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図書目録（平成２４年４月～平成２９年３月）
群馬県立点字図書館/編集･発行
2018.1 164p 30cm
【受贈】

本
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２０１８年２月分
No.３７５

ｍｏｔｔｏ ｖｏｌ.１０（冬号）
トロワデザイン(高崎市)/発行
2017.12 49p 21cm

平成 30(2018)年 3 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

【受贈】

1 哲学･宗教
・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。

武士神格化の研究 研究篇
高野信治/著 吉川弘文館/発行
2018.1 9,279p 22cm 8000 円
岡登景能、顕信霊社（景能神社、岡登霊社、神
明宮境内社）に関する記事あり
【TRC 新刊案内 2042 号】

・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。
・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。

武士神格化の研究 資料篇
高野信治/著 吉川弘文館/発行
2018.1 478,31p 22cm 8000 円
「武士神格化一覧 群馬県」収録
【TRC 新刊案内 2042 号】

０ 総記

2 歴史･伝記･地理

あずまとしょかんだより ２０１８年２月
伊勢崎市あずま図書館[/発行]
[2018.2] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

有馬西田遺跡 (主)高崎渋川線バイパス(３期工
区)社会資本総合整備(広域連携･新潟長野)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
2017.12 64p 写真図版 31p 30cm
（ 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
調査報告書 第 632 集 ）
【受贈】

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/発行
2017.7 111p 24cm
【受贈】

一度は行きたい日本の自然風景
昭文社/発行
2018.1 79p 21cm 1000 円
付属資料：「一度は行きたい日本の自然風景
100MAP」1 枚
尾瀬、鬼押出し園、吹割の滝に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

視聴覚センター･ライブラリー一覧 平成２９年
度版
日本視聴覚教育協会/発行
2017.12 93p 30cm 2505 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2044 号】

一度は行きたい日本の町並み集落
昭文社/発行
2018.1 79p 21cm 1000 円
付属資料：「一度は行きたい日本の町並み集落
100MAP」1 枚
甘楽町小幡の町並み、桐生の町並みに関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

蚋魚の会三十年の歩み
群馬県立文書館友の会 蚋魚の会/編集･発行
2017.10 126p 26cm
【受贈】
ソトコト [２０１８年]３月号
木楽舎/発行
[2018.2] 823 円
「行政と市民と専門家が一緒に作り上げた地域
の拠点」として太田市美術館･図書館に関する
記述あり
【上毛 2/25】
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〔2018.3〕

いつも全力。こんな議員が国会にいた 原発、金
大中事件、ＯＤＡ、水俣病、ＰＫＯ、ロッキード
事件…奮闘記
矢田部理/著 梨の木舎/発行
2017.10 270p 22cm 2200 円
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

群馬県史蹟名勝天然記念物調査報告 第一輯 復
刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.1 1 冊 21cm 3400 円(頒価) 【受贈】
五箇川入堤外遺跡 小合地西遺跡 国道３５４号
板 倉 北 川 辺バ イ パ ス 社会 資 本 総合 整 備 (広域 ･埼
玉)(活力･重点)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
2017.11 30p 写真図版 12p 30cm
（ 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
調査報告書 第 631 集 ）
【受贈】

内村鑑三 悲しみの使徒
若松英輔/著 岩波書店/発行
2018.1 2,257,8p 18cm 820 円
（ 岩波新書 新赤版 1697 ）
【週刊読書人 2/2、TRC 新刊案内 2047 号】
ＮＨＫ新歴史秘話ヒストリア 歴史にかくされた
知られざる物語 ４ 太平洋戦争の記憶
NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/編
金の星社/発行
2018.1 39p 30cm 3000 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

三足の草鞋 コラム集･私信集･追想集
箕輪眞一/著 あさを社/発行
2018.1 277p 22cm
著者は高崎市在住

時代を変えた「同級生」たち あなたと同い年の
有名人は誰でしょう？
文藝春秋/発行
2018.1 126p 26cm 796 円
（ 文春ムック ）
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

家族でおでかけ関東周辺 '１８―'１９
昭文社/発行
2018.2 207p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「¥0&コスパ抜群!おでかけスポット
BOOK」16p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2047 号】

自民党秘史 過ぎ去りし政治家の面影
岡崎守恭/著 講談社/発行
2018.1 225p 18cm 800 円
（ 講談社現代新書 2460 ）
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

関越道周辺ぐるっとマップ
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会/発行
[2016.3] 折りたたみ 60 × 84cm 【受贈】

しもにた小旅 下仁田町観光ガイドブック
下仁田町観光協会[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

旧薄根村の想い出
西山友ヱ[/著･発行]
[2018.2] 164p B5 判
西山氏は沼田市生まれ、伊勢崎市在住
【上毛 2/22】

下仁田まちあるきマップ
[出版社不明]
[出版年不明] 折りたたみ

ＣＲＥＡ [２０１８年]２･３月合併号
文芸春秋/発行
[2018.2] 780 円
古民家の宿 金木(沢渡温泉･中之条町)、美郷館
(たんげ温泉･中之条町)に関する記述あり
【上毛 2/4】

〔 2018.3〕

60 × 84cm

30 × 42cm
【受贈】

週刊現代ベストセレクション Ｖｏｌ.１ 昭和
の事件･芸能･スポーツ スクープ３１連発！
講談社/発行
2017.12 129p 26cm 741 円
（ 講談社 MOOK ）
あさま山荘事件、JAL123 便 墜落事故に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2045 号】

群馬 草津 伊香保･みなかみ '１９
昭文社/発行
2018.2 167p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「群馬おでかけ SPOT&ドライブ
MAP」31p
【TRC 新刊案内 2046 号】
ぐんま観光マップ
群馬県/発行
2017.7 折りたたみ

【受贈】

上州白旗一揆の時代
久保田順一/著 みやま文庫(前橋市)/発行
2018.2 207p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 228 ）
著者は群馬県文化財保護審議会専門委員
【購入】

【受贈】
-2-

上毛古墳綜覧 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.1 1 冊 25cm 8800 円(頒価)
付属資料：「群馬縣古墳分布圖」1 枚【受贈】

忍者大図鑑 人物･忍具･忍術
山田雄司/監修 グラフィオ/編 金の星社/発行
2017.12 143p 25cm 3800 円
滝川一益、出浦盛清、加藤段蔵、横谷左近、唐
沢玄蕃、割田重勝に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

新日本遺産
平凡社/発行
2018.1 159p 29cm 2400 円
（ 別冊太陽 ）
「群馬県道訓前遺跡出土品のうち深鉢形土器」
収録
【TRC 新刊案内 2044 号】

敗者の明治維新 大転換から１５０年、サムライ
たちの最後を見直す
洋泉社/発行
2018.2 123p 29cm 950 円
（ 洋泉社 MOOK ）
小栗忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

素晴らしき山々 谷川岳から二百名山へ
松下正信/著 山と溪谷社/発行
2018.1 311p 19cm 2200 円
（ YAMAKEI CREATIVE SELECTION ）
谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

幕末･維新を動かした、あの人物たちの知られざ
る『第二の人生』 武士は「明治」をどう生き抜
いたのか？
山本博文/監修 三栄書房/発行
2018.2 223p 19cm 800 円
（ サンエイムック ）
山本八重(新島襄の妻)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2044 号】

戦国期政治史論集 東国編
戦国史研究会/編 岩田書院/発行
2017.12 351p 22cm 7400 円
「真田信之発給文書における印判の変遷」黒田
基樹/著収録
【TRC 新刊案内 2043 号】

八甲田山消された真実
伊藤薫/著 山と溪谷社/発行
2018.2 349p 19cm 1700 円
「福島大尉が発案した八甲田越え」収録
福島氏は新田郡世良田村(佐波郡境町)生まれ
【TRC 新刊案内 2046 号】

太古 第４２号 はにわの会５０周年記念号
東毛考古学サークル「はにわの会」会誌
東毛考古学サークル「はにわの会」(太田市)[/
発行]
2017.8 146p 30cm
【受贈】
代表的日本人 徳のある生きかた
内村鑑三/著 道添進/編訳
日本能率協会マネジメントセンター/発行
2017.12 265p 19cm 1600 円
（ Contemporary Classics ）
【TRC 新刊案内 2043 号】

マンガ×くり返しでスイスイ覚えられる４７都道
府県と世界の国 １０才までに学びたい
陰山英男/監修 リベラル社/編集･発行
2017.12 351p 21cm 1300 円
付属資料：「陰山式地図ポスター」1 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

東国千年の都 古代上野(こうずけ)の記憶―前橋
･高崎の寺院と役所―
前橋市･前橋市教育委員会･高崎市･高崎市教育
委員会[/発行]
[2018.1] 7p 30cm
（ 平成 29 年度 前橋･高崎連携事業文化財展 ）
【受贈】

ようこそ。西上州へ 群馬県西部エリアガイドブ
ック
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 西部地域
部会/発行
[出版年不明] 23p 30cm
【受贈】
るるぶ草津伊香保水上四万 '１９
JTB パブリッシング/発行
2018.2 99p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：「ドライブ&街歩き MAP」16p
【TRC 新刊案内 2045 号】

日本の近代とは何であったか 問題史的考察
三谷太一郎/著 岩波書店/発行
2017.3 4,276,4p 18cm 880 円
（ 岩波新書 新赤版 1650 ）
富岡製糸場設立、蠟山正道、内村鑑三に関する
記述あり【朝日 2/28、TRC 新刊案内 2007 号】

るるぶドライブ関東ベストコース '１９
JTB パブリッシング/発行
2018.2 171p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
草津に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

日本武術達人列伝 剣豪･柔豪･昭和の武人
長野峻也/著 叢文社/発行
2017.11 266p 19cm 1000 円
上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】
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〔2018.3〕

死にたい人を救う３６５の言葉 中 ≪９月～１
２月≫
齋 藤 真吾 ･齋 藤 敦 子/著 ファ ス トブ ッ ク/発行
2017.9 128p 19cm
齋藤敦子氏は前橋市生まれ、群馬医療福祉大学
看護学部准教授
【受贈】

3 社会科学
あしどり 平成２８年度 年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ[/発行]
[2018.1] 33p 30cm
【受贈】
企画展 第９４回 昭和なくらし、そしてスバル。
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2017.12 64p 21cm
【受贈】
暮らしと金融なんでもデータ 平成２９年度版
金融広報中央委員会/発行
2017.10 148p 21cm 524 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

草原 復刻（合冊） 第一号(昭１０)･第二号(昭
１５）･第三号(昭１５)･第四号(昭１５)･第五号
(昭１６）･第六号(昭１６)･第七号(昭１６）･第
八号(昭１７)･第九号(昭１７)･第十号(昭１８)
宮城教育大学教育臨床研究センター/発行
2015.3 1 冊 21cm
玉村尋常高等小學校の校内研究誌
【受贈】

群馬県子どもの生活実態調査報告書 平成２８年
度
群馬県こども未来部子育て･青少年課/発行
2017.3 81p 30cm
【受贈】
群馬県市町村合併の記録
群馬県総務部市町村課/発行
[2011.3] 355p 30cm

【受贈】

群馬県税務統計 平成２９年度版（平成２８年度）
群馬県総務部納税課[/発行]
[2018.1] 126p 30cm
【受贈】
群馬県男女共同参画年次報告書（平成２８年度実
績報告）
群馬県/発行
[2017.11] 56p 30cm
【受贈】
群馬社会科教育研究 第６号
群馬社会科教育学会/編集･発行
2018.1 56p 26cm

大逆事件余波と群馬 その展開と終息、及び文学
下
石山幸弘/著 みやま文庫(前橋市)/発行
2018.2 281p 19cm 1000 円（頒価）
（ みやま文庫 229 ）
著者は群馬県立女子大学文学部非常勤講師
【購入】
高崎商科大学紀要 第３２号（２０１７年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2017.12 211p 30cm
【受贈】
地域貢献事業概要 平成２８年度
高崎健康福祉大学[/発行]
[2017] 32p 30cm

【受贈】

学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）
平成２９年度
群馬県企画部統計課[/発行]
[2018.1] 12[,10]p 30cm
【受贈】
こまちウエディング群馬版 ｖｏｌ.１ ２０１８
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2018.1 192p 30cm 278 円
【受贈】

【受贈】

地方創生２０の提言 考える時代から実行する時
代へ
林宜嗣･中村欣央/著
関西学院大学出版会/発行
2018.1 288p 21cm 2800 円
「都市住民との交流に工夫を凝らす群馬県川場
村」収録
【TRC 新刊案内 2047 号】
定例市議会議案書 平成２９年第４回（第２次送
付文）
前橋市[/発行]
[2017.12] 6p 30cm
【受贈】

死にたい人を救う３６５の言葉 上 ≪５月～８
月≫
齋 藤 真吾 ･齋 藤 敦子 /著 フ ァ ス トブ ック /発行
2017.6 94p 21cm
齋藤敦子氏は前橋市生まれ、群馬医療福祉大学
看護学部准教授
【受贈】

〔 2018.3〕

１９７０年代の思い出アルバム 朝日新聞社･共
同通信社の写真でよみがえる青春時代 上巻
１９７０～１９７４年
坂上正一/著 フォト･パブリッシング/発行
2018.2 110p 26cm 1600 円
連合赤軍浅間山荘事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2047 号】

定例市議会議案書 平成２９年第４回（第３次送
付文）
前橋市[/発行]
[2017.12] 23p 30cm
【受贈】
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定例市議会議案説明資料 平成２９年第４回（第
３次送付文）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2017.12] 20p 30cm
【受贈】

国立療養所栗生楽泉園内重監房跡の発掘調査
Daisan/編集 重監房資料館/発行
2016.3 123p 30cm
【受贈】
こころの健康センター所報 第２８号 ２０１６
年度(平成２８年度)
群馬県こころの健康センター/編集･発行
2017.12 58p 30cm
【受贈】

日本すし紀行 巻きずしと稲荷と助六と
日比野光敏/著 旭屋出版/発行
2018.2 253p 21cm 2800 円
「群馬県沼田市の稲荷ずし」収録
【TRC 新刊案内 2047 号】

五十年史美原
『五十年史美原』編集委員会谷口企画 G/編集
脳血管研究所(伊勢崎市)/発行
2013.12 357p 27cm
【受贈】

平成２８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報
告書―
群馬県企画部統計課[/発行]
[2017.12] 128p 31cm
【受贈】

財団法人脳血管研究所 研究業績集 平成１９年
度～平成２０年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2012.3 233p 30cm
【受贈】

誇れる国、日本 謀略に!翻弄された近現代
〔Ⅹ〕
アパ日本再興財団/発行
2017.12 116p 30cm
（ 「真の近現代史観」懸賞論文受賞作品集 第 10
回 ）
「大東亜聖戦の真実と東京裁判の嘘」黒岩樹希
也(高崎経済大学経済学部経営学科 3 年)/著収
録
【受贈】

財団法人脳血管研究所 研究業績集 平成２１年
度～平成２２年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2014.1 238p 30cm
【受贈】
事業概要 平成２９年度作成
前橋市保健所[/発行]
[2017] 82p 30cm

【受贈】

脳血管研究所の過去･現在･未来 公益財団法人脳
血管研究所設立５０周年特別企画小冊子
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2014.5 1 冊 30cm
【受贈】

4 自然科学
公益財団法人脳血管研究所 研究業績集
平成２３年度～平成２４年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2014.11 245p 30cm
【受贈】

フィールド･バイオロジスト ２４巻２号
群馬野外生物学会/編集･発行
2017.6 [18p] 26cm
【受贈】

公益財団法人脳血管研究所 研究業績集
平成２５年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2015.3 173p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

公益財団法人脳血管研究所 研究業績集
平成２６年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2016.3 233p 30cm
【受贈】

大きな縄張図で歩く！楽しむ！完全詳解山城ガイ
ド
加藤理文/監修 学研プラス/発行
2018.1 147p 30cm 1700 円
（ 学研ムック ）
箕輪城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

公益財団法人脳血管研究所 研究業績集
平成２７年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2016.12 349p 30cm
【受贈】

近代日本メディア人物誌 ジャーナリスト編
土屋礼子･井川充雄/編著
ミネルヴァ書房/発行
2018.1 11,311p 21cm 2500 円
足尾鉱毒事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

公益財団法人脳血管研究所 研究業績集
平成２８年度
脳血管研究所(伊勢崎市)/編集･発行
2017.12 337p 30cm
【受贈】
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〔2018.3〕

群測協 ２６号
群馬県測量設計業協会総務･広報委員会 広報部
会/編集 群馬県測量設計業協会/発行
2008.1 52p 30cm
【受贈】
群測協 第３０号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2013.1 44p 30cm

【受贈】

群測協 第３１号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2014.1 44p 30cm

【受贈】

群測協 第３２号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2015.1 44p 30cm

【受贈】

群測協 第３３号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2016.1 44p 30cm

ＳＵＢＡＲＵ完全ガイド
晋遊舎/発行
2018.2 97p 29cm 907 円
（ 100%ムックシリーズ ）
【TRC 新刊案内 2043 号】
続日本１００名城公式ガイドブック 日本の文化
遺産「城」を歩こう
日本城郭協会/監修 学研プラス/発行
2018.1 143p 26cm 1600 円
（ 歴史群像シリーズ ）
付属資料：「続日本 100 名城スタンプ帳」25p
21cm
名胡桃城、沼田城、岩櫃城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2045 号】
トヨタ８６＆スバルＢＲＺ Ｎｏ.１０
三栄書房/発行
2018.2 223p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）【TRC 新刊案内 2045 号】

【受贈】

群測協 第３４号 ５０周年記念号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2017.1 42p 30cm

【受贈】

群測協 第３５号
群馬県測量設計業協会[/発行]
2018.1 36p 30cm

【受贈】

名門高校青春グルメ
鈴木隆祐/著 辰巳出版/発行
2018.2 239p 19cm 1600 円
前橋高校の青春グルメとして「桂林」、高崎高
校の青春グルメとして「デルムンド」に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2047 号】
山城を歩く 戦国合戦の<リアル>を体感する！！
洋泉社/発行
2018.1 143p 29cm 1700 円
（ 洋泉社 MOOK ）
「太田金山城 関東で稀有な石垣の城」、「岩
櫃城 城と町を一体で守る真田氏の城」収録
【TRC 新刊案内 2043 号】

群測協 特集号（平成２２年３月刊行） 『群馬
県測量設計業協会』の現状
群馬県測量設計業協会[/発行]
2010.3 38p 30cm
【受贈】
群測協 特集号（平成２３年１月刊行） 『社団
法人群馬県測量設計業協会』の現状
群馬県測量設計業協会[/発行]
2011.1 40p 30cm
【受贈】

ラーメン中華料理の本 ぐんま･足利佐野最新版
求人ジャーナル(高崎市)/発行
2000.3 207p 21cm 648 円
【受贈】

群測協 特集号（平成２４年１月刊行） 『社団
法人群馬県測量設計業協会』の現状
群馬県測量設計業協会[/発行]
2012.1 42p 30cm
【受贈】

ラーメンの本 ぐんま･足利佐野最新版
求人ジャーナル(高崎市)/発行
2001.3 207p 21cm 648 円
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８２回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2017.12] 5p 30cm
別添資料：添付図面 17p
【受贈】

Ｒｏａｄ ｂｒｉｄｇｅ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｒｉｖ
ｅｒ Ｔｏｎｅ ａｔ Ｍａｅｂａｓｈｉ, Ｇｕｍ
ｍａｋｅｎ, Ｊａｐａｎ
M.OTAGAWA[小田川全之/著] 1887.4 [3p]
30cm
『The railroad and Engineering journal Vol.61』 抜
刷
小田川氏は前橋の利根橋を設計した
【自館製本】

極旨の日本酒 おいしい酒にはワケがある
洋泉社/発行
2018.1 111p 29cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】
地すべり防止工事士のしごと
群馬県地すべり防止工事士会/発行
2011.2 二つ折り 30 × 42cm

〔 2018.3〕

【受贈】
-6-

明治まるごと歴史図鑑 ３ 世の中を揺るがした
大きな出来事を学ぼう！
深光富士男/著 河出書房新社/発行
2018.1 55p 30cm 3000 円
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2047 号】

6 産業
ＷＩＴＨ ＡＧＲＩ ｖｏｌ.１
JA 群馬中央会(前橋市)/発行
2018.2 4p 41cm
【受贈、上毛 2/1】

もじ鉄 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標
石川祐基/著 三才ブックス/発行
2018.1 191p 21cm 1700 円
わたらせ渓谷鉄道、上信電鉄、上毛電鉄に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

駅弁掛紙の旅 掛紙から読む明治～昭和の駅と町
泉和夫/著 交通新聞社/発行
2017.4 231p 18cm 900 円
（ 交通新聞社新書 109 ）
信越線横川駅の「峠の釜めし」に関する記述あ
り
【朝日 2/7、TRC 新刊案内 2010 号】
ＮＨＫ新歴史秘話ヒストリア 歴史にかくされた
知られざる物語 ５ 日本がほこる世界遺産
NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/編
金の星社/発行
2018.1 39p 30cm 3000 円
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2046 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
アコギで弾きたいカッコイイ曲あつめました。
改訂版
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2018.1 303p 26cm 2000 円
（ ギター弾き語り ）
back number の「僕の名前を」･「ハッピーエン
ド」･「ヒロイン」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2040 号】

きらりと輝くぐんま農業女子～Ｍａｇａｚｉｎｅ
～ Ｖｏｌ.２
群馬県農政部農業構造政策課[/発行]
[2018.1] 17p 30cm
【受贈、上毛 2/9】
ぐんま発見！絹遺産 ぐんま絹遺産ガイドブック
群馬県企画部世界遺産課[/発行]
[2017.3] 27p 30cm
【受贈】

遊びで弾こう！３分で旅する日本一周曲 東日本
編
徳永洋明/編 カワイ出版/発行
2018.1 10p 31cm 800 円
草津節(群馬県民謡)の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2045 号】

全国蒸気機関車配置表 昭和６･１３･１９･２４･
３０･３４･４４年
イカロス出版/発行
2018.1 344p 29cm 4611 円
高崎鉄道管理局に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2047 号】

色は光の戯れ 画集
中島栄一郎[/画･発行]
[2018.2] 1944 円
中島氏は高崎市出身

地域の魅力を伝える!親切な観光案内のデザイン
パイインターナショナル/編著･発行
2017.11 236p 30cm 5800 円
「ビジュアルを第一に、読者の心に刺さる情報
を届ける kurun」収録
kurun は前橋市観光パンフレット
【TRC 新刊案内 2041 号】

【上毛 2/20】

ＧＯＯＤ ＲＯＣＫＳ！ ＧＯＯＤ ＭＵＳＩＣ
ＣＵＬＴＵＲＥ ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｖｏｌ.８９
ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ
ロックスエンタテインメント合同会社/編集
ロックスエンタテインメント/発行
2018.1 95p 21cm 900 円
【TRC 新刊案内 2043 号】

[長野堰用水] みどころマップ
長野堰土地改良区･群馬県西部農業事務所/作成
[2018.1] 折りたたみ A1 判
【群馬建設 1/30、ぐんま経済 2/1】

グラウンド･ゴルフ群馬 群馬県ＧＧ協会だより
第３９号
[群馬県グラウンド･ゴルフ協会/発行]
2017.7 8p 30cm
【受贈】

ｐｅｎ＋ ニッポンの世界遺産。 完全保存版
CCC メディアハウス/発行
2017.12 111p 29cm 1000 円
（ MEDIA HOUSE MOOK ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2045 号】

群馬県書道展覧会作家名鑑 第６８回
第４１回県民芸術祭参加
群馬県書道協会[/発行]
[2017.12] [39,]66p 30cm
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【受贈】

〔2018.3〕

群馬県美術展 第６８回（２０１７）
第４１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
2017.11 65p 26cm
【受贈】

まちとミュージアムが織りなす文化 過去から未
来へ
高階秀爾･建畠晢/編 現代企画室/発行
2017.9 243p 21cm 2000 円
「アーツ前橋と地域の関わり」住友文彦(アー
ツ前橋館長)/著収録
「パネルディスカッション 地域における文化
的協働が活性化するには」収録･パネラーとし
て住友文彦(アーツ前橋館長)が参加
【TRC 新刊案内 2041 号】

水彩の結 原沢秀明写真集
原沢秀明/著 博進堂/発行
2017.12 83p 25 × 27cm 3800 円
中之条、草津、嬬恋、東吾妻、みなかみなど県
北部の森や滝、川など自然を撮影した写真集
原沢氏は中之条フォトクラブ会員
【受贈、上毛 2/11】

吉岡郷土かるた
吉岡町図書館/製作
2017.12 1 冊 30cm
「吉岡郷土かるた」(吉岡町子ども会育成連絡
協議会 1997.3 製作)の解説
【受贈】

生誕１００年清宮質文あの夕日の彼方へ
清宮質文/作 高崎市美術館/編集
美術出版社/発行
2017.12 151p 27cm 2000 円
高崎市美術館で 2017 年 12 月～ 2018 年 1 月開
催された生誕 100 年記念展覧会の図録
【TRC 新刊案内 2043 号】

林檎の木
上田義彦/撮影 赤々舎/発行
2017.12 1 冊 16cm 1400 円
被写体が川場村の林檎の木
【TRC 新刊案内 2046 号】

高崎市文化財保護年報 平成２８年度
高崎市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.12 160p 30cm
【受贈】
たのしい合唱
群馬県音楽教育協会/編集･発行
1969.6 96p 17cm
（ 群馬の音楽 '68 ）

8 語学
【受贈】
未来の家族への手紙コンクール作品集 第３回
その時、自分の隣に、誰がいますか？
ニューズ･ライン/編集･デザイン
群馬県こども未来部こども政策課/発行
2018.1 32p 21cm 【受贈、ぐんま経済 2/8】

トランペットで吹くＪ－ＰＯＰソングス
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2018.1 63p 31cm 2800 円
付属資料：「録音ディスク」2 枚
back number の「ハッピーエンド」･「高嶺の花
子さん」の楽譜収録【TRC 新刊案内 2040 号】
日本懐かし映画館大全 個性あふれる昭和の劇場
大屋尚浩/著 辰巳出版/発行
2017.12 127p 21cm 1500 円
高崎電気館に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

9 文学
アナキスト民俗学 尊皇の官僚･柳田国男
絓秀実･木藤亮太/著 筑摩書房/発行
2017.4 396,2p 19cm 1800 円
（ 筑摩選書 0143 ）
田山花袋に関する記述あり
【朝日 2/14、TRC 新刊案内 2009 号】

ぴあＭＵＳＩＣ ＣＯＭＰＬＥＸ ＥＸＴＲＡ 音
楽×映像特集！ＢＯ Ø ＷＹ／ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣ
Ｋ／ＢＡＢＹＭＥＴＡＬほか
ぴあ/発行
2018.1 96p 29cm 1111 円
（ ぴあ MOOK ） 【TRC 新刊案内 2044 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

Fの記憶 中谷君と私
吉永南央/著 KADOKAWA/発行
2018.1 243p 15cm 600 円
（ 角川文庫 よ 33-1 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 2047 号】

【受贈】

遠樹 歌集
井田金次郎[/著]
[2017.12] 207p A5 判
井田氏は前橋市在住、上毛歌壇選者
【上毛 2/13】
〔 2018.3〕
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遠望 第５０号 創立５０周年記念
高崎市文化協会群馬支部/編集･発行
2018.2 230p 21cm

背中の記憶
長島有里枝/著 講談社/発行
2015.7 263p 15cm 800 円
（ 講談社文庫 な 92-1 ）
上州生まれの祖母の生い立ちに関する描写あり
「ホリデイ in 高崎」収録
【上毛 2/4、TRC 新刊案内 1923 号】

【受贈】

王さまのスプーンになったおたまじゃくし
さくら文葉/作 佐竹美保/絵 PHP 研究所/発行
2018.2 76p 22cm 1100 円
（ とっておきのどうわ ）
さくら氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2047 号】

たんじょう会はきょうりゅうをよんで
如月かずさ/作 石井聖岳/絵 講談社/発行
2018.1 76p 22cm 1200 円
（ わくわくライブラリー ）
如月氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2045 号】

おしゃべりな銀座
銀座百点/編 扶桑社/発行
2017.7 267p 19cm 1600 円
「奇妙な思い出」金井美恵子(高崎市出身)/著、
「ブルーノ･タウトの小箱」隈研吾/著収録
【朝日 2/21、TRC 新刊案内 2019 号】

月の砂漠 詩集
山田弘子/著 明文書房/発行
2018.1 81p 17cm 1000 円
（ えぽ叢書 11 ）
著者は前橋市在住

大人になるまでに読みたい１５歳の詩 ６ わら
う
蜂飼耳/編 ゆまに書房/発行
2017.12 4,238p 19cm 1500 円
「春のうた」草野心平/詩収録
【TRC 新刊案内 2043 号】

読鉄全書
池内紀･松本典久/編 東京書籍/発行
2018.2 477p 19cm 1900 円
「みなかみ紀行」若山牧水/著、「帰郷」萩原朔
太郎/著収録
【TRC 新刊案内 2047 号】

温泉天国
嵐山光三郎/ほか著 河出書房新社/発行
2017.12 237p 19cm 1600 円
（ ごきげん文藝 ）
「草津温泉」横尾忠則/著、
「伊香保のろ天風呂」
山下清/著、「温浴」坂口安吾/著、「女の温泉」
田山花袋/著収録
【TRC 新刊案内 2043 号】

ナイトフライト 歌集
伊波真人/著 書肆侃侃房/発行
2017.12 142p 20cm 1900 円
（ 現代歌人シリーズ 19 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2045 号】

温泉むすめ 神さまだけどアイドルはじめます！
エンバウンド/著 荻 pote/イラスト
KADOKAWA/発行
2017.12 255p 19cm 1200 円
物語の舞台として草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】
寛斎先生遺稿 上巻
市河寛斎/著 須賀楠舟/訓訳
2018.1 133p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

ぱらっぱフーガ
竹内真/著 双葉社/発行
2018.1 340p 15cm 657 円
（ 双葉文庫 た-40-03 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2044 号】
ひっくりカエル！
あんべひろし/さく うちだコーイチロウ/え
小学館/発行
2018.1 1 冊 17cm 900 円
あんべ氏は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2047 号】

須賀昌五/発行

クレーン ３９号
前橋文学伝習所事務局/発行
2018.1 191p 21cm 800 円(頒価)

【受贈】

マジカル･ヒストリー･ツアー ミステリと美術で
読む近代
門井慶喜/著 KADOKAWA/発行
2017.12 335p 15cm 880 円
（ 角川文庫 か 76-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2043 号】

【受贈】

群馬県文学賞作品集 第５５回
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2018.2 173p 19cm 1000 円
【受贈】
朱武者伝 結巻
小幡正一郎/著
[2017.11] 260p 19cm
著者は富岡市在住

【受贈】

魔女
樋口有介/著 東京創元社/発行
2018.1 317p 15cm 780 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-15 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2047 号】

【受贈】
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〔2018.3〕

三田文学会 Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ ２０１８.
Ｗｉｎｔｅｒ
三田文学会/発行
2018.1 [4p] 26cm
「仲間」神宮みかん(前橋市在住)/著収録
【受贈】

はじめての著作権法
池村聡/著 日本経済新聞出版社/発行
2018.1 247p 18cm 900 円
（ 日経文庫 1382 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2046 号】
名詞句と音声･音韻の習得
ニール･スネイプ/著 小川睦美/著
白畑知彦/編 くろしお出版/発行
2017.12 7,186p 21cm 2600 円
（ 第二言語習得研究モノグラフシリーズ 1 ）
スネイプ氏は群馬県立女子大学教授
【TRC 新刊案内 2044 号】

忘れられたワルツ
絲山秋子/著 河出書房新社/発行
2018.1 193p 15cm 690 円
（ 河出文庫 い 40-1 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 2045 号】
私小説の技法 「私」語りの百年史 増補改訂
梅澤亜由美/著 勉誠出版/発行
2017.12 9,396,8p 22cm 4200 円
田山花袋「蒲団」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2043 号】

ヨーガ療法ダルシャナ 双方向コミュニケーショ
ンのための言語的かかわり
鎌田穣･木村慧心/著 ガイアブックス/発行
2017.12 11,203p 23cm 2600 円
（ 伝統的ヨーガにもとづくヨーガ療法標準テ
キスト 2 ）
木村氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2044 号】

県関係者の一般著作
イライラしなくなるちょっとした習慣 ６０万人
の怒りをしずめてきたアンガーマネジメントのテ
クニック
安藤俊介/著 大和書房/発行
2018.1 204p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2046 号】

視聴覚資料
男の山脈／伊勢崎みれん（CD）
小林信吉/[歌･]製作 高坂のぼる/作詞
[2018.2] 2 曲
小林氏は伊勢崎市在住
高坂氏は前橋市在住
【上毛 2/23】

教師の見識 変革期に求められる教師の資質･能
力
亀井浩明/著 学事出版/発行
2018.1 157p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2044 号】

朔太郎音楽祭２０１７『月に吠える』刊行１００
年記念～マンドリンのまち前橋～（DVD）
[～マンドリンのまち前橋～朔太郎音楽祭実行
委員会事務局/企画] Cinemapro/制作
[2017] 2 枚組
【受贈】

四間飛車上達法
藤井猛/著 浅川書房/発行
2017.12 230p 19cm 1400 円
（ 最強将棋レクチャーブックス 8 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2043 号】

新島襄 その心 同志社大学創立一四〇周年記念
（DVD）
[「新島襄 その心」制作委員会/制作]
[2015] 116 分
【受贈】

太極悠悠 ３ 太極拳とともに生きる
中野完二/著 時空出版/発行
2017.12 206p 20cm 1800
著者は高崎高校
【受贈、TRC 新刊案内 2043 号】

電子資料

疲れやすい、瘦せにくいは呼吸が原因だった 呼
吸で１０歳は若返ります
大谷義夫/著 二見書房/発行
2018.2 206p 19cm 1300 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2045 号】

群馬大学教育実践研究 第３５号（CD-ROM）
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]
【受贈】

日本サッカー「戦記」 青銅の時代から新世紀へ
加部究/著 カンゼン/発行
2018.2 429p 19cm 2400 円
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 2047 号】
〔 2018.3〕
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