群

馬

の

本

1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年６月分
No.３７９

神さま、今までごめんなさい 榛名山の御師が伝
える神の御言
柿添政可/著 セルバ出版/発行
2018.5 175p 19cm 1500 円
著者は榛名神社の社家に生まれた
【TRC 新刊案内 2063 号】

平成 30(2018)年 7 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

雲の上はいつも青空 人生を励ます禅僧の５０話
酒井大岳/著 ザ・ブック/発行
2018.5 219p 19cm 1400 円
著者は長徳寺(東吾妻町)住職
【上毛 6/15、TRC 新刊案内 2062 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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
IC降りてぶらっと３時間周遊 ＆ ちょい寄りグル
メ
NPO 産業観光学習館/発行
[2018]
群馬、埼玉両県の絹遺産を発信する「上武絹の
道」事業の一環の小冊子
【上毛 6/15】

０ 総記

朝倉伊勢西No.３遺跡 店舗建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
シン技術コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.8 52p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

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[･発行]
上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.2 73p 21cm
太田市在住の著者が上毛新聞の“ひろば”欄に
投稿し、掲載された文章を編集したもの
【受贈】

A History of Radical Reformation and Japanes
e Christian Thinkers
高橋章/著 フリープレス/発行
2018.3 158p 21cm 1500 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2064 号】
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書 ７ 群馬県甘
楽郡下仁田町 国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯
蔵所跡
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会/発行
2018.3 33p（写真図版 14p 含む）付図 2 枚
30cm
【受贈】
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書 ７ 群馬県甘
楽郡下仁田町 国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯
蔵所跡 （別冊）
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会/発行
2018.3 23p 30cm
【受贈】
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〔2018.7〕

伊能図大全 巻別版 第２巻 伊能大図 関東・
甲信越
[伊能忠敬/著] 渡辺一郎/監修 河出書房新社
2018.5 207p 31cm 17000 円
【TRC 新刊案内 2063 号】

地震・雷・火事・オヤジ？！
第６５回企画展
岩宿博物館/編集･発行
2018.2 37p 30cm

みどり市の災害史
【受贈】

「上毛かるた」ゆかりの地文化めぐり ガイドマ
ップ 第３版
群馬県文化振興課/企画･編集 群馬県/発行
2017.3 128p 21cm 399 円
【受贈】

江木舞台遺跡 群馬県立高崎市江木町 分譲住宅
造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら/編集･発行
2017.6 17p 写真図版 2p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 395 集 ）
【受贈】

新編同志社の思想家たち 上
沖田行司/編･著 晃洋書房/発行
2018.5 4,217p 19cm 2200 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2063 号】

尾瀬の自然保護 第４０号 群馬県尾瀬保全対策
事業調査報告書
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2018.3 74p 30cm
【受贈】

推定上野国府 平成２７年度調査報告
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2017.3 81p 写真図版 21p 30cm
（ 上野国府等範囲内容確認調査報告書 5 ）
【受贈】

川曲阿弥陀西遺跡№３ 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 前橋市教育委員会/発行
2017.3 29p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

台遺跡発掘調査概報 平成２７・２８・２９年度
調査
桐生市教育委員会文化財保護課/編著
桐生市教育委員会事務局/発行
2018.3 37p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 39 集 ）
【受贈】

桐生市内遺跡発掘調査報告 平成２７・２８年度
調査
桐生市教育委員会文化財保護課/編著
桐生市教育委員会事務局/発行
2018.3 156p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 38 集 ）
【受贈】

高畠素之の亡霊 ある国家社会主義者の危険な思
想
佐藤優/著 新潮社/発行
2018.5 475p 20cm 1900 円
（ 新潮選書 ）
【TRC 新刊案内 2063 号】

草津温泉の社会史
関戸明子/著 青弓社/発行
2018.5 219p 21cm 2400 円
著者は群馬大学教育学部教授
【受贈、TRC 新刊案内 2063 号】
考古学講演会・講座の記録 大室古墳の教室 ３
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2018.1 142p 30cm
（ 地域の特性を活かした埋蔵文化財活用事業
平成 29 年度 ）
【受贈】

館林市内遺跡発掘調査報告書 平成２７・２８年
度各種開発に伴う埋蔵文化財調査
館林市教育委員会文化振興課文化財係/編集･発
行
2018.3 25p 写真図版 16p 30cm
（ 館林市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 55 集 ）
【受贈】

考古学講演会・講座の記録 大室古墳の教室 ４
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2018.3 142p 30cm
（ 地域の特性を活かした埋蔵文化財活用事業
平成 29 年度 ）
【受贈】

東国千年の都 出土した動物たち ―人がおそれ
愛したケモノの世界― 平成２７年度前橋・高崎
連携事業文化財展
[前橋市/発行]
2017.8 [7p] 30cm
【受贈】

この歴史、知らなくてすみません。４７都道府県
・感動の日本史
太田奈緒・河合敦/著 PHP 研究所/発行
2018.5 298p 15cm 820 円
（ PHP 文庫 か 72-3 ）
【TRC 新刊案内 2061 号】

東国千年の都 １０周年記念展示 いまなお ひ
かり放ちて 平成２８年度前橋・高崎連携事業文
化財展
[前橋市/発行]
2017.8 7p 30cm
【受贈】

〔 2018.7〕
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東国千年の都 古代上野の記憶 ―前橋・高崎の
寺院と役所― 平成２９年度前橋・高崎連携事業
文化財展
[前橋市/発行]
2017.8 7p 30cm
【受贈】

彦部家文書近世史料集 上野国山田郡下広沢村の
村政・織物・社会 限定版
彦部家文書を紐解く会/著･編集[･発行]
[2018.5] 447p 30cm 1500 円
（ 国指定重要文化財彦部家住宅鳳純会後援事
業 ）
【受贈、夕刊桐生タイムス 6/16･27、上毛 7/11】

利 根 沼 田地 域 日 本 百 名 山 夏 山 ル ー ト ガ イ ド
(英語版パンフレット)
[県利根沼田行政県税事務所/発行]
[2018]
【上毛 6/24】

評伝 添川廉斎 治乱を燭し昏暗を救ふ国の蝋燭
たらん
木部誠二/著[･発行]
[2018] 196p B5 変型
添川廉斎は新島襄に漢学を教えた儒学者。江戸
の安中藩学問所で教えた
【上毛 7/4】

豊岡めぐり（リーフレット）
豊岡地区地域づくり活動協議会(高崎市)/作製
[2018] A3 判
【上毛 7/5】
西太田遺跡６ 群馬県伊勢崎市安堀町所在 河畔
に営まれた古墳時代～奈良・平安時代大規模集落
遺跡の調査 特別養護老人ホーム建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら/発行
2017.8 104p 写真図版 71p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 ）
【受贈】
日本古代の氏族と政治・宗教 上
加藤謙吉/編 雄山閣/発行
2018.3 228p 22cm 7000 円
「上毛野三千」収録

複眼の思想 新島襄・英学史とリベラル・アーツ
論
北垣宗治/著 晃洋書房/発行
2018.4 5,268p 21cm 3400 円
【TRC 新刊案内 2060 号】
前橋城絵図帳 前橋市立図書館所蔵資料
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2017.8 76p 30cm
【受贈】

【購入】

南原遺跡１３ 群馬県伊勢崎市赤堀今井町所在
古墳時代中期末の円墳の調査 分譲住宅造成に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら/編集･発行
2017.3 16p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

日本百名山トレッキングコースガイド Hyakumei
zan Trekking Guide 上巻
昭文社/発行
2018.4 239p 21cm 1700 円
燧ケ岳・至仏山・谷川岳・日光白根山・皇海山
・武尊山・赤城山・草津白根山・浅間山に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2061 号】

行幸田城山遺跡３ 送電線用鉄塔建設工事に伴う
発掘調査報告
渋川市教育委員会/編集･発行
2018.3 59p 写真図版 15p 30cm
（ 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第 41 集 ）
【受贈】

年報 (３２)
藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2016.12 142p 30cm
【受贈】

棟高村北遺跡 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
高崎市教育委員会 文化財保護課/発行
2018.4 22p 写真図版 8p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 409 集 ）
【受贈】

早わかり都道府県Data Book 歴史、特色、グル
メ…４７都道府県をギュッと濃縮 あなたの県は
何番目！？怒濤の１３０ランキング ２０１８
日本食糧新聞社/発行
2018.5 343p 20cm 926 円
【TRC 新刊案内 2064 号】

元総社蒼海遺跡群(７５街区） 集合住宅建設に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2016.3 27p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

榛名山東南麓の古墳 古代群馬の中心地 ここか
ら群馬が始まった さあ、でかけよう タイムト
ラベルへ
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2017.11 15p 30cm
【受贈】

元 総社 蒼海 遺跡 群 (７４ )～(８０ )・ (９２ )～
(９４) 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整
理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 前橋市教育委員会/発行
2017.3 110p 写真図版 24p 30cm
【受贈】
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〔2018.7〕

元総社蒼海遺跡群 (１２２) 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
前橋市教育委員会/編集･発行
2017.3 107p 写真図版 27p 30cm
【受贈】

新生会六十年史
新生会六十年史編纂委員会/編集
社会福祉法人新生会（高崎市）/発行
2018.5 644p 22cm
【受贈】
創立八十周年記念誌
上毛新聞社事業局出版部/編集
群馬県立松井田高等学校創立 80 周年記念事業
実行委員会/発行
2018.3 104p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群 (１２４) 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/発行
2017.12 33p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

対外戦争戦没者の慰霊 敗戦までの展開
今井昭彦/著 御茶の水書房/発行
2018.5 10,485,23p 23cm 8800 円
群馬県における戦没者慰霊の展開について記述
あり
【TRC 新刊案内 2064 号】
高崎市市勢要覧 ２０１８
高崎市/発行
[2018] 60p A4 判
3 年ぶりの改訂

3 社会科学
育英短期大学研究紀要 第３５号
紀要編集委員会/編集 育英短期大学/発行
2018.3 83p 30cm
【受贈】

はばたけ群馬・県土整備プラン
２７
群馬県/編集･発行
2018.3 165p 30cm

NLAナキワラ！ ボクはキミに、キミは誰に？
第４０回(２０１７)
ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会
/編集･発行
2018.3 174p 21cm 926 円
群馬県の高校生の記事あり
【受贈】
ぐんまの健康福祉 ２０１８
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2018.3 23p 30cm

【受贈】

群馬歴史民俗 第３９号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2018.3 88p 21cm

【受贈】

２０１８－２０
【受贈】

藩校に学ぶ 日本の教育の原点
藁科満治/著 日本評論社/発行
2018.4 10,293p 20cm 2300 円
前橋藩校好古館に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2060 号】
前橋市の地域づくり事典 「家に住む」から「地
域に住む」へ
呉宣児・奥田雄一郎/編著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.4 87p 21cm 1000 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 9 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2064 号】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第１４巻第２号（２０１７）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2018.3 21p 26cm
【受贈】

明和学園短期大学紀要 第２７集（２０１７）
明和学園短期大学/編集･発行
2018.3 161p 30cm
【受贈】

高校生に確かな学力をつける アクティブ・ラー
ニング型授業や探究的学習の実践を通して
田口哲男/著 学事出版/発行
2018.6 167p 21cm 1800 円
群馬県立桐生高校の実践をまとめたもの。桐生
高校 Web ページ掲載を加筆修正。
著者は元県立桐生高校校長
【夕刊桐生タイムス 6/13、
TRC 新刊案内 2064 号】

〔 2018.7〕

【上毛 7/6】
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4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

きくいただき
No.４５ 平成３０年５月
日本野鳥の会吾妻[/発行]
2018.5 48p 26cm
【受贈】

群馬県及び前橋市指定重要文化財 臨江閣保存整
備事業報告書
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2018.3 253p 30cm
【受贈】

国指定天然記念物 岩上の飛石保存活用計画書
前橋市教育委員会文化財保護課/編集[･発行]
2017.3 78p 30cm
【受贈】
ぐんま昆虫の森年報 平成２８年度
ぐんま昆虫の森/発行
2018 79p 30cm

群馬県指定重要文化財曹源寺さざえ堂保存修理工
事報告書
文化財保存計画協会/著･編集
曹源寺(太田市)/発行
2018.3 121p 図版 89p 30cm
【受贈】

【受贈】

人類と感染症の歴史 続 新たな恐怖に備える
加藤茂孝/著 丸善出版/発行
2018.5 9,225p 21cm 2200 円
谺雄二氏に関する記述あり
【購入】

群馬県地域防災計画 風水害・雪害対策編、火山
災害対策編、事故災害対策編、火災対策編 平成
３０年１月
群馬県防災会議/発行
2018.1 364p 30cm
【受贈】

第四次群馬県県立病院改革プラン
[群馬県病院局/発行]
2018.3 128p 30cm

群馬県都市計画審議会議案 第１８３回
[群馬県県土整備局都市計画課/発行]
2018.3 7p 30cm
付属資料：添付図面・参考資料
【受贈】

【受贈】

日本列島５億年史 地形・地質でわかる！！
高木秀雄/監修 洋泉社/発行
2018.5 111p 29cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
「列島成立を物語る下仁田の「ナップ構造」」
収録
【TRC 新刊案内 2060 号】

群馬のうまい蕎麦
ニューズ・ライン/発行
2018.6 96p AB 判 950 円【ぐんま経済 6/21】
水質年報 平成２８年度
群馬県企業局水質検査センター/編集･発行
2018.3 206p 26cm
【受贈】

前橋市自然環境調査（魚類・水生生物）報告書
前橋市/発行
2018.3 97p 30cm
【受贈】

戦國の山めぐり 武将たちが散った天嶮の古戦場
を往く
萩原さちこ/監修 G.B./発行
2018.5 159p 21cm 1600 円
岩櫃山・唐沢山に関する記述あり
【購入】

前橋市自然環境調査（魚類・水生生物）平成２９
年度 概要版 まえばしの魚類・水生生物
[前橋市/発行]
2018.3 6p 30cm
【受贈】
夢中になる！江戸の数学 WASAN,The Fascination
of Traditional Japanese Mathematics 英文版
桜井進/著 エマ・フォード/訳
出版文化産業振興財団/発行
2018.3 178p 20cm 2600 円
（ JAPAN LIBRARY ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2060 号】

6 産業
群馬県交通まちづくり戦略
群馬県[/発行]
2018.3 146,50p 30cm
地価公示 平成３０年
国土交通省土地鑑定委員会/発行
2018.3 768p 30cm
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【受贈】

【受贈】

〔2018.7〕

地価公示標準地価格
内図）
群馬県[/発行]
2018 116p 30cm

平成３０年 （付標準地案

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
【受贈】

【受贈】

TOMIOKA世界遺産会議BOOKLET ９ リノベーショ
ンまちづくり 地域の宝を磨き、地域を再生する
清水義次・小木津武樹/[著]
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.4 89p 21cm 600 円
【受贈、TRC 新刊案内 2061 号】

大和路の抒情 切り絵１００景
後藤伸行/切り絵 日本切り絵百景館/発行
[2018] 133p A4 判 1600 円
後藤氏は日本切り絵百景館(川場村)館長
【上毛 6/22、読売 6/26】

未来は自然の中にある。 The future is in nat
ure 有限会社きたもっくコンセプトブック
福嶋誠/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.5 155p 21cm 1800 円
きたもっくは北軽井沢にあり
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 7/7】
緑化だより 平成３０年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2018.3 3p 30cm

8 語学

【受贈】

9 文学
糸

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

歌集
南部リツ/著 現代短歌社/発行
2018.6 231p 19cm 2500 円
（ 新潟短歌叢書第 78 篇 ）
著者は群馬県在住

【受贈】

現代日本画へようこそ 開館１周年記念 佐久市
立金外美術館コレクション＋
太田市美術館・図書館/編集･発行
2018.5 79p 26cm
2018 年 5 月 3 日～ 6 月 10 日開催展覧会の図録
【受贈】

お空のごんちゃん
江川歌子/著 所秀明/絵 文芸社/発行
2018.6 15p A5 判 1000 円
江川氏は安中市在住
所氏は高崎市在住
【上毛 6/13】

翠花庵の草花あそび
川岸富士男/著 青幻舎/発行
2018.5 121p 26cm 3200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2063 号】

おなかのちってなぁに？ せいりのえほん
山田クリーム/絵･文[･発行]
2016.12 20p 1980 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 6/12】

手仕事のはなし
阿部了/写真 阿部直美/文 河出書房新社/発行
2018.4 157p 21cm 1500 円
「やまと花火の線香花火」(北群馬郡吉岡町)、
「成田理俊さんのフライパン」（利根郡みなか
み町）収録
阿部直美氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2060 号】

神様の涙
宙子/著 文芸社/発行
[2018] 92p 四六判 972 円
著者は太田市在住

烏百花 八咫烏外伝 蛍の章
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2018.5 269p 20cm 1400 円
（ [八咫烏シリーズ] [外伝] ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2061 号】

年報 第４６集 平成２７年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2016.3 51p 30cm
【受贈】

〔 2018.7〕

【上毛 6/18】

今日もうたたね―もやしが伸びた日 詩画集
浦野真樹/詩 鯰江光二・宮西達也/絵
クリエイティブ・アーツ出版/発行
2018.6 1404 円
浦野氏は前橋市在住
【上毛 6/26】
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さえこ照ラス
友井羊/著 光文社/発行
2018.5 290p 16cm 700
（ 光文社文庫 と 24-1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2061 号】

横浜ではまだキスをしない
樋口有介/著 角川春樹事務所/発行
2018.5 346p 16cm 720 円
（ ハルキ文庫 ひ 1-4 ）
「ぼくはまだ、横浜でキスをしない」(2016 年
刊)の改題
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2061 号】

新選組の料理人
門井慶喜/著 光文社/発行
2018.5 331p 19cm 1500 円
内容：新選組の料理人 ぜんざい屋事件 結婚
乳児をさらう 解隊
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2062 号】

県関係者の一般著作

玉依姫
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2018.5 363p 16cm 700 円
（ 文春文庫 あ 65-5 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2061 号】

いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集 中
小企業のための 第３版
岡住貞宏/著 自由国民社/発行
2018.5 502p 21cm 3300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2063 号】

風鈴の音色 句集
冨所千草/著 文學の森/発行
2018.5 169p 19cm 2571 円
（ 俳句作家選集 第 5 期第 3 巻 ）
著者は元群馬大学教育学部教授
【受贈、上毛 6/22】

基礎から学ぶVue.js
mio/著 シーアンドアール研究所/発行
2018.6 327p 21cm 3420 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2064 号】
『検証・司法制度改革Ⅰ、Ⅱ』その後 自分史的
記述を兼ねて
萩原金美/著 中央大学出版部/発行
2018.4 8,250p 20cm 2500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2061 号】

文壇出世物語
新秋出版社文芸部/編 幻戯書房/発行
2018.5 318p 19cm 2800 円
「 民 友社 と 蘇峰 蘆 花の 徳 富兄 弟」「『蒲団 』ま
での田山花袋」収録
新秋出版社 大正 13 年刊の改訂
【TRC 新刊案内 2060 号】

群境介のミニ盆栽サツキ カラー図解
群境介/著 農山漁村文化協会/発行
2018.5 95p 24cm 1800 円
「図解ミニ盆栽 1 サツキ・ツツジ」(1991 年刊)
の改訂再編
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2061 号】

ほろ酔い天国
青木正児/[ほか]著 河出書房新社/発行
2018.5 233p 19cm 1600 円
（ ごきげん文藝 ）
坂口安吾「酒のあとさき」収録
【TRC 新刊案内 2062 号】

原発文学史・論 絶望的な「核(原発)」状況に抗
して
黒古一夫/著 社会評論社/発行
2018.6 295p 21cm 2700 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/26、TRC 新刊案内 2065 号】

本のパーキング ２７号
hashoma-do/発行
2018.6 16p 21cm 200 円(頒価）
「高 村 薫『 土の 記』」 ラマキ マリ コ(前 橋市在
住)/著収録
【受贈】

シッカリ学べる!「スイッチング電源回路」の設
計入門
落合政司/著 日刊工業新聞社/発行
2018.5 5,216p 21cm 2400 円
著者は元群馬大学客員教授
【TRC 新刊案内 2064 号】

夢に抱かれて見る闇は
岡部えつ/[著] KADOKAWA/発行
2018.5 270p 15cm 640 円
（ 角川ホラー文庫 H お 8-1 ）
「枯骨の恋」(メディアファクトリー 2009 年
刊)の改題改訂増補
著者は前橋市育ち
【TRC 新刊案内 2063 号】

しんかんせん
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2018.5 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2060 号】
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〔2018.7〕

チェーホフとサハリン島 反骨ロシア文人の系譜
糸川紘一/著 水声社/発行
2018.5 343p 20cm 4000 円
著者は前橋市在住
【上毛 7/3、TRC 新刊案内 2063 号】

視聴覚資料
おなかのちってなぁに？ せいりのえほん 読み
聞かせDVD （DVD）
山田クリーム/制作 黄紅もみじ/朗読
2018 本編約 6 分
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 6/12】

２０１８年度決定版改正介護保険のポイントがひ
と目でわかる本
田中元/著 ぱる出版/発行
2018.5 191p 21cm 1500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2060 号】

電子資料

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわか
る本
田中元/著 自由国民社/発行
2018.6 207p 21cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2064 号】
プロトレイルランナーに学ぶやり遂げる技術
鏑木毅/著 実務教育出版/発行
2018.5 218p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2060 号】
貿易と保険実務マニュアル
石原伸志・土屋爲由/共著 成山堂書店/発行
2018.5 8,12,348p 21cm 3800 円
（ 貿易実務シリーズ 1 ）
石原氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2062 号】
もしときサバイバル術Jr. 災害時に役立つスキ
ルを手に入れろ！
片山誠/著 高橋未来/イラスト
太郎次郎社エディタス/発行
2018.5 126p 21cm 1400 円
高橋氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2063 号】
養護教諭の職務と法的責任 判例から学ぶ法リス
クマネジメント
菅原哲朗・入澤充/著 道和書院/発行
2018.5 12,255p 21cm 2600 円
入澤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2064 号】

〔 2018.7〕
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