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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年８月分
No.３８１

太田市内遺跡１３ 平成２８年度調査
太田市教育委員会/編集･発行
2018.3 69p 写真図版[22p] 30cm

平成 30(2018)年 9 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

【受贈】

温泉やど関東・甲信越 '１９
昭文社/発行
2018.8 224,15p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
【TRC 新刊案内 2071 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。

川向・中西田遺跡 市有地分譲に伴う埋蔵文化座
発掘調査報告書
太田市教育委員会/発行
2018.3 144p 写真図版 48p 30cm
（ 太田市埋蔵文化財発掘調査報告書 ）【受贈】

・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。

Ｋｕｒｕｎ 前橋市観光パンフレット
オリエンタル群馬/企画･編集･制作
前橋市観光振興課/発行
2018.1 30p 30cm

・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。

vol.３
【受贈】

群馬県一ノ宮町の生活史
徳江康/著･発行
2018.8 156p 19cm 1500 円
著者は富岡市在住
【受贈、上毛 9/12】
上野國史談 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.5 58p 21cm 2000 円(頒価)

０ 総記
日本で一番ユーモラスな理科の先生
根本隆正/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2018.7 247p 19cm 1300 円
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章を基に書籍化
【TRC 新刊案内 2073 号】
要覧 平成３０年度
群馬県立図書館/編集･発行
2018.7 34p 30cm

【受贈】

上野國地誌略 上 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.5 13 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】
上野國地誌略 下 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.5 16 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】

【自館作成】

1 哲学･宗教
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上野名跡志一 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 1 冊 21cm 2000 円(頒価)

【受贈】

上野名跡志二 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 29 丁 21cm 2000 円(頒価)

【受贈】

上野名跡志三 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 42 丁 21cm 2000 円(頒価)

【受贈】

上野名跡志四 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 27 丁 21cm 2000 円(頒価)

【受贈】

〔2018.9〕

上野名跡志六 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 27 丁 21cm 2000 円(頒価)

【受贈】

上野名跡志七 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.6 28,1 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】
三軒屋遺跡６ 佐位郡家関連遺跡発掘調査概要報
告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2018.3 30p 写真図版 12p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 125 集 ）
【受贈】

中里家のあゆみ
中里昌明/著[･発行]
[2018] 30p A4 判
著作は桐生市在住

史跡新田荘遺跡 江田館遺跡構確認調査報告書
太田市教育委員会/編集･発行
2018.3 157p 写真図版 55p 30cm
（ 太田市埋蔵文化財発掘調査報告書 ）【受贈】

【桐生タイムス 8/24】

評伝添川廉齋 治乱を燭し昏暗を救ふ国の 蠟 燭た
らん
木部誠二/著 木部誠二/発行
添川廉齋遺徳顕彰会/発行
2018.6 3,196p 21cm 2000 円
添川廉齋は安中藩で漢籍詩文を教えた
【TRC 新刊案内 2072 号】

全国２９５４峠を歩く
中川健一/著 内外出版社/発行
2018.8 167p 21cm 1600 円
三国峠・山田峠に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2073 号】

みどり市内遺跡８
みどり市教育委員会/編集･発行
2018.3 83p 30cm
（ みどり市埋蔵文化財調査報告書

【読売 9/7】

高崎城遺跡２３ 創価学会(新)高崎平和会館建設
に伴う発掘調査
測研/編集･発行
2016.1 182p 写真図版 58p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告 第 354 集 ） 【受贈】

第 12 集 ）
【受贈】

るるぶ群馬 草津 伊香保 富岡 '１９
JTB パブリッシング/発行
2018.8 165p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：おでかけブック(16p)
【TRC 新刊案内 2070 号】

高崎城遺跡２４ 独立行政法人国立病院機構高崎
総合医療センター病棟等増築整備工事に伴う発掘
調査
測研(文化財研究室)/編集･発行
2017.12 184p 写真図版 67p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告 第 390 集 ） 【受贈】
高崎城遺跡２５ 独立行政法人国立病院機構高崎
総合医療センター病棟等増築整備工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
国立病院機構高崎総合医療センター・高崎市教
育委員会・測研(文化財研究室)/発行
2018.3 56p 写真図版 13p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告 第 408 集 ） 【受贈】

〔 2018.9〕

ツマタビホーリータイムズ
嬬恋村/発行
2018 16p タブロイド判
「妻との時間をつくる旅」がテーマのフリーペ
ーパー
【上毛 8/29】
東国文化副読本 古代ぐんまを探検しよう 平成
３０年度版
群馬県文化振興課/企画･編集
群馬県・群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実
行委員会/発行
2018.4 72p 30cm
【受贈】

史跡女堀２ 史跡整備に伴う発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会/編集･発行
2018.3 133p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 124 集 ）
【受贈】

高崎市の昭和 写真アルバム
いき出版/発行
2018.7 279p 31cm 9250 円

館林市史 特別篇６ 館林の町並みと建造物
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2018.9 550p B4 判 3000 円(税込)
館林市史全 16 巻の 15 巻目
【読売 8/23、上毛 8/24、東京 9/6、毎日 9/8】
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群馬大学工業会報 No.１５８
群馬大学工業会/発行
2018.3 53,11p 30cm

3 社会科学
いきいき子育てガイドブック ２０１８
ホープ/編集･デザイン 桐生市/発行
2018.6 27p 30cm 【受贈、桐生タイムス 8/13】

公営企業の概要 平成３０年度
群馬県企業局/編集･発行
2018 67p 30cm

おきりこみと焼き饅頭 群馬の粉もの文化
横田雅博/著 農山漁村文化協会/発行
2018.7 351p 21cm 2500 円
（ ルーラルブックス ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 8/23、図書 9/1、
TRC 新刊案内 2074 号】
おもしろ科学教室教材集 ２８
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2018.3 39p 30cm

児童・生徒保健活動の実践記録 第４４号 平成
２９年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
[2017] 1 冊 30cm
【受贈】

【受贈】

「生と死のフォーラム２００回の記録」告知篇
生と死のフォーラム＋七施舎＋青山ハルナ事務
所/企画･発行
2018.6 1 冊 30cm
生と死のフォーラムの事務局は高崎市 【受贈】
第２次渋川市総合計画
企画部企画課/編集 渋川市/発行
2018.3 147p 30cm

【受贈】

学校保健統計確報（学校保健統計調査の結果確報）
平成２９年度
群馬県企画部統計課/発行
2018.5 14p 30cm
【受贈】
教育事務所要覧 平成３０年度
吾妻教育事務所/発行
2018 5p 30cm

【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成３０年度版
群馬大学広報本部/編集[･発行]
2018.5 49p 30cm
【受贈】

鹿島大明神の物語
文科創生研究所/発行
[2018] 1500 円
高崎市根小屋町の「鹿島の七日火」の由来とみ
られる古文書の現代語訳
【上毛 8/11】
学校教育の指針 平成３０年度
群馬県教育委員会/発行
2018 [4p] 30cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

高崎経済大学論集 第６０巻第２・３合併号（通
巻２１５・２１６号）
高崎経済大学経済学会/発行
2017.9 110p 26cm
【受贈】
高崎経済大学論集 第６０巻第４号（通巻２１７
号）池野正晴教授退職記念号
高崎経済大学経済学会/発行
2018.3 364p 26cm
【受贈】
定例県議会議案 平成３０年第２回
群馬県/発行
2018 128p 30cm

群馬県議会会議録 平成３０年第１回定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2018.5 388p 30cm
【受贈】

定例市議会議案書
送付分）
前橋市/発行
2018 5p 30cm

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成３０年
度
群馬県教育委員会事務局高校教育課/発行
2018 1 冊 30cm
【受贈】

【受贈】

平成３０年第２回

(第１次
【受贈】

定例市議会議案説明資料(条例関係）平成３０年
第２回（第１次送付分）
前橋市/発行
2018 63p 30cm
【受贈】

群馬県多文化共生推進指針 ～外国人住民が持つ
多様性を活かし、誰もが参加・協同し安心して暮
らせる、活力ある社会の実現～
[生活文化スポーツ部人権男女・多文化共生課/
発行]
2018.3 40p 30cm
【自館作成】

出前なんでも講座 平成３０年度
群馬県総務部広報課/発行
2018.5 43p 30cm

【受贈】

群馬県点訳奉仕の会創立五十周年記念誌
群馬県点訳奉仕の会/発行
2017.11 57p 30cm
【受贈】
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〔2018.9〕

バリアフリーぐんま障害者プラン７ 群馬県障害
者計画・第５期群馬県障害福祉計画・第1期群馬
県障害児福祉計画
群馬県/編集･発行
2018.3 187p 30cm 603 円(税込)
【受贈】

4 自然科学
岩神の飛石 学習ファイル
前橋市教育委員会/作製
[2018]

バリアフリーぐんま障害者プラン７ 群馬県障害
者計画・第５期群馬県障害福祉計画・第1期群馬
県障害児福祉計画 概要版
群馬県/編集･発行
2018.3 8p 30cm
【受贈】

かみつけ №１１
石塚正彦/編集 毛野・秩父虫の会/発行
2018.3 70p 26cm
【受贈】
かみつけ記録集 ２００４～２０１６年
宮畑裕恵･伏島済･石塚正彦/編集
毛野・秩父虫の会/発行
2018.3 172p 26cm
【受贈】

文化ふじおか 第３号 平成３０年３月
創立
４０周年
協会誌編集委員会/編集 藤岡市文化協会/発行
2018.3 18p 30cm
【受贈】
保健の歩み ６５
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2018.3 99p 30cm
補正予算説明書 平成３０年
群馬県/発行
2018 250p 30cm

黒沢病院４０年の軌跡 １９７７－２０１８
「黒沢病院４０年の軌跡」編集委員会(高崎市)/
編集
上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.8 469p 27cm
【受贈】

【受贈】

第２回定例県議会
群馬県歯科医学会雑誌 vol.２２
群馬県歯科医学会/発行
2018.5 105p 30cm

【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 ６月補正予算説明
資料 平成３０年第２回定例市議会
2018 5p 30cm
【受贈】

２０１８

群馬県保健医療計画 平成３０年４月
群馬県健康福祉部医務課/編集･発行
2018.6 282p 30cm

民話と伝説の舞台 ぐんま謎学の旅
小暮淳/著 ライフケア群栄/発行
2018 140p 四六判 1000 円(税込)
著者はみなかみ温泉大使・伊香保温泉大使
【ちいきしんぶん 9/7、日経 9/8】
四十五年のあゆみ
中之条町文化協会/発行
2018.3 206p 26cm

【上毛 8/11】

【受贈】

【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 第２２号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2018.3 143p 30cm
【受贈】
健康福祉統計年報 平成３０年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2018.3 1 冊 31cm
【自館作成】

【受贈】

県民健康・栄養調査報告書 平成２８年度
群馬県健康福祉部保健予防課/発行
2018.3 309p 30cm
【受贈】
乱舞 第２４号 ２０１８
生田稔彦/編集 群馬昆虫学会/発行
2018.3 58p 30cm

〔 2018.9〕
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【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

群馬県汚水処理計画 平成３０年３月
県土整備部下水環境課/編集 群馬県/発行
2018.3 33p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】

業務年報 平成２８年度
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
[2018] 67p 30cm

【自館作成】

近世東国の人馬継立と休泊負担
丹治健蔵/著 岩田書院/発行
2018.7 300p 22cm 7000 円
（ 近世史研究叢書 50 ）
上州の陸運に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2070 号】

群馬県企業立地のご案内 ２０１８－２０１９
群馬県産業政策課企業誘致推進室/作成
2018.7 43p 30cm
【受贈、ぐんま経済 9/6】
ぐんまちゃんのごみＢＯＯＫ 第２次群馬県循環
型社会づくり推進計画普及啓発冊子
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課/編集･
発行
2018.3 21p 30cm
【受贈】

群馬県水産試験場研究報告
群馬県水産試験場/発行
2018.3 25,29p 30cm

第２３号
【自館作成】

群馬のうまいラーメン ２０１８－２０１９
ニューズ・ライン/発行
2018.8 124p 26cm 800 円
【受贈、読売･ぐんま経済 8/30】

群馬県農業技術センター研究報告
成３０年３月
群馬県農業技術センター/発行
2018.3 32p 30cm

第１５号

平

幸せな名建築たち 住む人・支える人に学ぶ４２
のつきあい方
日本建築学会/編 丸善出版/発行
2018.7 5,182p 21cm 2800 円
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2070 号】

群馬の蚕神
富岡製糸場世界遺産伝道師協会/編集･発行
2018.7 298p 30cm
（ 群馬県蚕神総合調査報告書 ）
【受贈、上毛 8/19･9/6】

【受贈】

地元の力を生かす「ご当地企業」 ビッグデータ
で読み解く４７都道府県
帝国データバンク・中村宏之/著
中央公論新社/発行
2018.7 315p 18cm 900 円
（ 中公新書ラクレ 628 ）
【TRC 新刊案内 2070 号】

スバル SUBARU：１００ years of global expan
sion with innovative and unique technologies
「独創の技術」で世界に展開した１００年
当摩節夫/著 三樹書房/発行
2018.7 255p 27cm 4000 円
「富士重工業」増補新訂版(2015 年刊)の改題
増補新訂版
【TRC 新刊案内 2070 号】
前橋建築マップ
臼井敬太郎・前橋工科大学学生/著
「場所・T house」プロジェクト実行委員会/作
製
2018
臼井氏は前橋工科大学専任講師
【上毛 9/3】
歴史まちづくりカード（歴まちカード）
[2018.8] 各 1 枚 6.3 × 8.8cm
国土交通省関東地方整備局/作成
群馬県は「桐生祇園祭」(桐生市)と「楽山園」
(甘楽町)のカードを作成
【読売 8/15、ぐんま経済 8/16、桐生タイムス 8/17】
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日航１２３便墜落 遺物は真相を語る
青山透子/著 河出書房新社/発行
2018.7 194p 20cm 1650 円
【TRC 新刊案内 2072 号】
日航機１２３便墜落最後の証言
堀越豊裕/著 平凡社/発行
2018.7 326p 18cm 900 円
（ 平凡社新書 885 ） 【TRC 新刊案内 2071 号】

〔2018.9〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
吾妻郡の名石と伝承
田村正勝/著･発行
[2018] 184p 26cm
著者は中之条町生まれ

9 文学
愛の童話 花と太陽
桃泉けい(須田圭子)/著
2018.8 92p 四六並 780 円
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

ある日の山あの時の山
後藤信雄/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.8 201p 21cm 1000 円
著者は沼田市在住
【受贈、上毛 9/5】
黒沢直啓作品集
黒沢直啓/著[･発行]
[2018] 22p A5 判 1000 円
黒沢氏は高崎市在住
言葉の力 書作集
江森光龍/著[･発行]
2018.7 118p 31cm
著者は館林市在住

朝の言葉 詩集
大橋政人/著 思潮社/発行
2018.7 121p 22cm 2400 円
著者はみどり市在住
【上毛 9/4、TRC 新刊案内 2073 号】
沖縄オバァの小さな偽証 さえこ照ラス
友井羊/著 光文社/発行
2018.7 257p 19cm 1700 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2071 号】

【上毛 8/31】

歌碑のある風景 第２集
日本共産党歌人後援会/編 光陽出版社/発行
2018.7 134p 19cm 1200 円
「温泉街の万葉歌碑(群馬県)」収録
【TRC 新刊案内 2072 号】

【受贈】

Trail Running magazine ２０１８ 特集最高の
レースを目指して 『PEAKS』別冊
枻出版社/発行
2018.8 143p 30cm 1200 円
（ エイムック 4123 ）
松本大氏(群馬県出身)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2073 号】

[河合笑久慕作品集]
河合笑久慕(遠坂孝雄)/著[･発行]
[2018] 93p 新書判
著者は太田市在住

【上毛 8/3】

季節の手のひら 詩集
井上優/著 井上出版企画(みなかみ町)/発行
2017.4 162p 21cm 1500 円
著者は前橋市出身
【上毛 8/14】

夏の甲子園１００回故郷のヒーロー 完全保存版
週刊朝日編集部/編 朝日新聞出版/発行
2018.7 250p 30cm 1852 円
群馬県・渡辺久信氏・伊勢崎清明高校に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2071 号】

群馬県立女子大学国文学研究 第３８号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2018.3 212p 21cm
【受贈】

夏の甲子園１００回名勝負・名選手の真相！！
初耳だらけの舞台裏
ダイアプレス/発行
2018.8 121p 26cm 780 円
（ DIA Collection ）
「「群馬の玉三郎」はなぜ奈落に堕ちたのか？」
収録
【TRC 新刊案内 2071 号】

剣太の風
空羽ファティマ・工藤奈美/製作
[工藤奈美・工藤英士/発行]
2018.8
空羽氏は前橋市在住
【毎日 8/31･9/12】

モダン絵封筒の世界 大正・昭和
三好一/著[･編] 紫紅社/発行
2018.7 147p 21cm 1600 円
竹久夢二の作品収録 【TRC 新刊案内 2073 号】

残光 漢詩集
高橋延雄/著[･発行]
[2018]
著者は富岡市在住
秋明菊 句集
平井かづ子/著 文學の森/発行
2018.4 166p 19cm
著者は前橋市在住

8 語学

〔 2018.9〕

【上毛 8/10】

【上毛 8/22】

【受贈】

上毛国語 第８３号
群馬県高等学校教育研究会国語部会/発行
2018.3 109p 21cm
【受贈】
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白き糸の道
澤見彰/著 新潮社/発行
2018.5 332p 20cm 1900 円
群馬県に関する記述あり

ふたりはとっても本がすき！
如月かずさ/作 いちかわなつこ/絵
小峰書店/発行
2018.7 62p 22cm 1100 円
（ おはなしだいすき ）
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2071 号】

【購入】

「それでもなお」の文学
川本三郎/著 春秋社/発行
2018.7 240p 20cm 2000 円
坂口安吾に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2070 号】
高崎グラフィティ。
古宮九時/[著] KADOKAWA/発行
2018.7 261p 15cm 610 円
（ メディアワークス文庫 ふ 4-3 ）
【TRC 新刊案内 2071 号】

県関係者の一般著作
英語がしゃべれる人になりたい！ “小学生の夢
を叶える”移行期のカンペキ準備
小林智子/著 学芸みらい社/発行
2018.8 158p 26cm 2500 円
（ 次世代教師シリーズ ）
著者は沼田市立沼田東小学校教諭
【TRC 新刊案内 2073 号】

短歌タイムカプセル
東直子・佐藤弓生/編著 書肆侃侃房/発行
2018.1 245p 19cm 1500 円
飯田有子氏(前橋市生まれ)・渡辺松男氏(太田
市在住)の短歌各 20 首収録
【上毛 8/28】

環境を守る森をしらべる
原田洋・鈴木伸一/著 海青社/発行
2018.7 158p 19cm 1600 円
鈴木氏は沼田市生まれ【TRC 新刊案内 2071 号】

東遊記 JOURNEY to the EAST“BLUE DRAGON'S M
AGIC”
武内涼/著 KADOKAWA/発行
2018.7 368p 19cm 1700 円
著者は群馬県出身
【上毛 9/9、TRC 新刊案内 2072 号】

看護の現場ですぐに役立つ排泄ケアのキホン 患
者さんの排泄を手助けする方法を学ぶ！
中澤真弥/著 秀和システム/発行
2018.7 141p 26cm 1500 円
（ ナースのためのスキルアップノート ）
著者は高崎市内の医院勤務の看護師
【上毛 9/2、TRC 新刊案内 2071 号】

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
【毎日 8/23、上毛 8/27、産経 9/1、
TRC 新刊案内 2073 号】

５０歳で起業、２０年で売上３５０億円
細渕弘之/著 ダイヤモンド社/発行
2018.7 293p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2071 号】

飛火 第５４号
飛火の会/編集･発行
2018.6 84p 21cm 1000 円(頒価)
「詩四篇」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】
萩原朔太郎研究会 会報 SAKU
第４号
萩原朔太郎研究会/発行
2018.5 90p 21cm

第８３号

すべての子どもを算数好きにする「データの活用」
の「しかけ」と「しこみ」
山本良和/編･著 子どもの心に「こだま」する
算数授業研究会/著 東洋館出版社/発行
2018.7 129p 26cm 2100 円
山本氏は前橋国際大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2071 号】

新装

【受贈】

船舶汚染規制の国際法
富岡仁/著 信山社/発行
2018.7 15,265p 22cm 7400 円
（ 学術選書 178 ） 【TRC 新刊案内 2072 号】

萩原朔太郎詩集『月に吠える』１００年記念展
―ここからすべてが始まった
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2017.7 47p 26cm
【受贈】
向日葵 句集
石原玲子/著 文學の森/発行
2018.8 219p 20cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】
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〔2018.9〕

大豆の科学
五日市哲雄・久保田博南/著
日刊工業新聞社/発行
2018.7 151p 21cm 1600 円
（ B&T ブックス ）
久保田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2071 号】

視聴覚資料
茜空 （CD）
北川たつや/作詞･作曲･歌
2018.8
日航機事故遺族が出版した絵本「パパの柿の木」
(谷口真知子/作・亭島和洋/絵)を題材にした歌
【上毛 8/11･14】

Dr.南雲のこれが本物だ！ 食品から美容・家電
まで
南雲吉則/著 WAVE 出版/発行
2018.7 181p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2072 号】

Imagination （CD）
宮原美絵/歌
2018.9
2 枚目の CD。宮原氏はジャズ＆ブルースバー
「Village」(桐生市)代表【夕刊桐生タイムス 8/28】

取調べのビデオ録画 その撮り方と証拠化
牧野茂・小池振一郎/編 成文堂/発行
2018.8 7,107p 21cm 2000 円
牧野氏は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 2073 号】

前橋の女(ひと) （CD）
泉五郎(小保方広幸)/歌 高坂のぼる/作詞
岬かずや/作曲
[2018]
泉氏のデビュー CD。泉氏は前橋市在住。
高坂氏は前橋市在住。岬氏は邑楽町在住。
【上毛 8/10】

な り た い母 ち ゃ ん に ゃ な れ な い が 失 敗 た く さ
ん、時々晴れの迷走育児録
須藤暁子/著 集英社/発行
2018.7 213p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2072 号】
骨が語る兵士の最期 太平洋戦争・戦没者遺骨収
集の真実
楢崎修一郎/著 筑摩書房/発行
2018.7 234p 19cm 1500 円
（ 筑摩選書 0163 ）
著者は元群馬県埋蔵文化財調査事業団勤務
【TRC 新刊案内 2070 号】

電子資料

ミックステープ文化論
小林雅明/著 シンコーミュージック・エンタ
テイメント/発行
2018.8 223p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2072 号】
もういちど夢をかなえるヒント 平凡な毎日が輝
き出す！
中山庸子/著 創元社/発行
2018.7 139p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2070 号】
も ～ っ とず ぼ ら ヨ ガ 自 律 神 経 ど こ で も リ セ ッ
ト！
崎田ミナ/著 福永伴子/監修 飛鳥新社/発行
2018.7 119p 21cm 1111 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2070 号】
離島ひとり旅
大畠順子/著 辰巳出版/発行
2018.8 127p 21cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2072 号】

〔 2018.9〕
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