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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年７月分
No.３８０

怪談標本箱 雨鬼
戸神重明/著 竹書房/発行
2018.7 223p 15cm 650 円
（ 竹書房文庫 HO-350 ）
群馬県で起きた様々な怪を聞き集めた上毛怪談
集
【上毛 7/31、TRC 新刊案内 2068 号】

平成 30(2018)年 8 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

聖地鉄道めぐり 鉄道にゆられて神社・お寺の歴
史にふれる巡拝の旅
渋谷申博/著 G.B./発行
2018.6 174p 21cm 1600 円
東武伊勢崎線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 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
伊香保・草津 群馬 ２版
昭文社/発行
2018.7 111p 18cm 800 円
（ ことりっぷ ）
付属資料：:とりはずせる MAP(1 枚)
【TRC 新刊案内 2065 号】

０ 総記
momo 大人の子育てを豊かにする、ファミリーマ
ガジン vol.１７ 博物館特集号 大人もハマる
サイエンスの世界 今、面白い博物館５０
マイルスタッフ/発行
2018.6 144p 30cm 1300 円
（ impress mook ）
群馬県立自然史博物館、かみつけの里博物館に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】

エリア別ルートマップ
群馬県山岳団体連絡協議会/監修
[2018.8] 折りたたみ A3 判

群馬県/発行
【上毛 8/9】

おすすめルートマップ 改訂版
群馬県山岳団体連絡協議会/監修
[2018.8] 16p A4 判

群馬県/発行
【上毛 8/9】

女政治家の通信簿
古谷経衡/著 小学館/発行
2018.6 286p 18cm 820 円
（ 小学館新書 326 ）
小渕優子氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】
帰ってきた!高崎・前橋本 懐深いビッグシティ。
最新版
枻出版社/発行
2018.7 128p 29cm 925 円
（ エイムック 4088 ）
【TRC 新刊案内 2069 号】
COLOR＋PLUS軽井沢
昭文社/発行
2018.6 125p 20cm 850 円
付属資料：MAP&TRANSPORT(24p)
北軽井沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】
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〔2018.8〕

熊井戸学 魂の継承
熊井戸良男/著
[2018]
著者は甘楽町在住。甘楽町に根ざす「熊井戸一
族」の歴史をまとめたもの
【上毛 7/3】

首都圏の低山詳細ルートガイド 東京近郊の日帰
りで登れる２５コースを詳しく紹介
枻出版社/発行
2018.6 144p 26cm 1400 円
（ エイムック 4100 ）
【TRC 新刊案内 2067 号】

群馬県古墳総覧 第２版
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編
群馬県教育委員会/発行
2018.3 2 冊 30cm 2730 円
2 分冊：本文・一覧表編 255p、古墳分布図編
p258-410
付属資料：CD-ROM1 枚(12 ㎝）群馬県の古墳
一覧表 詳細版
【受贈】

首都圏発おいしい道の駅ドライブ ２０１８
昭文社
2018.7 111p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
【TRC 新刊案内 2067 号】
首都圏発日帰り大人の小さな旅 鉄道沿線まち歩
き 思い立ったらすぐ行ける列車にゆられて少し
贅沢な旅
昭文社/発行
2018.7 110p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ） 【TRC 新刊案内 2067 号】

ぐんま古墳探訪 見て学ぶ東国文化の輝き 古墳
マップ付
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/発行
2018.3 111p 26cm 850 円
【受贈】

世界遺産鉄道 上信電鉄0番線からの旅
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.6 91p 21cm 1000 円
【受贈、TRC 新刊案内 2069 号】

上野国志 全 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.4 323,24p 21cm 3400 円(頒価)【受贈】
上野史談 小学校教師用 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.4 126p 21cm 2500 円(頒価)

【受贈】

上野国板碑集録（全) 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.4 53,132,26p 図版 41p 25cm
(頒価)

4300 円
【受贈】

上野国地誌概略 完 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.4 9 丁 21cm 1700 円(頒価)

【受贈】

戦国武将が愛した名湯・秘湯
岩本薫/著 マイナビ出版/発行
2018.6 207p 18cm 850 円
（ マイナビ新書 ）
武田勝頼と伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2068 号】
追想 柳井久雄先生
[2018.7] 161p A5 判
柳井氏は元富士見村立原小学校長
教え子、同僚、研究仲間ら約 60 名が寄稿
【上毛 7/15、東京 8/1】
夏限定の大人の日帰り旅 首都圏
JTB パブリッシング/発行
2018.7 111p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
たんばらラベンダーパークに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 号】

古賀史健がまとめた糸井重里のこと。
糸井重里・古賀史健/著 ほぼ日/発行
2018.6 183p 15cm 740 円
（ ほぼ日文庫 HB-008 ）
糸井氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2066 号】
こどもと遊ぼう 首都圏版 夏ぴあファミリー
２０１８
ぴあ/発行
2018.7 113p 30cm 480 円
（ ぴあ MOOK ）
付属資料：世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜
に会える夏!ガイドブック(7p)
【TRC 新刊案内 2067 号】

道の駅完全ガイドブック 最新版 ２０１８－１
９
コスミック出版/発行
2018.8 225p 30cm 1200 円
（ COSMIC MOOK ） 【TRC 新刊案内 2069 号】
YAMA and MAGAZINE
群馬県/発行
[2018.8] 24p A5 判

重要事件で振り返る戦後日本史 日本を揺るがし
たあの事件の真相 大活字版
佐々淳行/著 SB クリエイティブ/発行
2018.7 223p 26cm 1500 円
あさま山荘事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2069 号】

〔 2018.8〕
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【上毛 8/9】

山小屋の灯
小林百合子/文 野川かさね/写真
山と溪谷社/発行
2018.7 174p 20cm 1600 円
駒の小屋(尾瀬)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 号】

ぐんま防災ハンドブック２０１８ 親子で“防災
”を学ぶ・備える・考える
エフエム群馬・中広北関東支社[/発行]
2018
【上毛 7/10】

山登り１２カ月
四角友里/著 山と溪谷社/発行
2018.7 165p 21cm 1500 円
尾瀬ヶ原に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 号】

研修講座案内 平成３０年度
群馬県総合教育センター/発行
2018.3 136p 30cm

【受贈】

高等小学農業教科書 巻一 復刊版
群馬地域文化振興会/発行
2018.7 114p 21cm 2500 円(頒価)

【受贈】

ヤマレコのとっておきの登山ルート３０選
ヤマレコ/監修 大泉書店/発行
2018.6 143p 20cm 1200 円
（ 012 OUTDOOR ）
谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】

事業概要 平成３０年度
群馬県こども未来部こども政策課総務予算係・
群馬県健康福祉部健康福祉課企画予算係/編集･
発行
2018.4 142p 30cm
【受贈】
生涯学習要覧 平成３０年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯学
習係[/発行]
2018 26p 30cm
【受贈】
昭和十年群馬縣風水害誌 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.7 14,494p 21cm 9200 円(頒価) 【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉
計画
伊勢崎市福祉こども部障害福祉課/編集
伊勢崎市/発行
2018.3 91p 30cm
【受贈】

地理女子が教えるご当地グルメの地理学
尾形希莉子・長谷川直子/著 ベレ出版/発行
2018.6 205p 21cm 1600 円
おっきりこみに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 号】

浮世絵師たちが描いた明治の風俗
河出書房新社/発行
2018.6 111p 26cm 2400 円
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2068 号】

新島学園７０周年メモリアルマガジン
上毛新聞社事業局出版部/制作
新島学園理事長湯浅康毅/発行
2017.12 79p 28cm

【受贈】

株式会社セントラルサービス３合目の輝石 ３０
th Anniversary
上毛新聞社事業局出版部/制作
セントラルサービス/発行
2018.5 79p 30cm
【受贈】

マイエンディングノート 平成３０年度
渋川市[/発行]
2018 18p A4 判
渋川市と株式会社ホープ(福岡市)との官民協働
事業
【東京 7/17、読売 7/24】

共愛学園前橋国際大学論集 第１８号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2018.3 400p 30cm

【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】

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 下
小林享/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.6 74p 21cm 500 円
（ 前橋工科大学ブックレット 5 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2067 号】

群馬県の治安情勢 平成３０年版
群馬県警察本部[/発行]
2018 13p 30cm

群馬のくらし 四年生の社会科 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.7 128p 21cm 2500 円(頒価) 【受贈】

【受贈】
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〔2018.8〕

歴史的大規模土砂災害地点を歩く いさぼうネッ
ト
井上公夫/著 丸源書店/発行
2018.6 8,263p 26cm 6000 円
「天明三年(1783)の浅間山天明噴火と鎌原土石
なだれ」「天明三年(1783)の浅間山天明噴火と
天明泥流」収録
【TRC 新刊案内 2069 号】

4 自然科学
親子で遊べる恐竜知育ぶっく 図鑑・めいろ・ま
ちがいさがし、恐竜たちがいっぱい！
群馬県立自然史博物館/監修
朝日新聞出版/発行
2018.6 127p 26cm 1200 円
【TRC 新刊案内 2065 号】
学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２９年度
群馬県川場村域にある温泉の科学成分について
酒井幸子/著 群馬県温泉協会/発行
2018.3 22p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２９年度
桜川温泉（利根郡川場村）温泉地質
久保誠二/著 群馬県温泉協会/発行
2018.3 6p 30cm
【受贈】

安中鉱害 農民闘争40年の証言 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.7 261p 18cm 2900 円(頒価) 【受贈】

くりっぺ １００号
下仁田自然学校/発行
2018.4
別冊：くりっぺ 100 号のあゆみ
発行者は下仁田町拠点の地学愛好家の団体
偶数月発行
【上毛 7/30】

群馬県地域防災計画 震災対策編
月
群馬県防災会議/発行
2018.1 232p 30cm

ぐんまの自然と災害 過去を解き明かし将来に備
える
「ぐんまの自然と災害」編集委員会/編集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.6 192p 19cm 1400 円
【受贈、TRC 新刊案内 2069 号】

平成３０年１
【受贈】

工場見学社会科見学 首都圏 ２０１８
昭文社/発行
2018.7 127p 23cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
ガトーフェスタハラダ本社工場に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2068 号】

治山事業調査委託（集中豪雨気象調査） 平成２
９年度
日本気象協会/発行
2018.3 94p 30cm
群馬県環境森林部森林保全課の委託により実施
【受贈】

五十年のあゆみ 群馬県金型工業会 創立５０周
年記念誌
群馬県金型工業会記念誌部会/編集
群馬県金型工業会/発行
2018.3 147p 30cm
【受贈】

年報 平成２８年度
群馬県立精神医療センター/編集･発行
2018.2 79p 30cm
【受贈】

史跡・重要文化財 旧新町紡績所保存活用計画
ウッドサークル/編集 高崎市教育委員会/発行
2018.3 243p 30cm
【受贈】

フィールド・バイオロジスト ２５巻１号（２０
１７年１２月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2017.12 26p 26cm
【受贈】

新型SUBARU FORESTER ＋SUVの先駆者「熟成完了」
交通タイムス社/発行
2018.8 98p 29cm 722 円
（ CARTOP MOOK ） 【TRC 新刊案内 2068 号】

リアルサイズ古生物図鑑 古生物のサイズが実感
できる！ 古生代編
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修
技術評論社/発行
2018.8 207p 19 × 27cm 3200 円【上毛 7/13】

〔 2018.8〕

桐生市水害ハザードマップ いつかのためにいま
から備える本
桐生市/発行
2018.8 44p B4 判
9 年ぶりの改訂
【上毛･夕刊桐生タイムス･読売 7/18、朝日 7/25】

SUBARU MAGAZINE vol.１６ 新型フォレスター
プロトタイプ試乗一番乗り！！
交通タイムス社/発行
2018.8 144p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ） 【TRC 新刊案内 2068 号】
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絶メシリスト高崎
高崎観光協会他/発行
2018.8 202p A5 判 1500 円
高崎市開設の情報サイト「絶メシリスト」の情
報をまとめたもの
【産経 8/2、上毛 8/3】

交通事故相談の概要 平成２９年度
群馬県県土整備部交通政策課・群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2018.4 6p 30cm
【受贈】

トヨタ８６＆スバルＢＲＺ No.１１
三栄書房/発行
2018.8 207p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）
【TRC 新刊案内 2069 号】

相場名人信条と生き方 戦後のCX市場を彩る５６
人
鍋島高明/著 パンローリング/発行
2018.7 279p 20cm 1500 円
川村佐助・小島兼太郎・角田純一・山崎種二に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2067 号】

日本の城 ワイド&パノラマ鳥瞰・復元イラスト
香川元太郎/イラスト 学研プラス/発行
2018.7 230p 30cm 3400 円
岩櫃城・沼田城・太田金山城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2068 号】

「野菜王国・ぐんま」総合対策ガイドブック ～
担い手が育つ「儲かる野菜経営と活力ある野菜産
地」の実現～
群馬県農政部/編集･発行
2018.3 59p 30cm
【受贈】

ブ ル ー ノ・ タ ウ ト の 緑 の 椅 子 １ 脚 の 椅 子 の 復
刻、量産化のプロセス
緑の椅子リプロダクト研究会/編
Opa Press/発行
2018.6 113p 16 × 16cm 2400 円
「タウトと少林山達磨寺」収録
【TRC 新刊案内 2066 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
おならカルタ
松村洋/企画･製作 長尾謙一郎/絵
2017.10 1 組 2500 円(税込)
松村氏は高崎市出身
【上毛 7/28】
鏡花人形 文豪泉鏡花+球体関節人形
吉田良・野口哲也/編著 河出書房新社/発行
2018.6 111p 27cm 2600 円
野口氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2068 号】

6 産業
おいしいものだけを売る 奇跡のスーパー「まる
おか」の流儀
丸岡守/著 商業界/発行
2018.7 240p 19cm 1500 円
「まるおか」は高崎市のスーパー
著者は「まるおか」の社長
【ぐんま経済 7/19･28、TRC 新刊案内 2068 号】

ぐんま女流美術 ５０周年記念
１８
ぐんま女流美術協会/発行
[2018.8]

【概要版】

群馬の交通事故統計 平成２９年
群馬県警察本部[/発行]
2018 40p 21 × 30cm

【上毛 8/2】

群馬の空手道２０１８総集編 高校生・中学生・
小学生
ありがと！ Gsports/編 綜合プランニング/発行
2018.2 82p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.88 ）
【受贈】

企業サポートガイド 中小企業支援施策のご案内
平成３０年度
群馬県産業経済部産業政策課/編集
群馬県産業経済部/発行
2018.6 133p 30cm 【受贈、ぐんま経済 7/12】
群馬県交通まちづくり戦略
群馬県/発行
2018.3 14p 30cm

２０１４－２０

群馬のサッカー２０１８総集編 高校生・中学生
ありがと！ Gsports/編 綜合プランニング/発行
2018.3 82p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.89 ）
【受贈】

【受贈】

【受贈】

群馬のバスケットボール２０１８総集編
ありがと！ Gsports/編 綜合プランニング/発行
2018.3 74p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.91 ）
【受贈】
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群馬のソフトテニス２０１８総集編
ありがと！ Gsports/編 綜合プランニング/発行
2018.3 74p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.90 ）
【受贈】

8 語学

高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明
かす！野球技術の極意
大利実/著 カンゼン/発行
2018.6 253p 19cm 1600 円
「走塁 健大高崎(群馬)・青柳博文監督」収録
【TRC 新刊案内 2067 号】

9 文学
海泡
樋口有介/著 東京創元社/発行
2018.6 361p 15cm 880 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-16 ）
中公文庫 2004 年刊を大幅に改稿
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2066 号】

淡彩いつも心に野の花を 新装版
浅見明子/著 日貿出版社/発行
2018.6 103p 26cm 2000 円
著者はそば処「ささや」(前橋市富士見町)の女
将
【TRC 新刊案内 2065 号】

季刊 遠近 第６７号 追悼：永井靖
遠近の会/発行
2018.6 135p 21cm
永井靖氏は群馬県出身

日本の世界遺産オールガイド ビジュアル版 増
補改訂版
カルチャーランド/著 メイツ出版/発行
2018.7 192p 21cm 1620 円
（ 「わかる!」本 「知っている…」が「わか
る!」になる ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2068 号】

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しBOOK
vol.２１
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2018.6 251p 21cm 1200 円
友井羊(群馬県生まれ)著「スープ屋しずくの謎
解き朝ごはん」収録 【TRC 新刊案内 2065 号】

日本山岳史 先人の足跡と名峰の歴史
男の隠れ家編集部/編 三栄書房/発行
2018.7 222p 18cm 880 円
（ サンエイ新書 9 ）
谷川岳の登拝の歴史に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2069 号】
漫画家本vol.６ あだち充本
小学館/発行
2018.8 224p A5 判 1300 円
あだち充氏は群馬県出身
（ 少年サンデーコミックス ）

すぎてさらざる エッセー・短歌集
山川武正/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.7 124p 22cm
著者は元群馬県教育長
【受贈、上毛 7/26】
空を読み雲を歌い 北軽井沢・浅間高原詩篇
１９４９-２０１８
谷川俊太郎/著 正津勉/編
アーツアンドクラフツ/発行
2018.6 95p 20cm 1300 円
【TRC 新刊案内 2065 号】

【朝日 8/8】

やる気にさせる高校野球監督の名言ベスト６６
田尻賢誉/著 ベースボール・マガジン社/発行
2018.6 303p 19cm 1400 円
前橋育英高校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】

太宰よ！４５人の追悼文集 さよならの言葉にか
えて
河出書房新社編集部/編 河出書房新社/発行
2018.6 311p 15cm 830 円
（ 河出文庫 か 0-10 ）
『不良少年とキリスト』坂口安吾著収録
【TRC 新刊案内 2065 号】

ライバル 高校野球 切磋琢磨する名将の戦術と
指導論
谷上史朗/編･著 池田書店/発行
2018.6 287p 19cm 1200 円
前橋育英×健大高崎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2066 号】

〔 2018.8〕

【受贈】

認知症、今日も元気だい 群馬弁で介護日記
木部克彦/著 言視舎/発行
2018.7 177p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 8/5】
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ハーブ魔女とふしぎなかぎ
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2018.7 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 77 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2068 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
【週刊読書人 7/20、TRC 新刊案内 2065 号】

薄情
絲山秋子/著 河出書房新社/発行
2018.7 276p 15cm 720 円
（ 河出文庫 い 40-2 ）
著作は群馬県在住
【週刊読書人 8/3、TRC 新刊案内 2069 号】

埼玉いきもの図鑑 ほ乳類/鳥類/は虫類/両生類/
昆虫/草本/木本/キノコ他 改訂版
葛 淳一/解説 前田信二/写真
メイツ出版/発行
2018.6 271p 19cm 2000 円
葛生氏は高崎生まれ 【TRC 新刊案内 2066 号】

波瀾万丈の明治小説
杉原志啓/著 論創社/発行
2018.6 238p 19cm 2000 円
徳富盧花「思出の記」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2065 号】

女性の未来に大学ができること 大学における人
材育成の新境地
安齋徹/著 樹村房/発行
2018.5 10,188p 21cm 2300 円
著者は元群馬県立女子大学教授
【TRC 新刊案内 2065 号】

まごころ
十一谷朋代/著 長野順子/絵 未知谷/発行
2018.6 150p 20cm 1600 円
長野氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2067 号】

ストリート人類学 方法と理論の実践的展開
関根康正/編 風響社/発行
2018.2 762p 22cm 6000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2065 号】
大学事典 Encyclopedia of Universities
児玉善仁・赤羽良一/編集委員 平凡社/発行
2018.6 6,944p 27cm 25000 円
付属資料：テーマ別の項目ガイド(8p)
赤羽氏は群馬工業高等専門学校名誉教授
【TRC 新刊案内 2067 号】

県関係者の一般著作
新しい家族関係学 改訂
長 津 美代 子 ・小 澤 千 穂 子/編 ･著 建 帛社 /発行
2018.3 10,211p 21cm 2300 円
長津氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2067 号】

たのしいマット運動への道 子ども達を楽しませ
るできる！の処方箋
峯岸昌弘/著 仮説社/発行
2018.6 168p 21cm 2800 円
付属資料：DVD-ROM(1 枚 12cm)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2066 号】

鏑木メソッド KABURAKI METHOD
鏑木毅/著 山と溪谷社/発行
2018.7 127p 25cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2066 号】

ネットビジネス成功の公式
高浜真也/著 秀和システム/発行
2018.7 238p 19cm 1500 円
著者は前橋工科大学大学院建築学専攻修士課程
中退
【TRC 新刊案内 2068 号】

起業３年目までの教科書 はじめてのキャッシュ
エンジン経営
大竹慎太郎/[著] 文響社/発行
2018.6 446p 19cm 1550 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2065 号】

のりもの２０００プラス 完全保存版
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2018.7 319p 26cm 2000 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2069 号】

源氏物語と漢世界
飯沼清子/著 新典社/発行
2018.5 465p 22cm 13800 円
（ 新典社研究叢書 302 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2065 号】

法人税ハンドブック 平成３０年度版
鈴木修/著 日本税理士会連合会/編
中央経済社/発行
2018.7 4,128p 21cm 1200 円
著者は高崎商科大学商学部・同大学院商学研究
科特任教授
【TRC 新刊案内 2068 号】
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本当に怖いキラーストレス 頑張らない、あきら
める、空気を読まない
茅野分/著 PHP 研究所/発行
2018.6 237p 18cm 860 円
（ PHP 新書 1143 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2067 号】

電子資料
群馬県多文化共生推進指針 平成３０年度 （CDROM）
群馬県人権男女・多文化共生課/発行
2018.3 1 枚
【受贈】
健康福祉統計年報 平成３０年刊 （CD-ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2018 1 枚
主に平成 10 年から平成 28 年の健康福祉統計デ
ータを収録
【受贈】

まちのでんしゃ
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2018.7 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 3 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2068 号】

前橋市医師会医学講演集録
４１集） （CD-ROM）
前橋市医師会/編集･発行
2018.6 1 枚

視聴覚資料
うのとウモモとター坊と 田中平八郎オリジナル
アニメーション （DVD）
田中平八郎/著作･制作
[2018] 約 34 分 2000 円
田中氏は群馬県出身
【受贈】
群ままごころ…ばつぐん馬 ぐんまラプソディ…
恋のからっ風 （CD）
2018.7 2 曲 1200 円(税込)
林家つる子(恋のからっ風）・さくまひでき･ゆ
うかりしずる(ばつぐん馬)/歌
さくまミュージックオフィス/発行
林家氏は高崎市出身
【上毛 7/15】

〔 2018.8〕
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【受贈】

