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赤城山検定用テキスト（２０１８年４月版）
栗山久[/著･改訂] 赤城自然塾(前橋市)[/発
行]
2018.4 67p A4 判
【上毛 5/26】

平成 30(2018)年 6 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

新 屋敷 前 遺跡 平 成 ２９ 年度 社 会資 本 総 合 整 備
（防災・安全）（一）石田川（上流工区）河川改
修工場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
2018.3 30p 写真図版 14p 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 642 集 ）
【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。

石川原遺跡（１） 八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書 第５８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 434p 写真図版 197p 付図 4 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 640 集 ）
【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。

伊勢崎市境歴史資料 第２４４号
境史談会/発行
2018.3 60p 26cm

【受贈】

井野屋敷添遺跡 賃事務所建築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2018.3 10p 写真図版 2p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 403 集 ）
【受贈】

０ 総記
紀要 平成２９年度 第５３号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2018.3 73p 30cm
【受贈】

岩鼻歴史マップ集 第７編 祭り
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会/編集･発行
2018.3 30 × 42cm 折りたたみ
【受贈】

国際ソロプチミスト前橋 ４０周年記念誌
国際ソロプチミスト前橋[/発行]
[2018] 40p A4 判
【上毛 5/19】

上ノ平Ⅰ遺跡（３） 八ッ場ダム建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書 第５５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 192p 写真図版 80p 付図 1 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 637 集 ）
【受贈】

渋川勢多会九十年のあゆみ 創立九十周年記念誌
あさを社/編集制作 渋川勢多会/発行
2018.5 109p 21cm
【受贈】
みどり市子どもの読書活動推進計画
みどり市教育委員会事務局社会教育課/編集
みどり市/発行
2018.3 45p 30cm
【受贈】

おおいずみまちウォーキングマップ 大泉町発足
６０周年記念
大泉町[/発行]
2017.12 32 × 36cm 折りたたみ
【受贈、上毛 5/9】
太田街歩き ハンディガイド てくてく、のんび
り、めぐる旅
太田市観光協会[/発行]
2018.3 15p 21cm
【受贈、朝日 5/15】

1 哲学･宗教
平成二十八年度一之宮貫前神社式年遷宮祭
一之宮貫前神社社務所/発行
2018.4 79p 30cm
【受贈】
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〔2018.6〕

OTAマルな街 太田ガイドブック２０１８
太田観光協会・太田市[/発行]
[2018] 16p 30cm【受贈、朝日 5/15、上毛 5/22】

古代日本と朝鮮の石碑文化
小倉慈司・三上喜孝/編 朝倉書店/発行
2018.3 7,115,80,8p 22cm 3400 円
（ 国立歴史民俗博物館研究叢書 4 ）
上野三碑・山上碑・多胡碑・金井沢碑に関する
記述あり
【購入】

尾坂遺跡（３） 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書 第５６集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 42p 写真図版 21p 付図 4 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 638 集 ）
【受贈】
織田信長と上野国 第９５回企画展
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2018.3 144p 30cm

古墳空中探訪 列島編
梅原章一/著 今尾文昭/解説 新泉社/発行
2018.4 127p 26cm 2800 円
浅間山古墳・朝子塚古墳・太田天神山古墳・保
渡田古墳群・綿貫観音山古墳・七輿山古墳に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2057 号】

【受贈】

金井東裏遺跡≪近世・弥生・縄文時代編≫ （国）
３５３号金井バイパス（上信自動車道）単独７軸
道路整備推進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
2018.3 512p 写真図版 185p 付図 18 枚
30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 636 集 ）
【受贈】
川原湯中原Ⅲ遺跡 八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書 第５７集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 72p 写真図版 31p 付図 1 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 639 集 ）
【受贈】

史跡上野国分寺跡第２期発掘調査報告書 総括編
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2018.3 328p 写真図版 103p 30cm 【受贈】

甘楽 観光ガイドブック２０１８
[群馬県甘楽町産業課商工観光係/発行]
2018 29p 21cm
【受贈】

市内遺跡確認調査報告書 平成２７年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2018.3 50p 写真図版 10p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 123 集 ）
【受贈】

研究紀要３６
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 130p 30cm
【受贈】

渋川市市内遺跡１１ 平成２８年度市内遺跡範囲
確認調査・試掘調査報告 平成２６年度市内遺跡
本発掘調査報告
渋川市教育委員会/編集･発行
2018.2 42p 写真図版 10p 30cm
（ 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第 40 集 ）
【受贈】

群馬学センター萩原文庫シンポジウム講演録
群馬県立女子大学群馬学センター/発行
2018.3 138p 30cm
【受贈】

〔 2018.6〕

塩川砂井戸遺跡 池石田遺跡 (都) 3.3.2吉井北
通り線社会資本整備総合交付金 (防災・安全/活
力基盤) 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
2018.3 288p 写真図版 85p 付図 2 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 635 集 ）
【受贈】
塩原太助 その実像と真実
大野富次/著 叢文社/発行
2018.3 135p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2058 号】

観奈遺跡 町道６－４号線道路改良工事に伴う発
掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2018.3 32p 写真図版 7p 30cm
（ 長野原町埋蔵文化財調査報告 第 34 集 ）
【受贈】

古代「上毛野」各地史論
関口功一/著･発行
2018.5 168p 18cm

[さんぴさんぽ せいしじょうさんぽ]
群馬県/発行
2018 折りたたみ
上野三碑と富岡製糸場の周辺ガイドマップ
【産経 5/6、ぐんま経済 5/10】

【受贈】

下中居天神裏遺跡３ 建売分譲に伴う埋蔵文化財
発掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2017.6 18p 写真図版 6p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 393 集 ）
【受贈】
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下湯原遺跡(１) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書 第５９集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 432p 写真図版 111p 付図 3 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 641 集 ）
【受贈】

日本遺産に出会えるまち桐生 かかあ天下―ぐん
まの絹物語―
[桐生市/発行]
[2018.5] 16p A4 判
日本語版・英語版・中国語版(繁体字・簡体字)
があり
【夕刊桐生タイムス 6/1】

続編孝義録料 第３冊 東山道 1
菅野則子/編 汲古書院/発行
2018.4 5,599p 22cm 12000 円
「上野」収録
【TRC 新刊案内 2059 号】

林中原Ⅱ遺跡(２) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書 第６０集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 564p 写真図版 162p 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 643 集 ）
【受贈】

高崎学Ⅰ 高崎のなりたちとその正体
高崎学検定委員会/編集･発行
2018.3 117p 21cm 463 円
【受贈、上毛 5/11、毎日 5/15、産経 5/17、
朝日 5/24】

はるかな尾瀬 Vol.３６
尾瀬保護財団/発行
2018.4 16p 30cm

高崎市国府地区歴史文化遺産マップ
国府公民館他/編集
平成 29 年度国府地区地域づくり活動協議会・
国府地区区長会・上野国分寺遺跡愛好会/発行
2018.2 34 × 80cm 折りたたみ
【受贈】

【受贈】

東宮遺跡(４) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書 第３８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 197p 写真図版 32p 付図 1 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 633 集 ）
【受贈】

町内遺跡ⅩⅥ 平成２７年度 埋蔵文化財緊急発
掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2017.2 16p 写真図版 12p 30cm
（ 長野原町埋蔵文化財調査報告 第 32 集 ）
【受贈】

福島稲荷木Ⅴ遺跡 文化センター周辺土地区画整
理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2018.3 278p 写真図版 40p 30cm
（ 玉村町埋蔵文化財発掘調査報告書第 99 集 ）
【受贈】

町内遺跡ⅩⅦ 平成２８年度 埋蔵文化財緊急発
掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会/発行
2018.2 18p 写真図版 24p 30cm
（ 長野原町埋蔵文化財調査報告 第 33 集 ）
【受贈】

ふるさとふれあいウォーキングマップ ふるさと
館林を歩こう！
館林市教育委員会スポーツ振興課/編集
館林市ウオーキング協会/協力
館林市教育委員会/発行
[2018] 51 × 72cm 折りたたみ
【受贈、上毛 5/9、読売 6/5】

利根沼田の人物伝
高山正/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.3 6,408p 19cm 1400 円
【受贈、上毛 5/10、TRC 新刊案内 2059 号】

誇りを持とうふるさと・となみ
利南地区郷土史研究会/編集･発行
2018.2 128p 30cm

並榎町Ⅰ遺跡２ 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.3 22p 写真図版 4p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 405 集 ）
【受贈】

【受贈】

本郷田中遺跡 送電線用鉄塔建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.3 14p 写真図版 5p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 407 集 ）
【受贈】

西宮遺跡(１) 西宮岩陰 八ッ場ダム建設工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第５４集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.3 162p 写真図版 66p 付図 2 枚 30cm
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第 634 集 ）
【受贈】

まちたびまえばし ２０１８年度版
前橋観光コンベンション協会/発行
[2018] 20p A4 判
【上毛 5/12】
道の駅ガイド関東甲信越
昭文社/発行
2018.5 95p 26cm 680 円
（ 昭文社ムック ） 【TRC 新刊案内 2059 号】
-3-

〔2018.6〕

宮柴前遺跡 ３ （仮称）第４期最終処分場浸出
水処理施設建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
スナガ環境測設/編集 伊勢崎市/発行
2017.3 62p 写真図版 12p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 120 集 ）
【受贈】

群馬大学地域貢献事業 群馬大学主催こども体験
教室 群馬ちびっこ大学－実施報告書－ 平成２
９年度
群馬大学地域連携推進室/発行
2018.3 81p 30cm
【受贈】

本島一郎伝 新潟医科大学整形外科初代教授
―群馬県太田市の医家である本島より新潟へ―
茂木晃/著 上毛新聞社事業局出版部葉
2018.5 98p 19cm 926 円
本島一郎は太田市出身の医師・学者
著者は太田市在住
【上毛 5/24･25】

【受贈】

群馬の特別支援教育―全体版―
群馬県教育委員会/発行
2018.3 63p 30cm

平成２９年度

群馬の粉食文化・オキリコミ―調査報告書－ 群
馬県 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文
化財
群馬県教育委員会/編集･発行
2018.3 179p 30cm
付属資料：DVD1 枚
【受贈】
群馬労働局行政運営方針
群馬労働局/発行
2018 25p 30cm

3 社会科学

平成３０年度
【受贈】

県民経済計算（確報概要版）平成２７年度
群馬県/発行
2018.3 20p 30cm
【受贈】

大泉町買い物支援ガイド
大泉町/発行
2018 12p A4 判
【上毛 5/29、読売 6/5】

心をつなぐハンドブック 共に助け合う社会をめ
ざして 障害ってなんだろう？差別をなくすため
に私たちにできること
群馬県健康福祉部障害政策課/発行
2018.3 54p 21cm
【受贈、毎日 5/15、上毛 5/1、ぐんま経済 5/24、
読売 6/2】

思い出の川場幼稚園 閉園記念誌
川場村立川場幼稚園 川場幼稚園閉園記念誌編
纂委員会/編集 [川場村立川場幼稚園/発行]
2018.3 155p 30cm 1500 円
【受贈】
教育行政の主要施策 平成３０年度
群馬県教育委員会/発行
2018.3 88p 30cm

【受贈】

教育要覧 平成２９年度
沼田市教育委員会/発行
2018 83p 30cm

産業研究 第５３巻第１・2号 通巻８７号
高崎経済大学地域科学研究所/編集･発行
2018.3 220p 26cm
【受贈】

【受贈】

首都圏高校受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
の国公私立全校 茨城・栃木・群馬・山梨の主な
私立高校 ２０１９年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2018.4 1595p 21cm 2200 円
【TRC 新刊案内 2057 号】

グローバル社会における日本の大学教育 全国大
学調査からみえてきた現状と課題
河合塾/編･著 東信堂/発行
2018.3 14,453p 21cm 3800 円
共愛学園前橋国際大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2058 号】
群馬県市町村要覧 平成２９年度
群馬県総務部市町村課/発行
2017.9 148p 30cm

首都圏中学受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１９年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2018.4 907,87p 21cm 2200 円
【TRC 新刊案内 2057 号】

【受贈】

群馬県立高崎高等学校６６期３年１組 古稀クラ
ス会記念文集
[群馬県立高崎高等学校６６期３年１組/発行]
2018.5
【上毛 6/9】

松韻 群馬県高等学校長協会会誌
成２９年度
群馬県高等学校長協会/発行
2018.3 117p 26cm

群馬県労働委員会年報 平成２９年版
群馬県労働委員会事務局/発行
2018.3 125p 30cm

選挙の記録 群馬県議会議員補欠選挙（館林市選
挙区）平成２９年５月１４日執行
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2018.3 82p 30cm
【受贈】

〔 2018.6〕

【受贈】
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第４０号

平

【受贈】

第七次前橋市総合計画
前橋市政策部政策推進課/編集
2018.3 85p 30cm

前橋市/発行
【受贈】

第七次前橋市総合計画 概要版
前橋市政策部政策推進課/編集
2018.3 8p 30cm

前橋市/発行
【受贈】

まえばしスマイルプラン 老人福祉計画・第6期
介護保険事業計画 ≪平成３０(２０１８)年度～
平成３２(２０２０)年度≫ 資料編
前橋市/発行
2018.3 100p 30cm
【受贈】
連盟双書 第１４３集 平成２９年度
特 集 1：「 主体 的 ・対 話 的 で 深い 学 び」 を目 指し
て 特集2：自らの生き方を考える
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
2017.12 107p 30cm
【受贈】

高崎経済大学創立６０周年記念誌
60th Anniversary
高崎経済大学創立 60 周年記念誌編集委員会/編
集 高崎経済大学/発行
2017.6 167p 30cm
【受贈】
地方公立名門校
おおたとしまさ/著 朝日新聞出版/発行
2018.4 248p 18cm 780 円
（ 朝日新書 662 ）
県立前橋高校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2058 号】

4 自然科学
赤城姫 第３０号
赤城姫を愛する集まり/発行
2018.3 127p 26cm

地方災害と防災福祉コミュニティ 浅間山大噴火
被災地復興・発展の教訓
川村匡由/著 大学教育出版/発行
2018.4 8,147p 19cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2059 号】
定例市議会議案書
送付分）
前橋市/発行
2018 8p 30cm

浅間火山北麓の２万５０００分の１地質図 ２０
１０年改訂版
早川由紀夫/著 あさま北軽スタイル/発行
2010.3 折りたたみ 42 × 69cm 500 円
【受贈】

平成３０年第１回 （第４次

浅間山の噴火地図 １：５００００
早川由紀夫/著 あさま北軽スタイル/発行
2010.5 折りたたみ 42 × 69cm 500 円
【受贈】

【受贈】

日本地域政策研究 第２０号
日本地域政策学会（高崎市）/編集･発行
2018.3 86p 30cm
【受贈】

江戸の科学者 西洋に挑んだ異才列伝
新戸雅章/著 平凡社/発行
2018.4 251p 18cm 820 円
（ 平凡社新書 875 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2059 号】

藤岡市まちづくりシンポジウム 平成２９年度事
業報告
藤岡市まちづくりシンポジウム実行委員会（高
山社顕彰会）/編集･発行
2018.3 51p 30cm
【受贈】

感染症発生動向調査報告書 平成２９年（２０１
７年）
群馬県感染症情報センター/編集･発行
2018.3 62p 30cm
【受贈】

平成十九年度～二十九年度のあゆみ 創立八十周
年記念誌
群馬県立下仁田高等学校/編集
群馬県立下仁田高等学校創立八十周年記念事業
実行委員会/発行
2017.11 44p 30cm
【受贈】
前橋市企業ガイドブック
前橋市産業政策課/発行
2018.2 128p 30cm

【受贈】

関東山地カモシカ保護地域特別調査報告書 平成
２８・２９年度
群馬県教育委員会他/発行
2018.3 119,18p 30cm
【受贈】
教養の化学実験 第３版
群馬大学教養の化学実験研究会/編
学術図書出版社/発行
2018.3 4,169p 26cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2059 号】

【受贈】

まえばしスマイルプラン 老人福祉計画・第6期
介護保険事業計画 ≪平成３０(２０１８)年度～
平成３２(２０２０)年度≫
前橋市/発行
2018.3 160p 30cm
【受贈】
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〔2018.6〕

ぐんまちゃんの食育紙芝居 ４話収録 Ⅰぐんま
ちゃんの楽しいお誕生日会【マナー編】 Ⅱぐん
まちゃんの「いのちをいただきます」【農業理解
編】 Ⅲぐんまちゃんの元気のひみつ【栄養編】
Ⅳぐんまちゃん「朝ごはんをしっかりね」【朝
ごはん編】
群馬県食品安全課/企画（著作･制作）
2012.3 4 組(58 枚) 30 × 43cm
【受贈】
世界の科学者まるわかり図鑑
藤嶋昭/監修 学研プラス/発行
2018.4 118p 27cm 2500 円
（ 学研の図鑑 ）
関孝和に関する記述あり
太古の奇蹟 自然石
都丸準之助/著･発行
2017.10 108p 21cm
著者は前橋市在住

くらしとヴィンテージ
ゆたり出版/発行
2018.1 131p 26cm 2000 円
群馬県の住宅に関する記述あり

群馬県の廃棄物（廃棄物・リサイクル課業務概要）
平成２７年度版
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課/編集･
発行
2018.3 84p 30cm
【受贈】
時短☆簡単 朝ごはん！
群馬県/発行
[出版年不明] 1 冊 30cm

【購入】

【受贈】

SUBARU MAGAZINE vol.１５ 乗る人すべてが快
適になるBRAND NEWフォレスター
交通タイムス社/発行
2018.5 144p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2058 号】

【受贈】

高崎市医師会七十年史
高崎市医師会七十年史編集委員会/編集
高崎市医師会/発行
2018.3 630p 27cm
【受贈】

すみかくらぶ 家づくり工務店カタログ BUILDER
CATALOG ２０１８
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2018.3 87p 30cm
【受贈 、上毛 5/10】

榛名湖（群馬県）の水檎類 ―多いのは，ホシハ
ジロ，キンクロハジロ，オオバンである―
清水伸彦/著･発行
[2018.3] 129 ～ 134p 30cm
「群馬県立自然史博物館研究報告(22)」の抜刷
【受贈】

鉄道とトンネル 日本をつらぬく技術発展の系譜
小林寛則・山崎宏之/著
ミネルヴァ書房/発行
2018.4 314,4p 21cm 2200 円
（ シリーズ・ニッポン再発見 8 ）
碓氷峠・清水トンネル・中山トンネル・上越新
幹線とトンネルに関する記述あり
【購入】
伝統工芸のきほん ４ 布 織りものそめもの
伝統工芸のきほん編集室/[編] 理論社/発行
2018.2 39p 31cm 2800 円
伊勢崎絣・桐生織に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2050 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
インフラツーリズムガイド 全国各地の公共事業
の現場を見に行こう!! ２０１８
芸文社/発行
2018.5 111p 26cm 1157 円
（ GEIBUN MOOKS ）
八ツ場ダムに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2057 号】

ニッポン駄菓子工場 NIPPON SWEETS FACTORY
Beretta/著 雷鳥社/発行
2018.4 235p 19cm 1600 円
村岡食品興業株式会社に関する記述あり【購入】
麺恋マップ
地域協議会/発行
[2018.5] 16p A4 判
桐生・太田・館林・足利・佐野市の自慢の一品
を紹介
【上毛 6/1、朝日 6/13】

活動報告書 平成２９（２０１７）年度 第１７
号 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
[南橘の自然観察と環境を守る会/発行]
2018 44p 30cm
【受贈】
がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす台所
14年も生きた奇跡の料理レシピ
神尾真木子/著 幻冬舎/発行
2018.4 164p 18cm 1100 円
著者は群馬県生まれ、「奇跡のシェフ」著者神
尾哲男氏の妻
【TRC 新刊案内 2057 号】

〔 2018.6〕

【受贈】
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嬬恋村カモシカ等食害対策調査業務委託業務＆嬬
恋村カモシカ等食害対策調査に付随するカモシカ
行動分析調査報告書 平成２９年度
総合環境計画・ROOTS[/発行]
2018.2 42,13p 30cm
【受贈】

6 産業
吾妻地域森林計画書（吾妻森林計画区） 計画期
間：自平成３０年４月１日・至平成４０年３月３
１日
群馬県/発行
2018 47,33p 30cm
【受贈】
観光地域学
奥野一生/著 竹林館/発行
2018.3 270p 21cm 1800 円
（ 新・ソフィア叢書 No.1 ）
群馬県に関する記述あり

日本遺産「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」かか
あ自慢の祭典 シルクカントリーぐんま
上毛新聞社事業局出版部/制作
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会/発行
2018.2 43p 30cm
【受贈】
農業農村整備事業のあゆみ 平成２９年度
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2018.3 149p 30cm
【受贈】

【購入】

関東農林水産統計年報 平成２８～２９年
関東農政局統計部/編集･発行
2018.3 445p 30cm
【受贈】
きのこ研だより ４０
日本きのこ研究所（桐生市)/発行
2017.12 60p 26cm

ひもとくアプト式鉄道のはなし
茂木誠一・猿谷應司・関行雄/著･発行
[2018.5] 64p B5 判
JR 信越線横川―軽井沢駅間を走ったアプト式
鉄道を解説した本
茂木氏・猿谷氏・関氏は安中市在住
【上毛 5/11、東京 6/3】

【受贈】

黄門さまの社会科クイズ 6 地理・工業と貿易
の旅
国土社編集部/編集
早川明夫/監修
国土社/発行
2018.3 93p 22cm 2000 円
富岡製糸場、高崎駅の南北にあった工場に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2057 号】

プレモダン建築巡礼 JAPANESE PRE-MODERN ARCH
ITECTURE １８６８－１９４２
磯達雄/文 宮沢洋/イラスト 日経 BP 社/発行
2018.4 255p 21cm 2400 円
冨岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2059 号】

島村ここに在り 境島村及びぐんま島村蚕種の会
に関する新聞報道等 その９《平成２８年４月１
日～平成２９年３月３１日》
[ぐんま島村蚕種の会/発行]
[2016] 2p 新聞記事等 65 30cm
【受贈】

ポケット関東農林水産統計
関東農政局統計部/発行
2018.3 189p 18cm

平成２９年版

横濱旅中日記（明治４年７月上毛嶋村
ぐんま島村蚕種の会/発行
2018.2 32p 21cm
（ 境島村関係資料 第 12 号 ）

主要農作物作況調査成績書 （水稲、コンニャク、
小麦）平成２９年度
群馬県農政部技術支援課/発行
2018 74p 30cm
【受贈】

【受贈】
田島弥平）
【受贈】

全国路線バス大百科 ２０１８
日本バス友の会/監修 講談社ビーシー/発行
2018.2 128p 30cm 2100 円
（ バスマガジン MOOK ）
群馬のバスに関する記述あり
【購入】
地域森林計画変更計画書
群馬県/発行
2018 12,7,9p 30cm

平成２９年度

畜産施策の概要 平成３０年度
群馬県農政部畜産課/発行
2018 57p 30cm

【受贈】

【受贈】
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〔2018.6〕

古代エジプト美術の世界 魔術と神秘
スイス、ジュネーヴ、ガンドゥール美術財団
ロバート・スティーヴン・ビアンキ/監修・著
平凡社/発行
2015.4 190p 26cm 2315 円
2016 年 1 月 5 日～ 3 月 21 日 群馬県立館林美
術館ほかで開催の展覧会の図録
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
カミナリとアート 光／電気／神さま
熊谷ゆう子/編 群馬県立館林美術館/発行
2017.7 59p 22cm
2017 年 7 月 15 日～ 9 月 3 日群馬県立館林美術
館で開催の展覧会の図録
【受贈】

土
京都のみやびとモダン 京都国立近代美術館所蔵
日本画・工芸名品展
野澤広紀（群馬県立館林美術館学芸員）/編集
群馬県立館林美術館/発行
2017.4 134p 23cm
2017 年 4 月 22 日～ 6 月 25 日 群馬県立館林美
術館で開催の展覧会の図録
【受贈】

大地のちから 図録
群馬県立館林美術館/編･発行
2008 52p 21cm
主催：群馬県立館林美術館 会期：2008 年 6
月 28 日-8 月 31 日
【受贈】

きらめき 片貝好昭写真集
片貝好昭/著 フォトアドバイス/発行
2017.11 102p 26cm 6800 円
著者は渋川市在住
【受贈】

都市のフランス自然のイギリス １８・１９世紀
絵画と挿絵本の世界
栃木県立美術館･群馬県立館林美術館/編
川越市立美術館ほか/発行
2007 150p 25cm
2007 年 9 月 23 日～ 12 月 2 日 群馬県立館林美
術館ほかで開催の展覧会の図録
【受贈】

近代群馬における消防ラッパ譜の制定とその変遷
について
奥中康人/著･発行
2018.3 65-89p 30cm
静岡文化芸術大学研究紀要第 18 巻 2018 年 3 月
より抜刷
【受贈】

日本の岩場 改訂 上巻
菊地敏之/編･著 白山書房/発行
2018.4 159p 21cm 2000 円
（ CLIMBING GUIDE BOOKS ）
谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2059 号】

国吉康雄<１８８９－１９５３>展 アメリカンド
リームの光と影
国吉康雄[/画] 群馬県立館林美術館/発行
2008 48p 26cm
2008 年 9 月 13 日～ 11 月 30 日 群馬県立館美
術館で開催の展覧会の図録
【受贈】

ビギナーズ山歩きサポートBOOK ２０１８ いち
から山歩きはじめよう 高尾山から富士山、北ア
ルプスへ!
ネコ・パブリッシング/発行
2018.4 106p 30cm 917 円
（ NEKO MOOK 2705 ）
谷川岳・日光白根山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2059 号】

煌

群馬県立館林美術館研究紀要 平成１９年度 ２
００７－２００８
群馬県立館林美術館/編集･発行
2008.3 25p 30cm
【受贈】

フランス絵本の世界
鹿島茂コレクション
鹿島茂/著 青幻舎/発行
2017.9 220p 28cm 3200 円
2017 年 9 月 23 日～ 2018 年 6 月 12 日開催の展
覧会の図録(2017 年 9 月 23 日～ 12 月 24 日は
群馬県立館林美術館で開催)
【受贈】

群馬県立館林美術館所蔵品目録 ２０１１
群馬県立館林美術館/編集･発行
2012.3 248p 30cm
【受贈】
ぐんまちゃんと学ぶ 食育カルタ
群馬県健康福祉部保健予防課/発行
2017.7 17 × 12cm 642 円

フランソワ・ポンポンの人と作品 François Pom
pon, １８５５－１９３３ 群馬県立館林美術館
所蔵全作品目録
群馬県立館林美術館/発行
2008 16p 26cm
2008 年 12 月 13 日～ 2009 年 4 月 5 日群馬県立
館林美術館で開催の展覧会の目録
【受贈】

【受贈】

ぐんまちゃんと学ぶ 食育カルタ （大判）
[群馬県健康福祉部保健予防課/発行]
[2017] 23 × 16cm
【受贈】

みどり市スポーツ推進計画 ２０１８年度～２０
２７年度
みどり市教育委員会事務局社会教育課/編集
みどり市/発行
2018.3 62p 30cm
【受贈】

〔 2018.6〕
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山名文夫とアール・デコ 資生堂スタイルの確立
者
群馬県立館林美術館/発行
2015.4 87p 26cm
2015 年 4 月 25 日～ 6 月 28 日群馬県立館林美
術館で開催の展覧会の図録
【受贈】

エスパドリーユ 詩集
泉麻里/著 書肆山住/発行
2018.4 101p 19cm 2400 円
（ 詩的現代叢書 24 ）
著者は群馬県生まれ

おれたちの仇討 書き下ろし長編時代小説
鳥羽亮/著 双葉社/発行
2018.4 271p 15cm 593 円
（ 双葉文庫 と-12-53 ）
上州高崎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2058 号】

夢伝説 倉本麻弓とフジタマ
群馬県立館林美術館/編･発行
[2007] 16 枚 26cm
2007 年 12 月 15 日～ 2008 年 3 月 30 日群馬県立
館林美術館で開催の展覧会の図録
【受贈】
夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史
Ⅰ.関東編 研究報告
東京都写真美術館/編集･発行
2007.3 86p 30cm
2007 年 3 月 10 日～ 9 月 9 日開催の展覧会の図
録(6 月 30 日～ 9 月 9 日は群馬県立館林美術館
で開催)
【受贈】

カーテン(幕)シリーズ 迷宮の富岡その伏線(ア
ンダープロット)
召祭薫(中山一夫)/著[･発行]
[2018.5] 486p 四六判 1500 円
著者は高崎市在住
【上毛 5/12】

8 語学
文豪の凄い語彙力
山 謠司/著 さくら舎/発行
2018.4 251p 19cm 1500 円
田山花袋に関する記述あり

【受贈】

虚子探訪
須藤常央/著 神奈川新聞社/発行
2017.9 342p 18cm 1400 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

月球儀 句集
山本掌/著 DiPS. A/発行
2018.3 211p 20cm 2500 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 5/9】

秋山春海 川柳作家ベストセレクション 風狂の
男一匹野点傘
秋山春海/著 新葉館出版/発行
2018.4 95p 17cm 1200 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

ウンコマン
関本健史/著[･発行]
[2018.4] 127p 15cm
著者は群馬県在住

加藤元重句文集－戦後編
加藤元重/著 岩片仁次/編集
鬣の会（前橋市）/発行
2018.3 226p 15cm 1500 円
（ 風の花冠文庫 23 ）

「雲雀の会」詩集 第１１号
前橋文学館友の会 詩サークル「雲雀の会」/
発行
2018.4 28p 26cm
【受贈】

【購入】

9 文学

アメリカ紀行
木村憲太郎/著[･発行]
[2018.5] 76p A5 判
著者は渋川市在住

【受贈】

洒落倒し江戸３００ 洒落と言葉遊びで江戸の歴
史を楽しく覚える
広目屋隆助/著･編纂 上州遊山/狂句
富岳舎/発行
2018.5 224p 21cm 1800 円
上州氏は群馬県在住
【受贈】
白髪 句集
堀越胡流/著 現代俳句協会/発行
2018.4 190p 20cm 2000 円
著者は高崎市在住

【上毛 5/24】

【受贈】

白い道 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 詩人会議出版/発行
2018.4 113p 22cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 6/1】

【受贈】
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〔2018.6〕

新選組颯爽録
門井慶喜/著 光文社/発行
2018.4 416p 16cm 720 円
（ 光文社文庫 か 53-4 ）2015 年刊の増補
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2058 号】
井蛙吟集(せいあぎんしゅう) ～板倉を詠む、板
倉を撮る～
簗田輝子/俳句 飯塚英夫/写真
簗田輝子・飯塚英夫/発行
2018.4 104p 22 × 24cm
簗田氏・飯塚氏は板倉町在住【受贈、上毛 6/12】
世界で初めて公害に挑んだ男 政治家の中の政治
家 義人・田中正造 新装版
早乙女伸/著 東京図書出版/発行
2018.5 371p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2059 号】
その人のことなど、記憶の中からあふれだした人
に
樋口武二/著 書肆山住/発行
2018.4 103p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 30 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈】
それは阿Ｑだと石毛拓郎が言う 愛敬浩一詩集
愛敬浩一/著 詩的現代出版部/編集
書肆山住/発行
2018.4 205p 21cm 2400 円
（ 詩的現代叢書 28 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 5/16】
遠い国からきた少年
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2018.4 347p 16cm 780 円
（ 中公文庫 ひ 21-13 ）
「笑う少年」(2015 年刊)の改題
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】
白寿の歩 句集
大島紫篁/著･発行
2018.4 163p 20cm
著者は高崎市在住

2500 円
【受贈】

バッグをザックに持ち替えて
唯川恵/著 光文社/発行
2018.4 217p 19cm 1200 円
浅間山・谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2059 号】
犯罪者は反面教師である 実録・能勢警部補の捜
査ファイル
深沢敬次郎/著 元就出版社/発行
2018.5 219p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 5/11】

〔 2018.6〕
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ブルーモーメント 詩集
福田誠/著 明文書房/発行
2018.3 71p 16cm 1000 円
（ えぼ叢書 13 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2058 号】
文豪たちの友情
石井千湖/著 立東舎/発行
2018.4 254p 19cm 1500 円
萩原朔太郎・田山花袋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2058 号】
文豪と酒 酒をめぐる珠玉の作品集
長山靖生/編 中央公論新社/発行
2018.4 297p 16cm 820 円
（ 中公文庫 な 52-4 ）
萩原朔太郎の作品収録
【読売 5/20、TRC 新刊案内 2059 号】
分水嶺 随筆集
善如寺裕子/著 ピース・ライフ書房/発行
2018.5 94p 21cm
著者は群馬県生まれ
【受贈】
ぶんぶくちゃがま
あかぎかんこ/ぶん
新樹社/発行
2018.3 24p 31cm
（ 名作童話 ）

なかがわだいすけ/え
1300 円
【TRC 新刊案内 2058 号】

平凡な革命家の食卓
樋口有介/著 祥伝社/発行
2018.4 309p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2058 号】
北方の王者たち 物語・奥州藤原氏の興亡
原沢晃一/著 文芸社/発行
2017.4 299p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】
茂吉の短歌「をさな妻」表記の系譜 玉堂・華秋
/花仙・友一の作品
杉沼永一/編･著 山形 Biblia の会/発行
2018.2 179p 22cm 1851 円
【受贈、TRC 新刊案内 2057 号】
雪郷の四季 平成２１年度群馬県文化奨励賞受賞
藤原俳壇とちのみ会発足５０周年記念 記念誌
とちのみ会の歩み 上巻
藤原俳壇とちのみ会記念誌編集委員会/編集
藤原俳壇とちのみ会/発行
2013.4 376p 26cm
【受贈】

雪郷の四季 平成２１年度群馬県文化奨励賞受賞
藤原俳壇とちのみ会発足５０周年記念 記念誌
とちのみ会の歩み 下巻
藤原俳壇とちのみ会記念誌編集委員会/編集
藤原俳壇とちのみ会/発行
2013.4 372p 26cm
【受贈】

５０歳からのお楽しみ生活
中山庸子/著 海竜社/発行
2018.4 119p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2057 号】
ゴルフ歴１年で７０台に突入できる３０cmトレ
大塚友広/著 東邦出版/発行
2018.5 165p 19cm 1111 円
著者は富岡市出身
【上毛 5/18】

ラバウル 今村均軍司令官と十万人のサバイバル
岡田幸夫/著 郁朋社/発行
2018.5 284p 19cm 1500 円
著者は桐生市在住
【受贈、東京 5/28、夕刊桐生タイムス 6/8】
ルルとララのアニバーサリー・サンド
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2018.4 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 61 ）
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】

これからの高齢者看護学 考える力・臨床力が身
につく
島内節・内田陽子/編･著
ミネルヴァ書房/発行
2018.4 6,325p 26cm 3500 円
内田氏は群馬大学大学院保健学研究科教授
【TRC 新刊案内 2059 号】
サラブレッドに「心」はあるか
楠瀬良/著 中央公論新社/発行
2018.4 282p 18cm 860 円
（ 中公新書ラクレ 619 ）
著者は群馬大学大学院を経た
【TRC 新刊案内 2058 号】

県関係者の一般著作

図解でわかる!やってはいけないウォーキング
青柳幸利/著 SB クリエイティブ/発行
2018.4 78p 21cm 1000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】

EVウォーズ EV WARS (電気自動車ウォーズ)
永井隆/著 日本経済新聞出版社/発行
2018.5 289p 19cm 1600 円
著者は桐生市出身
【夕刊桐生タイムス 6/5】
一流企業で続々活躍、早稲田超人気・森川ゼミの
入社3年目までに絶対に知っておきたいこと
森川友義/[著]
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2018.4 190p 19cm 1400 円
「一流企業で続々活躍、早稲田超人気・森川ゼ
ミの 20 代で 10 倍差をつけるエリート養成講
座」(2015 年刊)の改題,再編集
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】
宇宙ビジネス第三の波 NewSpaceを読み解く
齊田興哉/著 日刊工業新聞社/発行
2018.4 197p 21cm 1600 円
（ B&T ブックス ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】
現代アイヌの生活と地域住民 札幌市・むかわ町
・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして
小内透/編･著 東信堂/発行
2018.3 8,322p 22cm 3900 円
（ 先住民族の社会学 第 2 巻 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2058 号】
コード理論大全
清水響/著 リットーミュージック/発行
2018.4 414p 23cm 2800 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2059 号】
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天風式ヨーガと瞑想のすすめ
野口五十六/発行
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2018.2 208p 20cm 1200 円
著者は富岡市生まれ
【受贈】
なぜ中国・韓国は近代化できないのか 自信のあ
りすぎる中国、あるふりをする韓国
石平・豊田有恒/著 勉誠出版/発行
2018.4 219p 19cm 1000 円
（ 勉誠選書 ）
豊田氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 2059 号】
日本政治の深層病理 戦後民主主義の社会学
間庭充幸/著 書肆クラルテ/発行
2018.4 271p 19cm 2300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2057 号】
日本の有平糖 名匠に学ぶ、基本の手順と細工徹
底解説
石川久行/著 グラフィック社葉
2018.5 175p 26cm 3500 円
著者は高崎市の和菓子店「鉢の木七冨久」店主
【上毛 5/25、TRC 新刊案内 2061 号】
日本のインテリアデザイン全史
大川三雄・大橋智子/著 柏書房/発行
2018.4 461p 31cm 20000 円
大川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2057 号】
〔2018.6〕

北欧サーミの復権と現状 ノルウェー・スウェー
デン・フィンランドを対象にして
小内透/編･著 東信堂/発行
2018.3 9,346p 22cm 3900 円
（ 先住民族の社会学 第 1 巻 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2058 号】
水がなくなる日
橋本淳司/著 産業編集センター/発行
2018.4 138p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/5、TRC 新刊案内 2058 号】

視聴覚資料
あじさいの街…渋川（CD)
萩原ひろし/歌･制作 萩原ゆき江/作詞
[2018] 1200 円
萩原氏は渋川市在住
【上毛 5/16】
桜

花びら 大泉（CD)
後藤一春・Ichico(坂本一子)/作詞[･歌]
後藤一春/作曲
後藤氏・坂本氏は大泉町在住
【上毛 6/8】

目からウロコの自然観察 カラー版
唐沢孝一/著 中央公論新社/発行
2018.4 2,182p 18cm 1000 円
（ 中公新書 2485 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2059 号】

上州吾妻炭焼唄（CD)
関口徳五郎/歌･演奏･作詞･制作
[2018]
故角田地夫(中之条町)氏の詩を基に作詞
関口氏は渋川市在住
【上毛 5/22】

もりのほうせき ねんきん
新井文彦/写真･文 ポプラ社/発行
2018.5 34p 21 × 26cm 1500 円
（ ふしぎいっぱい写真絵本 33 ）
新井氏は富岡市在住
【上毛 5/10、読売 5/11、TRC 新刊案内 2061 号】

好きです太田（CD)
長谷川とも子/歌 江原太一湖/作詞
矢島ひろ明/作曲
[2018]
長谷川氏は太田市在住
【上毛 5/23】

やってはいけないウォーキング 大活字版
青柳幸利/著 SB クリエイティブ/発行
2018.4 180p 26cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2057 号】
留学生は近代日本で何を学んだのか 医薬・園芸
・デザイン・師範
見城悌治/著 日本経済評論社/発行
2018.3 5,296p 22cm 3700 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2057 号】

So Happy（CD)
内田彩/歌
2018.5 4 曲 1300 円(通常盤) 1900 円(初回
限定盤・DVD 付き)
TV アニメ「お前はまだグンマを知らない」の
主題歌収録
内田氏は太田市出身
【朝日ぐんま 5/18】

電子資料

〔 2018.6〕
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