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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１２年１２月分
No.３１３

終わりのない歌
奥野敦士/筆 双葉社/発行
2012.12 243p 19cm 1300 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1795 号】

発行日
発 行

平成 25(2013)年 1 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

関東近世史研究論集 １ 村落
関東近世史研究会/編 岩田書院/発行
2012.11 363p 22cm 7900 円
「近世山村における山地利用の特性 上州山中
領の秣場争論から」佐藤孝之/著収録
【TRC 新刊案内 1795 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。

群馬の山歩き１３０選
イド 改訂
上毛新聞社/編
[2012.12] 1050 円

・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。

安心して登れるコースガ
【上毛 12/30】

現代日本を操った黒幕たち 時代を裏で動かした
男たちの生き様
宝島社/発行
2012.12 106p 26cm 933 円
（ 別冊宝島 1926 ）
中曽根康弘氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1793 号】
しぶかわＳＥＬＥＣＴＩＯＮ さがしものが見つ
かります…
[群馬県渋川市役所企画部企画課/発行]
2012.2 32p 21cm
【 受 贈】

０ 総記

襄･城ヒストリート
安中市/製作
[2012.12]

安中まち歩きマップ
【ぐんま経済 12/22】

戦国史 上州の１５０年戦争
青木裕美/ほか著 上毛新聞事業局出版部/発行
2012.12 13,319p 21cm 1600 円
【上毛 12/25･30、TRC 新刊案内 1796 号】

1 哲学･宗教
両毛の神話 改訂版「下野の神話」
松原日治/著
2012.9 201p 19cm
群馬県内の神社に関する記述あり
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市)初代住職
【受贈】

代表的日本人
内村鑑三/著 齋藤慎子/訳 致知出版社/発行
2012.11 237p 19cm 1400 円
（ いつか読んでみたかった日本の名著シリー
ズ 4 ）
【TRC 新刊案内 1793 号】
谷川岳エコツーリズム 自然を活かしたエコツア
ー 守る 活かす 交わる
[群馬県みなかみ町･谷川岳エコツーリズム推進
協議会/発行]
[2012] 8p 30cm
【受贈】
谷川岳トレッキングコース 高山植物の宝庫を訪
ねる ＪＲ東日本で行く日本百名山
谷川岳山岳資料館/コースガイド監修
[2012.8] 四つ折り 30 × 42cm
【受贈】
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〔2013.1〕

特別展 平成２４年度
玉村の近江商人 日野屋
玉村町歴史資料館/編集･発行
2012.10 15p 30cm

新島八重ものがたり
山下智子/著 日本キリスト教団出版局/発行
2012.12 144p 19cm 1500 円
新島襄に関する記述あり
著者は新島学園短期大学(高崎市)宗教主任･准
教授
【TRC 新刊案内 1795 号】

【 受贈 】

栃木の紅葉 北関東３県栃木･群馬･茨城 もみじ
狩り散策ガイド
小杉国夫/写真･文 下野新聞社/発行
2012.10 127p 19cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1791 号】

幕末会津の女たち、男たち 山本八重よ銃をとれ
中村彰彦/著 文藝春秋/発行
2012.11 301p 19cm 1400 円
山本八重(後の新島八重)は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1791 号】

利根川流域文化地名ノート 上
石野武男/著 創英社/発行
2012.11 69,532p 図版 24p 22cm 4000 円
【TRC 新刊案内 1795 号】

幕末のジャンヌ･ダルク新島八重 新史料と現地
取材で描く新島八重８８年の生涯
好川之範/著 新人物往来社/発行
2012.11 254p 15cm 714 円
（ 新人物文庫 よ-1-2 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1791 号】

利根川流域文化地名ノート 下
石野武男/著 創英社/発行
2012.11 30,630p 22cm 4000 円
【TRC 新刊案内 1795 号】
新島八重
学研パブリッシング/発行
2012.12 101p 29cm 714 円
（ Gakken Mook ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1795 号】

はるかな尾瀬 Vol.１９
尾瀬保護財団/発行
2012.10 7p 30cm
誇りについて 黒澤丈夫の遺訓
上野村[/編集･発行]
[2012.12]
黒澤氏は上野村元村長

新島八重 会津と京都に咲いた大輪の花
国松俊英/著 十々夜/画 岩崎書店/発行
2012.11 182p 18cm 600 円
（ フォア文庫 B465 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1790 号】

【上毛 12/30】

牧師夫人新島八重
雜賀信行/著 雜賀編集工房/発行
2012.12 302p 19cm 1400 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1794 号】

新島八重 維新の桜
楠木誠一郎/著 ポプラ社/発行
2012.11 194p 18cm 650 円
（ ポプラポケット文庫 085-1 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1791 号】

本郷 ２０１３年１月号
吉川弘文館/発行
[2012.12] 48p A5 判
「島隆(しまりゅう)」石内都(桐生生まれ)/著
収録
【桐生タイムス 12/29】

新島八重 媚びず動ぜず凛として
林洋海/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.12 282p 19cm 1200 円
新島襄に関する記述あり
【上毛 12/22･30、TRC 新刊案内 1798 号】

前橋観光カレンダー２０１３
[前橋観光コンベンション協会/発行]
[2012.12] 61 × 30cm 900 円 【上毛 12/28】
前橋市の昭和 写真集
手島仁/監修 いき出版/発行
2012.12 280p 9990 円(税込)
手島氏は群馬県立歴史博物館学芸員
【上毛 12/22】

新島八重と戊辰戦争
星亮一/著 ベストセラーズ/発行
2012.11 213p 18cm 781 円
（ ベスト新書 388 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1792 号】

〔2013.1〕

【受贈】

八重･襄･覚馬 三人の出会い
吉田曠二･坂井誠/著 芸艸堂/発行
2012.12 22,204p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1795 号】
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八重と新島襄
保阪正康/著 毎日新聞社/発行
2012.11 292p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1792 号】

群馬大会 第６４回関東甲信越地区小学校長研究
協議会
群馬大会実行委員会/編集･発行
2012.6 [4,]120p 30cm
【受贈】

ようこそ！前橋赤城山 ２０１２年度版
るるぶ特別編集
JTB パブリッシング/企画･編集･制作
前橋市観光課/発行
2012 31p 26cm
【受贈】

群馬大会報告書 第６４回関東甲信越地区小学校
長研究協議会
群馬大会実行委員会/編集･発行
2012.9 [8,]66p 30cm
【受贈】
群馬大学工業会報 No.１４７
群馬大学工業会/発行
2012.9 83,13p 30cm

歴史ＲＥＡＬ八重と会津戦争 籠城戦を戦い抜い
た激闘と愛の軌跡！
洋泉社/発行
2012.12 127p 29cm 838 円
（ 洋泉社 MOOK ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1792 号】

【受贈】

群馬大学地域貢献シンポジウム報告書 平成２４
年度 身のまわりの放射能を正しく理解する
[群馬大学地域連携推進室/発行]
2012.10 21p 30cm
【受贈】
群馬の文化を考えるアンケート調査結果報告書
群馬県生活文化部文化振興課/発行
2012.9 1 冊 30cm
【受贈】
群馬の文化を考えるアンケート調査結果報告書
（概要版）
群馬県生活文化部文化振興課/発行
【 受 贈】
2012.9 21p 30cm

3 社会科学
歩 ルネサス テクノロジ労働組合 高崎支部設
立４０周年記念誌
日立製作所労働組合･ルネサステクノロジ労働
組合[/編集･発行]
[2012.12]
【上毛 12/30】
教育便覧 平成２４年度
群馬県教育委員会/発行
2012.9 79p 21cm

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2012 173p 30cm

【受贈】

消費者行政の概要 平成２４年度
（平成２４年度消費者施策と平成２３年度実績）
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2012.9 103p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会/発行
2012.10 11,42p 30cm

草津節歌詞選録集
[黒岩正雄/収集･発行]
[2012.12]
黒岩氏は草津温泉湯もみ保存会長
【上毛 12/15】

定例県議会議案 平成２４年９月
（附予算説明書）
群馬県/発行
2012.9 114p 30cm

群馬県議会会議録 平成24年5月定例会
自平成24年5月25日 至平成24年6月15日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2012.9 6,276p 30cm
【受贈】
群馬県公営企業会計決算審査意見書
平成２３年度
群馬県監査委員/発行
2012.8 75p 30cm

平成２４年４月１日

平成２４年
【受贈】

【 受 贈】

日本を元気にする地域の力 ３ 絆が動かす
篠田暢之/監修 戎光祥出版/発行
2012.11 229p 19cm 1500 円
「第１章 日本一の村づくりに挑戦」関清(川
場村村長)/著収録 【TRC 新刊案内 1794 号】

【受贈】

福祉と私 「支えあう社会」を国政の場から
三宅雪子/著 廣済堂出版/発行
2012.12 239p 19cm 1300 円
著者が群馬県第４区から立候補し、国会議員に
なるまでの道に関する記述あり。
【TRC 新刊案内 1795 号】

群馬県歳入歳出決算審査意見書 群馬県美術品等
取得基金運用状況審査意見書 平成２３年度
群馬県監査委員/発行
2012.9 57p 30cm
【受贈】
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〔2013.1〕

ゆい きりゅう市民活動推進ネットワーク
設立１０周年記念誌
きりゅう市民活動推進ネットワーク/発行
2012.7 59p 26cm
【 受贈 】

前橋･高崎･桐生とってもすてきなカフェ
A･R プレス/著 メイツ出版/発行
2012.12 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1791 号】

4 自然科学

6 産業

群馬県立病院事業概要 第３３号
群馬県病院局総務課/発行
2012.9 70p 21 × 30cm

平成２３年度

川場村のむらづくりをけん引する道の駅「田園プ
ラザ川場」の２０年
三田育雄/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.10 88p 21cm 700 円
【上毛 12/25、TRC 新刊案内 1792 号】

【受贈】

年報 平成２３年度
前橋赤十字病院/発行
[2012.8] 257p 30cm

【受贈】

業務報告 平成２３年度（２０１１）
群馬県林業試験場/発行
2012.4 121p 30cm
【 受 贈】

もっと知りたい木の話 みなかみ 森とともに生
きてきた知恵
広川義直･中島武/著 広川義直/イラスト
南保克巳/編集
谷川岳エコツーリズム推進協議会/発行
2012.9 35p 21cm
【 受贈 】
レッドデータブック
群馬県/発行
2012.12

動物編

研究報告 第１７号
群馬県林業試験場/編集
2012.4 69p 30cm

【受贈】

５７－１１ダイヤ改正 あの日から３０年
イカロス出版/発行
2012.12 190p 26cm 2381 円
（ イカロス MOOK ）
上越線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1791 号】

改訂版
【上毛 12/7】

米粉のお店、増えてますよ
群馬県米粉利用推進協議会/作成
[2012.12] 三つ折り A4 判
【ぐんま経済 12/6】

5 技術･工学･家政学･生活科学

なつかしの草軽電鉄(廃線１９６２年) 絵ハガキ
イワサキヒロシ/画
[2012.12] 8 枚 15 × 10cm
イワサキ氏は前橋市在住 【受贈、上毛 12/4】

足尾銅山歴史とその残照
小山矩子/著 文芸社/発行
2012.12 203p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1793 号】
群馬県立産業技術センター業務報告
平成２３年度
群馬県立産業技術センター/発行
2012.9 30p 30cm
群馬県立産業技術センター研究報告
平成２３年度
群馬県立産業技術センター/発行
2012.9 63p 30cm

〔2013.1〕

野にも山にも炭を撒く 炭の力で緑の地球に
宮下正次/著 五月書房/発行
2012.12 232p 19cm 1800 円
敷島公園(前橋市)、吾妻山(桐生市)での取り組
みに関する記述あり
著者は元前橋営林局職員
【上毛 12/30、TRC 新刊案内 1795 号】

【受贈】

わ鐡 わたらせ渓谷鐡道 冬を楽しむ わたらせ
渓谷の旅
[わたらせ渓谷鐡道連絡協議会/発行]
2012.12
【桐生タイムス 12/1、上毛 12/2】

【受贈】
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米壽紀念金澤子卿書法選
金澤子卿/著 寶于草堂(高崎市)/発行
2012.6 118p 38cm
付属資料：「金澤子卿米壽紀念書展 書法選
別冊」 16p 37cm
「金澤子卿米壽紀念書展メッセージ
集」 33p 30cm
著者は高崎書道会会長
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
逢いたい
なかにしあかね/作曲 星野富弘/作詩
河合楽器製作所･出版部/発行
2012.12 11p 30cm 500 円
（ 混声合唱ピース ）
星野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1795 号】

やさい王国 昭和村 ２０１３ カレンダー
昭和村/製作
[2012.12]
第２回「やさい王国昭和村」フォトコンテスト
の入賞作品を利用したカレンダー
【上毛 12/26】

おにぎりなっぱ
野村たかあき/脚本･絵 童心社/発行
2013.1 12 場面 27 × 39cm 1900 円
作品の舞台としてあさま山に関する記述あり
野村氏は前橋市在住【TRC 新刊案内 1795 号】

山口晃大画面作品集
山口晃/著 青幻舎/発行
2012.12 209,27p 30cm 3800 円
著者は桐生市に育つ【TRC 新刊案内 1794 号】

カレンダー 星野富弘詩画集 ２０１３
グロリア･アーツ/発行
2012.5 42 × 42cm 1980 円(税込)
星野氏は群馬県生まれ
【購入】
[企画展 No.９０] 生誕１００年
シノブ
大川美術館(桐生市)/発行
2012.10 63p 24cm

オノサト･ト
【 受贈 】

8 語学

郷土かるた･上毛かるたの基礎的基本的考察－FM
桐生放送「郷土かるたミニゼミナール」より－
原口美貴子･山口幸男/著
日本郷土かるた研究会(吉岡町)/編集･発行
2012.10 110p 21cm
（ 郷土かるた研究双書 第 1 号 ）
原口氏は群馬大学非常勤講師
山口氏は群馬大学名誉教授
【受贈】
群馬県美術品等取得基金運用状況書
平成２３年度
群馬県/発行
[2010.3] [4p] 30cm

ぐんま方言かるた
共愛学園前橋国際大学･繭美蚕/企画･制作･販売
2012.12 1500 円
付属資料：CD[1 枚]
【朝日ぐんま 12/7、上毛 12/23】

【受贈】

高校野球マネー事情 熱い現場とお金の話
手束仁/著 日刊スポーツ出版社/発行
2012.12 206p 19cm 1500 円
高崎健康福祉大学高崎高等学校の磯貝昭夫副理
事長のインタビュー収録
【上毛 12/1、TRC 新刊案内 1793 号】

9 文学
明日 詩集
佐々木幹郎/著 思潮社/発行
2011.10 106p 22cm 2800 円
「浅間山」という題名の作品収録
著者は浅間山麓([嬬恋村])の山小屋で週末を過
ごす
【上毛 12/8、TRC 新刊案内 1745 号】

箱根駅伝 ２０１３ ２０１３年箱根駅伝観戦が
１００倍楽しくなる！ 新たな時代への胎動
宝島社/発行
2012.12 111p 26cm 1000 円
（ 別冊宝島 1925 ）
上武大学駅伝部に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1793 号】

絲的サバイバル
絲山秋子/著 講談社/発行
2012.11 251p 15cm 552 円
（ 講談社文庫 い 113-6 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1792 号】
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祈り 大島知子句集
大島知子/著 文學の森/発行
2012.10 173p 20cm 2477 円
著者は伊勢崎市在住

竹取物語 現代語訳対照･索引付
大井田晴彦/著 笠間書院/発行
2012.11 3,197p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1791 号】

【受贈】

かさじぞう 冬の巻 ３・４歳から
令丈ヒロ子/文 野村たかあき/絵 講談社/発行
2012.11 32p 27cm 1200 円
（ 講談社の創作絵本 ）
野村氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1794 号】

田村孟全小説集
田村孟/著 航思社/発行
2012.9 689p 22cm 7800 円
著者は旧妙義町生まれ
【上毛 12/2、図書新聞 12/18】
土匂う 歌集
北爪貞子/著 けやき書房(前橋市)/発行
2012.11 247p 22cm
（ 地表叢書 第 144 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/30】

瓦礫の下から唄が聴こえる 山小屋便り
佐々木幹郎/著 みすず書房/発行
2012.11 229p 20cm 2600 円
著者は浅間山麓([嬬恋村])の山小屋で週末を過
ごす
【TRC 新刊案内 1791 号】

十津川警部とたどるローカル線の旅
西村京太郎/著 角川学芸出版/発行
2012.9 195,6p 18cm 724 円
（ 角川 one テーマ 21 B-160 ）
草津温泉― JR 吾妻線に関する記述あり
【週刊読書人 12/7、TRC 新刊案内 1783 号】

空想読解なるほど、村上春樹
小山鉄郎/著 共同通信社/発行
2012.11 279p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1793 号】
合同歌集 第３集
子持短歌クラブ九月(ながつき)会(渋川市)/発
行
[2012.12] 70p A5 判
【上毛 12/22】
琴柱(ことじ) 歌集
高橋敏子/著･発行
[2012.12] 254p B6 判
著者は富岡市在住

中山道風雲記 倉賀野秀景の生涯
金井孝司･金井仁/著
[2012.12]
登場人物として長野業政に関する記述あり
【上毛 12/30】

2500 円(税込)
【上毛 12/30】

名もなき花の
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2012.12 286p 20cm 1500 円
（ 紅雲町珈琲屋こよみ [3] ）
著者は高崎市在住
【上毛 12/30、TRC 新刊案内 1797 号】

詩学講義無限のエコー
吉増剛造/著 慶應義塾大学出版会/発行
2012.12 429p 22cm 4200 円
萩原朔太郎に関する講義録の収録あり
【TRC 新刊案内 1795 号】

萩原朔太郎「意志」の覚醒
堤玄太/著 勝原晴希/編 森話社/発行
2012.12 244p 22cm 3800 円
【TRC 新刊案内 1795 号】

小説･新島八重 勇婦、最後の祈り
福本武久/著 筑摩書房/発行
2012.11 223p 20cm 1600 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1793 号】

幕末銃姫伝 京の風 会津の花
藤本ひとみ/著 中央公論新社/発行
2012.11 435p 16cm 686 円
（ 中公文庫 ふ 37-9 ）
登場人物として山本八重(後に新島襄の妻）に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1793 号】

ジョーの夢 新島襄と徳富蘇峰、そして八重
増田晶文/著 講談社/発行
2012.11 344p 20cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1794 号】

真心を差し出されてその包装を開いてゆく処 宋
敏鎬詩集
宋敏鎬/著 青土社/発行
2011.7 109p 22cm 1800 円
著者は前橋市在住
【上毛 12/22】

その日まで
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2012.11 282p 16cm 543 円
（ 文春文庫 よ 31-3 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1791 号】

〔2013.1〕
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まちではたらくくるま
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2012.12 16p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1795 号】

女ノマド、一人砂漠に生きる
常見藤代/著 集英社/発行
[2012.12] 254p 19cm 760 円
著者は太田市出身
【上毛 12/15】
結婚しないの？できないの？ 森川教授の結婚力
養成講座
森川友義/著
ディスカヴァー･トゥエンティワン/発行
2012.11 303p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1795 号】

八重の桜 １
山本むつみ/作 五十嵐佳子/ノベライズ
NHK 出版/発行
2012.11 284p 19cm 1400 円
[新島]八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1794 号】

シェアハウス わたしたちが他人と住む理由
阿部珠恵･茂原奈央美/著 辰巳出版/発行
2012.11 183p 19cm 1000 円
茂原氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1792 号】

八重の生涯
新井恵美子/著 ブレーン/発行
2012.12 267p 19cm 1800 円
登場人物として新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1794 号】
山なみ 伊藤幸博自選句集
伊藤幸博/発行
2012.10 102p 19cm
伊藤氏は前橋市在住

絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」
入門
高橋京介/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2012.12 10,381p 24cm 2800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1794 号】

【受贈】

０てんにかんぱい！
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵
童心社/発行
2012.11 90p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1792 号】

飛行機設計入門 ３ 旅客機の形と性能 どのよ
うな機体が開発されてきたのか
片柳亮二/著 日刊工業新聞社/発行
2012.11 8,228p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1793 号】
人は感動するたびに健康になる 世界有数の心臓
外科医が明かす人体の摂理
南和友/著 マキノ出版/発行
2012.11 164p 19cm 1300 円
著者は北関東循環器病院(渋川市)院長
【上毛 12/3、TRC 新刊案内 1792 号】
ひとり親でも子どもは健全に育ちます シングル
のための幸せ子育てアドバイス
佐々木正美/著 小学館/発行
2012.11 189p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1791 号】

県関係者の一般著作
あなたは人生に感謝ができますか？ エリクソン
の心理学に教えられた「幸せな生き方の道すじ」
佐々木正美/著 講談社/発行
2012.10 253p 19cm 1400 円
（ こころライブラリー ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1790 号】

ぼくらの近代建築デラックス！
万城目学･門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2012.11 197p 19cm 1550 円
門井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1794 号】

奄美シャーマンのライフストーリー 神を生きる
落合美貴子編 南方新社/発行
2012.12 177p 19cm 1800 円
落合氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1795 号】

本当は怖い韓国の歴史
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2012.12 215p 18cm 800 円
（ 祥伝社新書 302 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1795 号】

遠望するまなざし 領土･復興問題の深層＆真相
松本健一/著 李白社/発行
2012.12 259p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1793 号】
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ｂｌｕｅｓ(ブルース)（CD）
ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ/演奏
清水依与吏/作詞･作曲
2012.11 12 曲
ボーカル兼ギターの清水氏は太田市出身、ベー
スの小島和也氏とドラムの栗原寿氏は伊勢崎市
出身
【上毛 12/8】

視聴覚資料
モンポウ前奏曲集＆とプーランク夜想曲集（CD）
下山静香/ピアノ
2012.12 2800 円
下山氏は桐生市出身
【桐生タイムス 11/7】
ぐんま一番 おおた 歴史散策
平成２４年１１月１６日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
ぐんま一番 ぐんま 子育て応援歌
平成２４年１０月１２日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

【受贈】

電子資料
[高山彦九郎関連史跡マップ]（CD-ROM）
[高山彦九郎研究会(太田市)/発行]
[2012.10]
【受贈】

【受贈】

ぐんま一番 ＃１７「アプトの道」で知る先人の
力 平成２４年９月１４日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃１９あかがね色の鉄道に乗って
平成２４年１０月５日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃２０群馬に宿るノーサイド精神
平成２４年１０月１９日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃２１鼻高々な日本一
平成２４年１０月２６日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

【受贈】

ぐんま一番 ＃２２藤岡の土からわくわく
平成２４年１１月９日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
群馬うめえもんのうた（CD）
松原琴恵/作詞･作曲
[山種記念吉井図書館(高崎市)/歌･制作]
[2012.12]
松原氏は山種記念吉井図書館職員
【上毛 12/24】

〔2013.1〕
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