの田中正造物語
越川栄子/文 やまなかももこ/絵 随想舎/発行
2018.2 1 冊 19 × 22cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2049 号】

赤城の恵ブランド認証品
前橋市/作成
[2018.3] 40p A5 判

平成２９年

老農船津伝次平の農法変革論
田中修/著 筑波書房/発行
2018.1 11,166p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2049 号】

【受贈】

航空機構造破壊
遠藤信介/著 日本航空技術協会/編
日本航空技術協会/発行
2018.1 2,200p 21cm 2000 円
「第 7 章 JAL123 便事故(1985 年)」収録
【TRC 新刊案内 2051 号】

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿 全国版
'１８～'１９
実業之日本社/発行
2018.2 237p 29cm 1300 円
（ ブルーガイド･ムック ）
北軽井沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2048 号】

島村蚕種イタリー国直輸出 田島弥平紀行 筆写
本 [訳書]
[田島 弥平/著 ] 北川鎭/[訳･]編集･印刷･製本
[2018.3] [44p] A4 判
北川氏は伊勢崎市在住 【いせさき新聞 3/16】
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〔2018.4〕

Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３選手名鑑 ２０１８ ハンディ
版
サッカーダイジェスト/責任編集
日本スポーツ企画出版社/発行
2018.3 289p 20cm 815 円
（ NSK MOOK ）
ザスパクサツ群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
ＳＬかるた 夢をのせ ＳＬは走る 明日へと
東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社/制作･著作
[2017.11] 88 枚 14 × 18cm(箱)
【受贈、読売 2/13】
絵手紙描き方のヒント 春夏秋冬１００選
上岡ひろ子/著 日貿出版社/発行
2018.2 95p 26cm 1800 円
著者は前橋市、桐生市、伊勢崎市、みどり市で
絵手紙教室の講師を務める
【TRC 新刊案内 2048 号】
お前はまだグンマを知らない ７
井田ヒロト/著 新潮社/発行
2017.2 1 冊 19cm 500 円
（ BUNCH COMICS ）
著者は群馬県在住

首都圏名作に出会える美術館案内 ８５の名館が
誇る世界の名作、珠玉の逸品をご紹介
オフィス･クリオ／著 メイツ出版/発行
2018.2 144p 21cm 1630 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】
女子が歌いたい人気＆新定番Ｊ－ＰＯＰ３０曲
中級対応
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2018.2 197p 31cm 2000 円
（ ピアノ弾き語り ）
back number の「瞬き」･「高嶺の花子さん」の
楽譜収録
【TRC 新刊案内 2049 号】

【購入】

群馬県美術展 第６７回（２０１６）
第４０回県民芸術祭参加
群馬県美術会事務局/編集 群馬県美術会/発行
2016.11 65p 26cm
【受贈】

すゞしろ日記 ３
山口晃/画 羽鳥書店/発行
2018.2 151p 26cm 2300 円
山口氏は桐生市育ち【TRC 新刊案内 2049 号】

群馬の美術２０１７―地域社会における現代美術
の居場所
群馬県立近代美術館/発行
2017.6 141p 26cm
【受贈】

生誕９０年 正田壤 芸術は遊びの極致
太田市美術館･図書館/編集･発行
2018.2 95p 22cm
（ 太田の美術 vol.1 ）
【受贈】

軽音☆新定番Ｊ－ＰＯＰコレクション
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2018.2 215p 30cm 1800 円
（ バンド･スコア ）
back number の「花束」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2048 号】
古代オリエント美術の愉しみ
MIHO MUSEUM/編 集･著作
MIHO MUSEUM 友の会/発行
2016.7 231p 26cm 1400 円
付属資料：「永遠の至福を求めて」7p【受贈】
ＴＨＥ ＡＲＴ ＳＨＯＷ タグチ･アートコレク
ションにみるミレニアムの美術
タグチ･アートコレクション/発行
2017.9 123p 27cm
群馬県立近代美術館にて 2017 年 9 月～ 12 月開
催の展覧会の公式カタログ
【受贈】
Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３選手名鑑 ２０１８
サッカーダイジェスト/責任編集
日本スポーツ企画出版社/発行
2018.3 289p 29cm 907 円
（ NSK MOOK ）
ザスパクサツ群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

〔 2018.4〕

高崎映画祭 ３２ＮＤ
高崎映画祭委員会[/発行]
[2018] 25p 21cm

【受贈】

月に吠えらんねえ ６
清家雪子/著 講談社/発行
2016.10 271p 19cm 740 円
（ アフタヌーン KC 1493 ）
萩原朔太郎が主人公の漫画
著者は前橋市出身

【購入】

月に吠えらんねえ ７
清家雪子/著 講談社/発行
2017.6 271p 19cm 740 円
（ アフタヌーン KC 1567 ）
萩原朔太郎が主人公の漫画
著者は前橋市出身

【購入】

月の夜 混声合唱
上田真樹/作曲 草野心平/詩
全音楽譜出版社/発行
2018.2 67p 28cm 1900 円
【TRC 新刊案内 2051 号】
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日本の民謡集 やさしい調･弾きやすいアレンジ
新装版
松原美子/編 ケイ･エム･ピー/発行
2018.2 127p 31cm 2000 円
（ やさしく弾ける/ピアノ･ソロ ）
八木節、草津節の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2048 号】

9 文学
浅間の大焼け
武田祐哉/著 創英社/発行
2018.1 280p 19cm 1200 円
【TRC 新刊案内 2048 号】
紙一重 陸の孤島の司法書士事件簿
深山亮/著 双葉社/発行
2018.2 341p 15cm 657 円
（ 双葉文庫 み-28-02 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2050 号】

日本美術のススメ―キーワードと巡るぶらり古画
探訪―
印 象 社/制 作 群 馬 県 立近 代 美 術 館/編集 ･発行
2017.7 111p 21cm
【受贈】
機織る乙女 マンドリン独奏曲
萩原朔太郎/作曲 現代ギター社/発行
2011.3 3p 31cm 800 円
【購入】

寛斎先生遺稿 中巻
市河寛斎/著 須賀楠舟/訓訳
2018.3 149p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

福島第一廃炉の記録 Decommissioning Fukushim
a:A Photographer's Journey into the Depths o
f the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
西澤丞/著 みすず書房/発行
2018.3 115p 21 × 30cm 3200 円 英文併記
著者は高崎市在住
【東京 3/29、TRC 新刊案内 2052 号】
星野富弘詩画集カレンダー ２０１８
グロリア･アーツ/企画･制作
[2017.6] A2 判変型 1980 円

須賀昌五/発行
【受贈】

季刊 遠近 第６６号
遠近の会/発行
2018.2 137p 21cm
「秋扇記」安西昌原(群馬県生まれ)/著収録
【受贈】
北国から 句集
田島儀一/著･発行
2017.4 135p 21cm
著者は伊勢崎市在住

【購入】

【受贈】

仏の見たる幻想の世界 無伴奏二重混声合唱のた
めの
萩原朔太郎/作詩 木下牧子/作曲
音楽之友社/発行
2005.7 19p 30cm 2210 円
【購入】

九十分のドラマ 金井治子エッセー集１
金井治子/著 あさを社/発行
2018.2 133p 19cm
著者は安中市生まれ
【受贈】

前橋育英 ２０１７－２０１８ 高校サッカー優
勝記念グラフ
上毛新聞社/発行
2018.1 44p 34cm 926 円
【TRC 新刊案内 2049 号】

グランドスカイ
成田名璃子/著 KADOKAWA/発行
2018.2 348p 15cm 670 円
（ メディアワークス文庫 な 3-8 ）
群馬のスキージャンプクラブを題材にした小説
【TRC 新刊案内 2051 号】

まえばし文化財地図 改訂版 第３版
前橋市教育委員会社会教育課/編集
前橋市教育委員会/発行
1985.2 折りたたみ 94 × 76cm

光陰の刃 上
西村健/著 講談社/発行
2018.2 406p 15cm 760 円
（ 講談社文庫 に 28-15 ）
登場人物として井上日召に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

【受贈】

光陰の刃 下
西村健/著 講談社/発行
2018.2 443p 15cm 800 円
（ 講談社文庫 に 28-16 ）
登場人物として井上日召に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2050 号】

8 語学
中学生の「税についての作文」～入選作品集～
平成２９年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会[/発行]
[2018] 45p 30cm
【受贈】
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〔2018.4〕

スタア誕生
金井美恵子/著 文藝春秋/発行
2018.2 253p 20cm 1850 円
著者は高崎市生まれ
【週刊読書人 3/30、TRC 新刊案内 2051 号】

県関係者の一般著作
営業１年目の教科書 トップセールスが使いこな
す！“基本にして最高の営業術”総まとめ
菊原智明/著 こつじゆい/絵 大和書房/発行
2018.3 199p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2051 号】

声優さんっていいな おしごとのおはなし 声優
如月かずさ/作 サトウユカ/絵 講談社/発行
2018.2 74p 22cm 1200 円
（ シリーズおしごとのおはなし ）
如月氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2050 号】

介護福祉の「専門性」を問い直す
黒澤貞夫/著 中央法規出版/発行
2018.3 185p 21cm 2400 円
著者は群馬医療福祉大学大学院特任教授
【TRC 新刊案内 2051 号】

にっぽんの履歴書
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2018.1 229p 18cm 1450 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2048 号】

管理会計論 第２版
中村彰良/著 創成社/発行
2018.2 10,212p 21cm 2200 円
著者は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 2048 号】

花ひいらぎの街角
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2018.2 226p 19cm 1600 円
（ 紅雲町珈琲屋こよみ 6 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【上毛 3/11、TRC 新刊案内 2049 号】

近世の摂家と朝幕関係
長坂良宏/著 吉川弘文館/発行
2018.2 7,248,8p 22cm 8000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2050 号】

半ノラの詩 他５話 捨てられても、イジメられ
ても幸せになったニャン！
茂木けんじ/著 シイビイシー(CBC)/発行
2018.3 129p 21cm
著者は旧富士見村生まれ、株式会社シイビイシ
ー(前橋市)代表取締役
【受贈】

顕微鏡学ハンドブック ライフサイエンス
山 科 正平 ･高 田 邦 昭/責 任 編集 朝倉 書 店/発行
2018.1 15,318p 26cm 14000 円
高田氏は群馬県立県民健康科学大学学長
【TRC 新刊案内 2048 号】

蒲団
田山 花袋 /原 作 バ ラエ ティ･アー トワーク ス/
企画･漫画 イースト･プレス/発行
2012.11 186p 15cm 552 円
（ まんがで読破 MD117 ）
【購入】

交通事故･実態と悔恨 交通事故はこうして起き
る
福田和夫/著 グランプリ出版/発行
2018.2 190p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2049 号】

明寿俳句集 第三十五号
明寿大学俳句クラブ([前橋市])[/発行]
[2018] 37p 26cm
【受贈】

５０のポイントでわかる地方議員予算審議･決算
審査ハンドブック
稲沢克祐/著 学陽書房/発行
2018.2 238p 21cm 2700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2050 号】

横浜駅ＳＦ 全国版
柞刈湯葉/著 田中達之[/画]
KADOKAWA/発行
2017.8 262p 19cm 1200 円
（ カドカワ BOOKS M-い-2-1-2 ）
物語の舞台として群馬県に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2025 号】
緑陰 句集
阿左美敦子/著 あさを社/発行
2018.3 170p 19cm
著者は桐生市生まれ

〔 2018.4〕

清流に殉じた漁協組合長
相川俊英/著 コモンズ/発行
2018.2 219p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2048 号】
太極悠悠 日常から見つめる非日常
中野完二/著 時空出版/発行
2000.9 291p 20cm 2000 円
著者は群馬県立高崎高校卒業

【受贈】
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【受贈】

太極悠悠 ２ 楊名時太極拳を楽しむ
中野完二/著 時空出版/発行
2012.5 270p 20cm 2000 円
著者は群馬県立高崎高校卒業

上毛かるた 群馬銀行 新春特別番組（DVD）
群馬銀行/企画 群馬テレビ/制作
2018.1 58 分
【受贈】
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１６ 育てよ
う！自然を愛するこころ 平成２９年１０月１４
日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

飛脚走り そうか、こんな走りがあった
田村雄次/著 東京図書出版/発行
2018.3 380p 21cm 1500 円
【ぐんま経済 3/29、TRC 新刊案内 2052 号】
「福島に生きる」ということ バラバラ･ハラス
メントを超えて
中澤正夫/著 本の泉社/発行
2018.2 173p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ、群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2048 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１７ みんな
で考えよう「いじめの問題」 平成２９年１０月
２１日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１８ みんな
で支えよう！地域の子ども 平成２９年１０月２
８日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

松田道雄と「いのち」の社会主義
高草木光一/著 岩波書店/発行
2018.1 19,332,7p 20cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2048 号】
まんがで学ぶ寿司の技術 東京すしアカデミーの
授業
高田千種/まんが 辻本幸路/記事 小学館/発行
2018.2 159p 21cm 1300 円
辻本氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2049 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１９ 上野三
碑が語るもの 平成２９年１１月４日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２０ 掘りお
こせ！ぐんまの歴史 平成２９年１１月１１日放
送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

ロードランナーのためのトレイルラン入門
三栄書房/発行
2018.3 113p 26cm 907 円
（ サンエイムック ）
対談「鏑木毅×吉田香織」収録
鏑木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2049 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２１ 共に生
きている、生きていく～特別支援学校の子どもた
ち２～ 平成２９年１１月１８日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２２ 熱闘！
科学の甲子園ジュニア 平成２９年１１月２５日
放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

視聴覚資料
ＡＭＥＮＯＣＨＩＨＡＲＥ（CD）
LACCO TOWER/歌
[2018] 1000 円
ザスパクサツ群馬の応援ソング「雨後晴(あめ
のちはれ)」を収録
LACCO TOWER は群馬ゆかりの 5 人組バンド
【朝日ぐんま 3/23】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２３ エンジ
ョイスポーツ！いつでも、どこでも、いつまでも
… 平成２９年１２月２日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２４ 地域を
潤せ！商業を学ぶ高校生の挑戦 平成２９年１２
月９日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

クラッチヒッター みなみ 前橋･敷島まち映画
（DVD）
藤橋誠/監督･脚本･撮影･編集 まち映画制作事
務所/企画 前橋･敷島まち映画「クラッチヒッ
ターみなみ」製作委員会/製作
[2016] 86 分
【受贈】
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はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２５ 学ぶた
めの環境づくり～特別支援学校の子どもたち３～
平成２９年１２月１６日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２６ 未来に
活かす歴史からの学び 平成２９年１２月２３日
放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯２８ 食は生
きる力 平成３０年１月６日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
ＲＩＲＩ（CD）
RIRI/歌
2018.2 10 曲 2300 円
RIRI は伊勢崎出身の R&B シンガー
【朝日ぐんま 3/2】

電子資料

〔 2018.4〕

- 12 -

