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石原信雄回顧談 一官僚の矜持と苦節 第１巻
我が人生を振り返る
石原信雄/[述]
石原信雄回顧談編纂委員会/編集
ぎょうせい/発行
2018.4 225p 22cm 4000 円
石原氏は群馬県生まれ
【上毛 4/3、TRC 新刊案内 2057 号】

平成 30(2018)年 5 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

・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。

石原信雄回顧談 一官僚の矜持と苦節 第２巻
霞が関での日々 自治官僚として
石原信雄/[述]
石原信雄回顧談編纂委員会/編集
ぎょうせい/発行
2018.4 263p 22cm 4000 円
石原氏は群馬県生まれ
【上毛 4/3、TRC 新刊案内 2057 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。

石原信雄回顧談 一官僚の矜持と苦節 第３巻
官邸での日々 内閣官房副長官として
石原信雄/[述]
石原信雄回顧談編纂委員会/編集
ぎょうせい/発行
2018.4 224p 22cm 4000 円
石原氏は群馬県生まれ
【上毛 4/3、TRC 新刊案内 2057 号】

０ 総記

おでかけ群馬２０１８－１９
ニューズ・ライン/発行
2018.3 168p 26cm 926 円
【受贈、朝日ぐんま 4/20】
近世の宗教と地域社会
北村行遠/編 岩田書院/発行
2018.2 413p 22cm 8900 円
「近世上野国における当山派修験」収録
【TRC 新刊案内 2052 号】

1 哲学･宗教
心いやされる旅坂東三十三か所めぐり秩父三十四
か所めぐり 観音さまとともに歩く関東の霊場ガ
イド
昭文社/発行
2018.4 119p 21cm 1200 円
長谷寺、水澤寺に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2055 号】
古代中世山寺の考古学
上野川勝/著 岩田書院/発行
2018.1 405,6p 22cm 8600 円
「第 4 章第 1 節上野国・下野国の古代山岳寺院」
収録
【TRC 新刊案内 2052 号】

近代日本の植民地主義とジェンタイル・シオニズ
ム 内村鑑三・矢内原忠雄・中田重治におけるナ
ショナリズムと世界認識
役重善洋/著 インパクト出版会/発行
2018.3 398p 22cm 3700 円
【TRC 新刊案内 2053 号】
群馬学の確立にむけて ８ 群馬学連続シンポジ
ウム
群馬県立女子大学/編集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.3 163p 21cm 1400 円
【受贈】
群馬県内公共開発に伴う平成２８年度県内遺跡発
掘調査報告書
群馬県教育委員長事務局文化財保護課/編集･発
行
2018.3 74p 30cm
【 受 贈】
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〔2018.5〕

決定版!いま乗りたい鉄道の旅
交通新聞社/発行
2018.4 127p 29cm 889 円
（ 旅の手帖 MOOK A41 ）
わたらせ渓谷鐵道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2055 号】

太古からの贈り物 尾瀬写真集
鈴木隆志/著 上毛新聞社/発行
2018.3 116p 23 × 25cm 3200 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 5/8】
滝めぐり 信州+県境の名瀑120選
日野東/写真・文 信濃毎日新聞社/発行
2018.3 191p 21cm 1600 円
世立八滝、温泉大滝、常布の滝、麻苧の滝、線
ヶ滝に関する記述あり【TRC 新刊案内 2056 号】

Salamat Datang gi kotaMaebashi! 前橋市へよう
こそ！インドネシア語パンフレット
前橋市国際交流協会/発行
2018.3 16p 30cm
【受贈、上毛 4/4】

Chao mung den voi MAEBASHI 前橋へようこそ
前橋市国際交流協会/発行
2018.3 16p 30cm
【受贈、上毛 4/4】

自殺をしなかった僕の物語：僕はいまも幸せに笑
って生きてます!
車﨑隆・田村重信/著 内外出版/発行
2018.2 170p 18cm 926 円
車﨑氏は前橋市在住
【上毛 4/13】
城下町お散歩ガイド
館林城の再建をめざす会/発行
[2018.4］A3 判

東京から行く!奇跡の絶景に出会う旅 2018-2019
KADOKAWA/発行
2018.2 121p 30cm 880 円
（ ウォーカームック No.820 ）
四万温泉郷、芳ヶ平に関するの記述あり
【TRC 新刊案内 2052 号】

【上毛 4/18】

「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! 平成29年度改訂版
群馬県/発行
2018.3 102p 30cm 362 円
【受贈、桐生タイムス 4/19、
TRC 新刊案内 2057 号】

同志社談叢 第３８号
同志社社史資料センター/編集･発行
2018.3 103,55p 21cm 1000 円

【受贈】

新島研究 第１０９号
同志社大学同志社社史資料センター第一部門研
究/編集 同志社大学同志社社史資料センター/
発行
2018.2 242p 21cm
【受贈】

史料・史跡と古代社会
佐藤信/編 吉川弘文館/発行
2018.3 7,552p 22cm 13000 円
「上野三碑試論」収録【TRC 新刊案内 2052 号】
スマートウエルネスぬまた ウオーキングマップ
沼田女子高校/デザイン 沼田市/発行
[2018.3］
【週刊利根 4/8】

日本の山と海岸 成り立ちから楽しむ自然景観
島津光夫/著 築地書館/発行
2018.3 253p 19cm 2400 円
谷川連峰に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2053 号】

絶景ドライブ＆小旅行 首都圏版
ぴあ/発行
2018.3 97p 26cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
「群馬の渓谷美を楽しむ」「草津・万座の高原
の温泉」収録
【TRC 新刊案内 2052 号】

日帰りハイク関東 2018
JTB パブリッシング/発行
2018.4 111p 26cm 930 円
（ JTB の MOOK ）
谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2053 号】

全国SA・PA道の駅ガイド '18-'19
昭文社/発行
2018.4 291p 30cm 1600 円
（ 昭文社ムック ） 【TRC 新刊案内 2055 号】

東吾妻町指定史跡岩櫃城跡 総合調査報告書
群馬県吾妻郡東吾妻町教育委員会/発行
2018.3 225,51p 写真図版 22p 30cm
（ 東吾妻町埋蔵文化財発掘調査報告書 25 集）
【受贈、上毛 4/20】

全国里見一族交流会会報 ２０１７年（平成２９
年）１２月号
全国里見一族交流会/発行
2018.2 66p 30cm
【 受贈 】

〔 2018.5〕

Bienvenidos a Maebashi
ようこそ前橋へ ス
ペイン語パンフレット
前橋市国際交流協会/発行
2018.3 16p 30cm
【受贈、上毛 4/4】
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Maebashi CONHECA CAPITAL DA PROVINCIA DE GUN
MA 県庁所在地の前橋を紹介します。ポルトガル
語パンフレット
前橋市国際交流協会/発行
2018.3 16p 30cm
【受贈、上毛 4/4】

大泉町 暮らしの便利帳 ２０１８年保存版
大泉町・ゼンリン前橋営業所/発行
2018.3 98p 30cm
【受贈、上毛 4/17】
学校における人権教育 第２１集（平成２９年度）
安中市教育委員会/発行
2018.2 36p 30cm
【 受 贈】

未完の巡礼 冒険者たちへのオマージュ
神長幹雄/著 山と溪谷社/発行
2018.3 301p 20cm 1700 円
山田昇氏（沼田市）に関する記述あり
【上毛 4/1、TRC 新刊案内 2054 号】

群馬県いじめ防止基本方針
群馬県/発行
2017.12 13p 30cm

道の駅旅案内全国地図 平成30年度版 特集温泉
大全
ゼンリン/発行
2018.3 352p 30cm 1100 円
【TRC 新刊案内 2054 号】

【受贈】

群馬県ユネスコ活動のあゆみ 創立５０周年記念
誌
群馬県ユネスコ連絡協議会/発行
2018.2 103p 30cm
【受贈】
群馬自動車大学校５０周年記念誌
学園
群馬自動車大学校/発行
2017.12 158p 30cm

緑の街「前橋」Healing trip 韓国語パンフレッ
ト
前橋市国際交流協会/発行
2018.3 16p 30cm
【受贈、上毛 4/4】

学校法人小倉
【受贈】

ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書 平
成２９年度
群馬県企画部統計課/発行
2018.3 100p 30cm
【受贈】

棟高南八幡街道遺跡 2―物販店舗新築工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書―
山下工業/編集 高崎市教育委員会/発行
2018.1 32p 写真図版 10p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 399 集 ）
【受贈】

ぐんまの手話 改訂版
「ぐんまの手話」編纂委員会/編集
覚障害者連盟/発行
2017.10 239p 21cm

47都道府県・遺跡百科
石神裕之/著 丸善出版
2018.2 4,344p 20cm 3800 円
【TRC 新刊案内 2052 号】

群馬県聴
【受贈】

ぐんまの神楽シンポジウム報告書
群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会
/編集･発行
2018.3 97p 30cm
【受贈】

歴史と永遠 江戸後期の思想水脈
島田英明/著 岩波書店/発行
2018.3 12,376,8p 22cm 5500 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2056 号】

研究の記録 平成２９年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2018.3 1 冊 30cm

【受贈】

国立・私立小学校進学のてびき 首都圏・東日本
２０１９年度版
日本学習図書株式会社編集部/[編]
日本学習図書/発行
2018.2 367p 26cm 2500 円
「群馬」収録
【TRC 新刊案内 2053 号】

3 社会科学
安中教育 第１２号
安中市教育委員会/発行
2018.3 65p 30cm

【 受贈 】

いずみ 第６９号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2018.3 203p 21cm

【受贈】

心を育む学校の力 学校と家庭・地域の協働を生
かして
全国連合退職校長会/編著 東洋館出版社/発行
2018.3 4,162p 21cm 2000 円
「養護教諭や栄養士との連携による組織的な健
康 づ くり （ 群 馬県 ）」「郷土 の誇 りを 見つ け発
信することで自己有用感を高める教育の推進
（群馬県）」収録
【TRC 新刊案内 2055 号】
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〔2018.5〕

殺人鬼戦慄の名言集 Words of killer 106 犯
罪史に名を刻む106人が発した負の言葉
鉄人ノンフィクション編集部/編著
鉄人社/発行
2018.2 223p 15cm 630 円
大久保清女性連続殺人事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2052 号】

第5次藤岡市総合計画２０１８－２０２７ 郷土
を愛し未来を創生する藤岡
藤岡市/発行
2018.3 165p 30cm
【受贈】
第5次藤岡市総合計画２０１８－２０２７ 郷土
を愛し未来を創生する藤岡 概要版
藤岡市/発行
2018.3 17p 30cm
【受贈】

島小研究報告 復刻 増補 第１巻 第１集～第
５集
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm
付属資料：ビデオカセット(1 巻)「目をふく子
ども」
【受贈】
島小研究報告 復刻 増補 第２巻
9集
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

第６集～第

島小研究報告 復刻 増補 第３巻
第１５集
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

第１０集～

島小研究報告 復刻 増補 第４巻
第２０集
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

第１６集～

島小研究報告 復刻 増補 第５巻
第２２集
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

第２１集～

島小研究報告 復刻 増補 第６巻
史
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

島小１１年

島小研究報告 復刻 増補 第７巻
究会資料
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 1 冊 27cm

島小公開研

島小研究報告 復刻 増補 別巻解説
横須賀薫/監修 大空社/発行
1996.2 299p 22cm
少年の主張全国大会報告書 第３９回
の主張２０１７～
国立青少年教育振興機構/編集･発行
2018.3 75p 30cm
群馬県代表者の記事あり

〔 2018.5〕

館女百年史
群馬県立館林女子高等学校「館女百年史」編集
委員会/編集 群馬県立館林女子高等学校創立
百周年記念事業実行委員会/発行
2018.3 295p 30cm
【受贈】
伝統文化継承事業調査報告書 平成２９年度
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2018.3 61p 30cm
【受贈】

【受贈】

平成29年の少年非行
[群馬県警察本部/発行］
2018 4p 30cm

【受贈】

【受贈】
吉岡町暮らしのガイドブック
吉岡町/発行
[2018.4］ 64p A4 判

【受贈】

臨江 第３７号（平成２９年度）
明寿大学同窓会/発行
2018.3 153p 30cm

【上毛 4/17】

【受贈】

【受贈】

4 自然科学
【受贈】
群馬県立がんセンター年報 第４５号（平成２８
年度）
群馬県立がんセンター/編集･発行
2018.1 210p 30cm
【受贈】

【受贈】
楽しい日本の恐竜案内
平凡社/発行
2018.4 95p 26cm 1200 円
（ 別冊太陽 ）
神流町のスピノサウルス類に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2056 号】

【受贈】
～わたし

【受贈】
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ダムの歩き方 全国版
萩原雅紀/監修 地球の歩き方編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ社/発行
2018.3 208p 21cm 1556 円
（ 地球の歩き方 JAPAN ）
新潟・群馬・福島県境のダム(奥只見ダムほか)
に関する記述あり 【TRC 新刊案内 2056 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
鐘紡新町工場に誇りあり～つむぎ手の記憶～
「鐘紡新町工場に誇りあり」編集委員会/編集
よみがえれ！新町紡績所の会/発行
2017.3 69p 30cm
【受贈、上毛 4/2】
旧多野藤岡農業協同組合本店（旧多野会館）記録
保存調査報告書
多野藤岡農業協同組合/発行
2018.1 45p 30cm
【受贈、上毛 4/18】

日本の名城データブック２００ ブルーガイドセ
レクト ハンディ版
今泉慎一/著 ブルーガイド編集部/編 実業之
日本社/発行
2018.3 175p 21cm 1700 円
箕輪城・岩櫃城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2052 号】

群馬カフェ日和すてきなCAFEさんぽ
ゆたり編集室/著 メイツ出版/発行
2018.3 128p 21cm 1630 円
【上毛 4/13、TRC 新刊案内 2053 号】
群馬県の工業 平成２８年経済センサス－活動調
査(製造業・確報詳細版）結果報告書 平成２８
年６月１日現在
群馬県企画部統計課/発行
2018.3 140,117,38p 30cm
【受贈】

6 産業
ことばとリズム［藤岡の養蚕文化］―蚕・繭・生
糸・生絹の藤岡と高山社―
養蚕唱歌研究同好会/発行
[2018.4]
【上毛 4/18】

ぐんまの道 ２０１８
群馬県県土整備部道路整備課道路企画室/発行
2018 折りたたみ 84 × 120cm
【受贈】
県都物語 ４７都心空間の近代をあるく
西村幸夫/著 有斐閣/発行
2018.3 2,334,13p 26cm 3600 円
生糸商人の心意気都市「前橋」に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2054 号】
工業統計調査結果速報 平成２９年
群馬県企画部統計課/発行
2018.3 41,7p 30cm

産業集積地域の構造変化と立地政策
松原宏/編 東京大学出版会/発行
2018.3 14,379p 22cm 9200 円
「北関東産業集積：群馬県太田市・桐生市―も
のづくりネットワークの構築（岡部遊志）」収
録
【TRC 新刊案内 2056 号】
しらべよう!４７都道府県のくだもの
河鰭実之/監修 野菜・くだもの探検隊/編著
汐文社/発行
2018.3 119p 27cm 3600 円
【TRC 新刊案内 2056 号】

【受贈】

洪水記録 平成２９年 １０月２１日－２３日
台風第２１号
群馬県県土整備部河川課/発行
2018.2 39p 30cm
【受贈】
事業年報 平成２８年度
群馬県下水道総合事務所/発行
2018.3 170p 30cm

しらべよう!４７都道府県の野菜
河鰭実之/監修 野菜･くだもの探検隊/編著
汐文社/発行
2018.3 119p 27cm 3600 円
【TRC 新刊案内 2052 号】

【受贈】

スバルデザイン SUBARU DESIGN SUBARUデザイ
ナーが貫く哲学-継承とさらなる進化
御堀直嗣/著 三樹書房/発行
2018.3 141p 26cm 3800 円
【TRC 新刊案内 2054 号】

有害鳥獣ハンドブック 捕獲個体の処理・利活用
群馬県/発行
2018.3 32p 21cm 【受贈、ぐんま経済 4/12】
日本蚕糸業の衰退と文化伝承
高崎経済大学地域科学研究所/編
日本経済評論社/発行
2018.3 9,236p 22cm 3500 円
富岡市の地域づくりの方向性についての記述あ
り
【受贈、TRC 新刊案内 2056 号】
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〔2018.5〕

日本史探偵コナン 名探偵コナン歴史まんが１１
明治時代 機械仕掛けの記念碑
青山剛昌/原作 太田勝/まんが 小学館/発行
2018.2 159p 21cm 980 円
「潜入 ‼ 富岡製糸場」収録
【TRC 新刊案内 2052 号】

三丁目写真館 The SHOWA 30's Gallery:Japan's
Golden Decade<1955～1964> 昭和30年代の人・
物・暮らし
齋藤利江/写真･文 小学館/発行
2018.2 161p 21cm 1800 円
齋藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2052 号】

平成２９年の林業災害
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2018.3 12p 30cm

女子が弾きたい人気&新定番J-POP50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
2018.3 239p 26cm 1800 円
（ ギター弾き語り ）
「瞬き」「クリスマスソング」/back number（群
馬県出身）収録
【TRC 新刊案内 2053 号】

【受贈】

モリノワ VOL.３（２０１７）
群馬県森林ボランティア支援センター/編集･発
行
2018 14p 30cm
【受贈】

MASSIVE 生きざまを伝えるロックマガジン Vo
l.29 清春/BUCK-TICK/MERRY/LUNA SEA
シンコーミュージック・エンタテイメント/発
行
2018.3 192p 23cm 1250 円
（ シンコー・ミュージック・ムック ）
BUCK-TICK は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2053 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
内田彩フォトブック Pretty & Loud years
秋田書店/発行
2018.4 129p 30cm 3500 円
内田氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2056 号】

横堀角次郎と仲間たち展 YOKOBORI Kakujiro an
d his associates 草土社の細密画から、郷里赤
城山の風景まで
横堀角次郎/[画] アーツ前橋/企画
左右社/発行
2018.3 189p 20cm 1850 円
【TRC 新刊案内 2056 号】

ギター・ソロ・ソングブック はじめに弾きたい
20曲
岡村明良/編曲･演奏
シンコーミュージック・エンタテイメント/発
行
2018.3 86p 31cm 2200 円
付属資料：録音ディスク(1 枚 12cm)
「高嶺の花子さん」/back number（群馬県出身）
収録
【TRC 新刊案内 2053 号】
GUNMAマンガ・アニメフェスタ作品集
成２９年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2018.2 220p 21cm

8 語学

第５回（平
【受贈】

甲子園を目指せ!古豪復活の道のり
タイムリー編集部/編 辰巳出版/発行
2018.4 220p 19cm 1400 円
県立前橋商業高校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2056 号】
さきちゃんの人生かるた
斉藤さき/著［･発行］
［2018.4］50p A5 判
著者は太田市在住

〔 2018.5〕

9 文学
新しい詩とその作り方
室生犀星/著 国書刊行会/発行
2018.3 292p 20cm 3800 円
萩原朔太郎の寄稿収録【TRC 新刊案内 2055 号】
田舎教師 改版
田山花袋/作 岩波書店/発行
2018.3 332p 15cm 740 円
（ 岩波文庫 31-021-2 ）
【TRC 新刊案内 2055 号】

【上毛 4/14】
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岡本啓 絶景ノートの余白に 第２５回萩原朔太
郎賞受賞者展覧会
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2018.2 71p 26cm
【受贈】

SEVENTEEN
横山秀夫/著 英カーカス社/発行
[2018.4］
「クライマーズ・ハイ」の英国版
著者は元上毛新聞記者
【上毛 4/28】

群馬県高校生文学賞作品集 第１２集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2018.3 51p 21cm
【受贈】

田山花袋 作品の形成
小堀洋平/著 翰林書房/発行
2018.2 220p 22cm 2800 円
【TRC 新刊案内 2054 号】

県警出動 ４ 遺恨の報酬
麻野涼/著 徳間書店/発行
2018.3 412p 15cm 700 円
（ 徳間文庫 あ 46-6 ）
群馬県警の異色コンビが活躍する小説
【TRC 新刊案内 2053 号】

日本近代詩の発展過程の研究 与謝野晶子、石川
啄木、萩原朔太郎を中心に
ルカ・カッポンチェッリ/著 翰林書房/発行
2018.2 333p 22cm 3800 円
【TRC 新刊案内 2054 号】

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろ
しBOOK
vol.２０
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2018.3 249p 21cm 1200 円
「スープ屋しずくの謎解き朝ごはん」 友井羊
（群馬県生まれ）/著集録
【TRC 新刊案内 2054 号】

ふるさと福島を詠む 東日本大震災、福島第一原
発事故
福島県退職女性教職員あけぼの会･会員/著
堀康雄/著･エスペラント語翻訳
ホリゾント出版/発行
2018.3 32p 30cm 500 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/28】
ポケットのなかの祈り 26人のアンソロジー
フォレストブックス編集部/編
いのちのことば社フォレストブックス/発行
2017.12 102p 19cm 1200 円
星野富弘・内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2055 号】

小屋を燃す
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2018.3 202p 20cm 1500 円
内容：畔を歩く 小屋を造る 四股を踏む 小屋
を燃す
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2056 号】

まひるまの星
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2018.3 250p 16cm 580 円
（ 文春文庫 文春文庫 よ 31-7 紅雲町珈琲屋
こよみ ５ ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 2053 号】

じてんしゃがしゃがしゃ
かさいまり/文 山本久美子/絵
絵本塾出版/発行
2018.3 [32p] 24cm 1400 円
山本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2056 号】
詩のまち前橋若い芽のポエム
集
前橋市/編集･発行
2018.2 169p 21cm

２０周年記念作品
敗れども負けず
武内涼/著 新潮社/発行
2018.3 249p 20cm 1600 円
内容：管領の馬 越後の女傑 沖田畷 春王と安
王 もう一人の源氏
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2055 号】

【受贈】

しばはま 柳家小三治・落語「芝浜」より
野村たかあき/文 絵 柳家小三治/監修
教育画劇/発行
2018.3 [36p] 27cm 1300 円
（ らくごえほん ）
野村氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 2054 号】
水煙 水曜短歌会年刊作品（３０集）
水曜短歌会(前橋市)/発行
2018.3 64p 21cm

酪農家静子 酪農小説短編集
臼井三夫(筆名：間山三郎)/著 筑波書房/発行
2018.4 186p 19cm 1500 円
内 容 ： 北 軽 井 沢 の 仲 間 た ち 酪 農 家 静 子 BSE
前橋家畜市場 ジャッジマン
臼井氏は渋川市在住
【受贈、上毛 4/19】

【受贈】
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〔2018.5〕

リノベご飯のレシピ帖 シャケの焼漬からこねつ
けバーガーまで
竹内真/[著] KADOKAWA/発行
2018.3 312p 15cm 640 円
（ 富士見 L 文庫 た-5-1-1 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2054 号】

看護師のための松陰流人材育成術 吉田松陰が松
下村塾で教えたこと
長谷川勤/著 日本医療企画/発行
2018.3 143p 19cm 1500 円
（ 看護師のしごととくらしを豊かにする 4 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2056 号】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記 <立国篇>上
海道龍一朗/著 PHP 研究所/発行
2018.3 341p 15cm 840 円
（ PHP 文芸文庫 か 10-3 ）
【TRC 新刊案内 2053 号】

群境介のミニ盆栽クロマツ カラー図解
群境介/著 農山漁村文化協会/発行
2018.3 95p 24cm 1800 円
「図解ミニ盆栽 1 クロマツ」(1991 年刊)の改
訂再編
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2055 号】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記 <立国篇>下
海道龍一朗/著 PHP 研究所/発行
2018.3 444p 15cm 840 円
（ PHP 文芸文庫 か 10-4 ）
【TRC 新刊案内 2053 号】

芸術と労働
白川昌生・杉田敦/編 水声社/発行
2018.3 236p 22cm 3000 円
白川氏は群馬県立女子大学、前橋工科大学等講
師
【TRC 新刊案内 2054 号】
ゲノム編集からはじまる新世界 超先端バイオ技
術がヒトとビジネスを変える
小林雅一/著 朝日新聞出版/発行
2018.3 219p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2055 号】

県関係者の一般著作
あなたは体外受精でなくても、妊娠できるのでは?
横田佳昌/著 文芸社/発行
2018.4 169p 19cm 1200 円
著者は横田マタニティーホスピタル（前橋市）
理事長 【上毛 4/12、TRC 新刊案内 2056 号】

健康を食い物にするメディアたち ネット時代の
医療情報との付き合い方
朽木誠一郎/[著]
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2018.3 295p 18cm 1000 円
（ ディスカヴァー携書 195 ）
著者は群馬大学医学部医学科卒
【TRC 新刊案内 2056 号】

アメリカ史のなかのアーミッシュ 成立の起源か
ら「社会的忌避」をめぐる分裂・分立の歴史まで
大河原眞美/著 明石書店/発行
2018.3 221,5p 20cm 2800 円
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【上毛 4/22、TRC 新刊案内 2056 号】

現代の都市経済学
小淵洋一/著 中央経済社/発行
2018.3 3,5,179p 21cm 3400 円
（ Theory & policy ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2054 号】

一般企業の農業参入の展開過程と現段階
大仲克俊/著 農林統計出版/発行
2018.2 11,258p 20cm 3200 円
著者は高崎経済大学大学院地域政策研究科博士
後期課程修了
【TRC 新刊案内 2052 号】

これで、国語科の『学び合い』は成功する! 新
学習指導要領対応
水落芳明・阿部隆幸/編著 学事出版/発行
2018.4 127p 21cm 1700 円
水落氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2053 号】

オタク文化と宗教の臨界 情報・消費・場所をめ
ぐる宗教社会学的研究
今井信治/著 晃洋書房/発行
2018.3 4,262p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2054 号】

これで、算数科の『学び合い』は成功する! 新
学習指導要領対応
水落芳明・阿部隆幸/編著 学事出版/発行
2018.4 135p 21cm 1700 円
水落氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2054 号】

介護の事故・トラブルを防ぐ70のポイント 利用
者と職員を守る介護現場のリスクマネジメント
新版
田中元/著 自由国民社/発行
2018.3 231p 21cm 1700 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2052 号】

〔 2018.5〕

これで、社会科の『学び合い』は成功する! 新
学習指導要領対応
水落芳明・阿部隆幸/編著 学事出版/発行
2018.4 131p 21cm 1700 円
水落氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2054 号】
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これで、理科の『学び合い』は成功する! 新学
習指導要領対応
水落芳明・阿部隆幸/編著 学事出版/発行
2018.4 127p 21cm 1700 円
水落氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2054 号】

日常をポジティブに変える究極の持久力 疲れな
い身体とアタマのつくり方
鏑木毅/[著] ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン/発行
2018.2 246p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2052 号】

社労士事務手続マニュアル 社労士事務職員の為
のルーティーンワークができる本
大谷祐三/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.3 94p 26cm 1200 円
著者は太田市生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2055 号】

ハッピーになれる名前占い 愛蔵版
宮沢みち/著 金の星社/発行
2018.3 143p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2052 号】
母娘(ははこ)問題 オトナの親子 ２
おぐらなおみ・読売新聞生活部/著
中央公論新社/発行
2018.3 125p 21cm 1000 円
おぐら氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2053 号】

人生100歳時代65歳からの「賢い老後」 シニア
時代を生きる知識&常識
治田秀夫/著 ごま書房新社/発行
2018.3 169p 19cm 1350 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2052 号】

余暇の風景学を考える 美学的時間消費論と川瀬
巴水の郷愁 上
小林享/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.3 100p 21cm 800 円
（ 前橋工科大学ブックレット 4 ） 【受贈】

住まい方から住空間をデザインする 図説住まい
の計画 新訂第2版
林知子・大井絢子/著 彰国社/発行
2018.3 162p 26cm 2600 円
林氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2052 号】

霊山信仰の地域的展開 死者供養の山と都市近郊
の霊山
松崎憲三・山田直巳/編 岩田書院/発行
2018.2 334p 22cm 7000 円
山田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2053 号】

宝塚戦略 小林一三の生活文化論
津金澤聰廣/著 吉川弘文館/発行
2018.4 191p 19cm 2200 円
（ 読みなおす日本史 ）
講談社 1991 年刊の再刊
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2054 号】

ワイガヤの本質 “ひらめき”は必然的に起こせ
る
清水康夫・青山和浩/著
日刊工業新聞社/発行
2018.3 11,190p 21cm 2200 円
清水氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2056 号】

地域福祉実践の社会理論 贈与論・認識論・規模
論の統合的理解
山本馨/著 新曜社/発行
2018.3 5,250,12p 22cm 4200 円
著者は群馬県庁職員 【TRC 新刊案内 2054 号】
都市郊外のジェンダー地理学 空間の変容と住民
の地域「参加」
関村オリエ/著 古今書院/発行
2018.2 11,230p 22cm 5200 円
著者は群馬県立女子大学文学部准教授
【TRC 新刊案内 2052 号】

視聴覚資料
It's My Treasure（CD）
HORIKEN/歌
ファンタスティックレコード/発行
2018.3 2381 円
HORIKEN は群馬をメインに活動するブルース
・シンガー
【CD Journal 5 月号】

どんな顔立ちでも、ハッとするほどキレイになる
自分の顔を引き立てる本当に役立つメイクテク
ニック
新里沙智子/著 インプレス/発行
2018.4 175p 21cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2055 号】

金婚喜寿祝い唄 上州心／夫婦（ふたり）の旅路
（CD）
朝比奈元&しげ子/歌 WK-ウェブクウ/発行
2018.3 1111 円
朝比奈氏は元渋川市職員【CD Journal 5 月号】
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〔2018.5〕

ぐんま絹遺産（第５～７回登録：平成２７年２月
～平成２９年３月）（DVD）
［群馬県/発行］
［2018］ 15 分
【受贈】

HORIKEN ６０（CD）
HORIKEN/歌
ファンタスティックレコード/発行
2018.3 2500 円
HORIKEN は群馬をメインに活動するブルース
・シンガー
【CD Journal 5 月号】

校歌 群馬県立前橋清陵高等学校（CD）
東京混声合唱団/歌 新室内楽協会/演奏
［群馬県立前橋清陵高等学校/発行］
［1993］
【受贈】

みどりの四季～群馬県みどり市～ 観光プロモー
ションビデオ 日本語・英語・中国語（繁体・簡
体）（DVD）
みどり市/企画 群馬テレビ/製作
2017 レギュラー版約 27 分 概要版約 7 分
【受贈】

東京ジンタ／ひとり寝まくら（CD）
美月さくら/歌 VP-バップ/発行
2018.3 1143 円
美月氏は群馬県を活動拠点に活動
【CD Journal 5 月号】
童謡唱歌「春のうた」（CD）
由紀さおり・安田祥子/歌
UM-エキスプレス/発行
2018.3 2315 円
由紀氏・安田氏は群馬県生まれ
【CD Journal 5 月号】

電子資料
群馬県浅間家畜育成牧場平成28年度業務年報
（CD-ROM）
［浅間家畜育成牧場/発行］
［2018］
【受贈】

No.0（CD）
BUCK-TICK/演奏 Vl-Lingua Sounda/発 行
2018.3 3000 円
BUCK-TICK は群馬県出身【CD Journal 5 月号】

群馬県水産試験場研究報告 第２３号
８年度業務報告（CD-ROM）
群馬県水産試験場［/発行］
［2017.3］

は ば た け ！ぐ ん ま の 子ど も たち #２９ 考え よ
う！わたしの将来、みんなの未来 平成３０年１
月１３日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

【受贈】

群馬の美術１３０年『上毛新聞ライブラリー』よ
り（電子書籍）
染谷滋/著 上毛新聞社/発行
［2018.3］ 540 円
【上毛 4/1】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #３０ みんなで
楽しく体力向上 平成３０年１月２０日放送
（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #３１ めざせ！
パラリンピック～特別支援学校の子どもたち4～
平成３０年１月２７日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #３２ 学校図書
館が楽しい！ 平成３０年２月３日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #３３ 誇ろう！
郷土のかるた文化 平成３０年２月１０日放送
（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
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