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都丸信二/作
[2012] 2p 21 × 30cm
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朝倉伊勢西№１遺跡（あさくらいせにしなんばー
いちいせき） (都)江田天川大島線道路改良工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2011.10 60p 写真図版 2,11 30cm 【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。

朝倉工業団地遺跡群（あさくらこうぎょうだんち
いせきぐん） 朝倉工業団地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
2012.2 58p 写 真図版 2,22 30cm 【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。

朝倉工業団地遺跡群№３（あさくらこうぎょうだ
んちいせきぐんなんばーさん） 伊藤忠丸紅特殊
鋼株式会社特殊鋼センター建設に伴う埋蔵文化財
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
2012.11 20p 口絵 1p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

０ 総記
群馬県の図書館 ２０１２
群馬県立図書館/発行
2012 5,89p 31cm

大渡道場遺跡（おおわたりどうじょういせき）
前橋市消防局西消防署移転新築工事に伴う埋蔵文
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
2011.12 64p 写 真 図 版 2,13p 30cm【 受 贈 】

【自館作成】

群馬美少女図鑑 2012 WINTER vol.16 RECIPE
トロワデザイン(高崎市)/発行
2012.11 81p 21cm
【 受贈 】

関東大震災で飛躍した企業 今こそ学べ！成功の
発想力
たみやじゅん/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2013.1 195p 18cm 800 円
野間清治(桐生市出身)に関する記述あり
著者は伊勢崎市在住
【上毛 1/23、TRC 新刊案内 1799 号】

1 哲学･宗教

群馬県人物･人材情報リスト ２０１３
日外アソシエーツ株式会社/編集
日外アソシエーツ/制作
2012.12 36,838,32p 31cm 90000 円
【TRC 新刊案内 1799 号】

[企画展 第１２回] 碓氷郡の神と仏
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2012.11 141p 30cm
【受贈】
全国三十三所集録（北関東編）
石川靖夫/編
2012.11 3,309p 19cm
群馬県に関する記述あり

【受贈】

群馬県謎解き散歩 前橋･高崎のライバル関係、
富岡製糸場から縁起だるま、下仁田のコンニャク
まで“群馬学”の決定版！
熊倉浩靖/編著 新人物往来社/発行
2013.1 255p 15cm 857 円
（ 新人物文庫 く-1-1 ）
【上毛 1/30、TRC 新刊案内 1800 号】

【受贈】
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〔2013.2〕

群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 ３１
平成２３年度事業概要
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.10 57p 30cm
【 受贈 】

利根沼田歴史民俗事典
金子蘆城/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2013.1 3,536p 22cm 3200 円
著者は沼田市在住
【上毛 1/4、TRC 新刊案内 1801 号】

群馬の山歩き１３０選 安心して登れるコースガ
イド
上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.12 265p 19cm 1000 円
【上毛 1/28、TRC 新刊案内 1799 号】
激動の昭和を背に育った少年
二之宮貞雄/著 文芸社/発行
2013.1 82p 20cm 1000 円
著者は前橋市生まれ

南部拠点地区遺跡群№６（なんぶきょてんちく
いせきぐんなんばーろく） 前橋市南部拠点東地
区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書№６
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/ほか発行
2011.9 14p 写真図版 1,4p 30cm
【受贈】

【受贈】

新島八重 激動の時代をまっすぐに生きた女性の
物語。
白石まみ/著 川口暁弘/監修
学研教育出版/発行
2012.12 155p 19cm 700 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1797 号】

米野芦沼遺跡（こめのあしぬまいせき） (主)渋
川大胡線社会資本総合整備(活力基盤(交安))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
2012.11 20p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
山王廃寺（さんのうはいじ） 平成２２年度調査
報告 山王廃寺範囲内容確認調査報告書Ⅴ
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.2 6,136p 写真図版 2,18p 30cm【受贈】

新島八重入門 ＮＨＫ大河ドラマ八重の桜プレミ
アムガイド
ホーム社/発行
2013.1 93p 26cm 743 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1799 号】

山王廃寺（さんのうはいじ） 平成２２年度調査
報告 別冊 －続 瓦整理から－ 山王廃寺範囲
内容確認調査報告書Ⅴ
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.2 62p 30cm
【 受贈 】

新島八重ものがたり 桜舞う風のように
藤咲あゆな/著 暁かおり/絵 集英社/発行
2013.1 216p 18cm 650 円
（ 集英社みらい文庫 ふ-1-6 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1799 号】

城下町ぬまたを歩く
中の会商店街振興組合(沼田市)/作成
[2013.1]
【上毛 1/15】

２０１３年ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」完全ガ
イドブック
東京ニュース通信社/発行
2013.2 154p 30cm 933 円
（ 東京ニュースムック 通巻 328 号 ）
新島襄のゆかりの地観光ガイドとして安中市に
関する記事あり
【TRC 新刊案内 1798 号】

すらすら読めてわかりやすい「新島八重」伝説
黒沢賢一/著 創英社/発行
2012.12 255p 18cm 952 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1798 号】
高山彦九郎「子安神社道の記」
１２
星野正明[/著･発行]
[2012] 1 冊 26cm

平成探訪記１～
２０１３年ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」完全読
本
産経新聞出版/発行
2013.1 172p 30cm 1000 円
（ NIKKO MOOK ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1798 号】

【受贈】

樋ノ下遺跡（といのしたいせき） 地方特定道路
整備事業(代行)市道１級２０８号線に伴う埋蔵文
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
【受贈】
2012.10 14p 写真図版 4p 30cm

〔2013.2〕
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日本人の魂と新島八重
櫻井よしこ/著 小学館/発行
2012.12 237p 18cm 740 円
（ 小学館 101 新書 151 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1797 号】

八重のことば 新島八重とその同時代人が語り伝
えた生き方
坂本優二/著 新教出版社/発行
2012.12 267p 19cm 1500 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1797 号】

日本百名山データＢＯＯＫ 人気ルートガイドと
基礎データを網羅 完全保存版！
枻出版社/発行
2012.12 167p 26cm 1200 円
（ エイムック 2525 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1799 号】

八重の桜
NHK 出版/発行
2013.1 159p 21cm 952 円
（ NHK シリーズ NHK 大河ドラマ歴史ハンド
ブック ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1798 号】

冬籠りしたくなる温泉宿
三栄書房/発行
2013.2 141p 26cm 648 円
（ サンエイムック ）
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1798 号】

八重の桜 前編
NHK 出版/発行
2013.1 207p 26cm 1048 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
[新島]八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1798 号】

前橋城（三の丸門東地点）（まえばしじょう（さ
んのまるもんひがしちてん）） 旧中央公民館解
体工事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
2011.11 56p 写真図版 4,7p 30cm 【受贈】

私の履歴書
栁澤清/著 栁澤春子(高崎市)/発行
2012.12 222p 22cm
著者は旧碓氷郡磯部町生まれ

【受贈】

箕輪軍記 口語私訳
大塚實[/訳] 箕輪城まつり奉賛会/発行
2012.10 31p 26cm 600 円(税込) 【受贈】
元総社蒼海遺跡群（３７）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうなな）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
2012.3 108p 写 真 図 版 2,43p 30cm【 受 贈 】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成24年第4回
平成24年9月3日開会 平成24年9月28日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2012.11 5,219p 30cm
【受贈】

八重さん、お乗りになりますか
本井康博/著 思文閣出版/発行
2012.12 302,12p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 別巻 2 ）
【TRC 新刊案内 1799 号】

いなか暮らしの本 ２０１３年２月号
宝島社/発行
[2013.1]
桐生市[と上野村]に関する記事あり
【桐生タイムス 1/22】

八重と会津落城
星亮一/著 PHP 研究所/発行
2013.1 238p 18cm 760 円
（ PHP 新書 837 ）
[新島]八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1797 号】

梅田の民話マップ
梅田地区生涯学習推進委員会(桐生市)/作成
[2012.12] A3 判
【日刊きりゅう 12/2】
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〔2013.2〕

群馬県議会会議録 平成24年9月定例会
自平成24年9月18日 至平成24年10月19日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2012.11 7,307p 30cm
【受贈】

定例県議会議案（附予算説明書）
平成２４年１１月
群馬県/発行
2012.11 927p 30cm

出前なんでも講座 平成２４年度メニュー
群馬県企画部広報課/発行
2012.6 38p 30cm
【 受 贈】

群馬県公営企業決算書（企業局関係） 平成２３
年度
群馬県/発行
[2012] 191p 21 × 30cm
【受贈】

とみおか「はーて」 富岡体験交流プログラム
富岡市観光協会[/発行]
[2013.1]
【産経 1/24】

群馬県の賃金･労働時間及び雇用の動き 平成23
年における 毎月勤労統計調査地方調査結果報告
書
群馬県企画部統計課/発行
2012.12 139p 30cm
【受贈】

夏休み高校生ボランティア活動体験記２０１２
群馬県立図書館総務企画係(ボランティア担当)
/編集
群馬県立図書館/発行
2012.11 1 冊 30cm
【自館作成】

こまちウェディング２０１２冬号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
2012.10 248p 31cm 286 円
【受贈】

福祉のフォークロア－わたしたちの生活と共同体
－ 常民大学研究紀要１１
常民大学合同研究会運営委員会/編集･発行
2012.10 134p 21cm
「地域の連帯を求めて－戦後群馬の地域福祉史
の断面」斎藤遙山(渋川市在住)/著収録
【受贈】

こまちウェディング２０１３春号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2013.1] 300 円[(税込)]【ぐんま経済 1/17】
これでいいのか栃木県 群馬･茨城の“いじめ”
を受け流す県民性とは？
岡島慎二･土屋幸仁/編
マイクロマガジン社/発行
2012.12 139p 26cm 1300 円
（ 日本の特別地域特別編集 41 ）
第２章「栃木･群馬･茨城の北関東３県は仲間か
敵か」収録
【TRC 新刊案内 1797 号】

Ｍｙ Ｂｅａｒｓ ａｎｄ Ｍｅ（ベアと私）
[設立１５周年記念]
[竹沢]里夏/著 カドリーベア･デン･イン･ジャ
パン(前橋市)/発行
[2013.1] 1 冊 A5 判 700 円 【上毛 1/20】
路線価図 １１ 高崎税務署管内
大蔵財務協会/発行
2012.7 1 冊 37cm 7714 円

産業研究（高崎経済大学産業研究所紀要）
第４８巻第１号 通巻７８号
高崎経済大学産業研究所/発行
2012.10 47p 26cm
【 受贈 】

【購入】

路線価図 １２ 沼田･藤岡･富岡･中之条税務署
管内
大蔵財務協会/発行
2012.7 1 冊 37cm 4286 円
【購入】

ＣＳＲレポート ２０１２ ダイジェスト版
富士重工業株式会社経営企画部/編集･発行
2012.9 38p 30cm
【 受贈 】

路線価図 １３ 館林税務署管内
大蔵財務協会/発行
2012.7 1 冊 37cm 7905 円

事業概要 平成２４年版 平成２３年度事業実績
群馬県中央児童相談所･群馬県西部児童相談所･
群馬県東部児童相談所/発行
2012.11 66p 30cm
【受贈】
地域貢献事業概要 平成２３年度
地域社会と供に「人類の健康と福祉に貢献する」
[高崎健康福祉大学/発行]
2012 29p 30cm
【受贈】

〔2013.2〕

【受贈】
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【購入】

群馬県都市計画審議会議案 第１６３回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2012.10 8p 30cm
別添資料：添付図面 19p 参考資料 6p【受贈】

4 自然科学
明日の健康と幸せのために パートⅢ
北爪澄夫/著
[2012.12] 335p 19cm 1500 円(原価)
日刊きりゅうに掲載された健康コラムを収録
著者は桐生市生まれ
【受贈、日刊きりゅう 12/2】

群馬県における水害罹災者の対応－１９１０年利
根川大水害による移住をめぐって－
三木理史/著 2012 [15p] 26cm
『地理学評論 第８５巻第６号』抜刷【受贈】

草津の自然を愛する会 設立３０年記念誌
草津の自然を愛する会/編集･発行
2012.11 105p 26cm
【受贈、上毛 1/6】

ここが味噌 みそガイドブック かんな･かぶら
∞ぐるぶら旅
藤岡行政県税事務所･富岡行政県税事務所/作製
[2013.1] 20p A4 判
【毎日 1/30、上毛･産経 1/31】

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１０次鳥獣
保護事業計画(平成２０年度～平成２３年度)第四
次報告
群馬県/発行
2012.9 232p 30cm
【受贈】

町づくろいの思想
森まゆみ/著 みすず書房/発行
2012.7 238p 20cm 2400 円
八ッ場ダムに関する記述あり
【朝日 1/22、TRC 新刊案内 1775 号】

創立８０周年記念誌
国立療養所栗生楽泉園(草津町)/発行
2012.10 92p 31cm
【受贈】
鳥類地方書集成－地域別鳥類文献目録－ 別刷
早川貞臣[/編集･発行]
2012.5 [139p] 30cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】

6 産業

フィールドノートⅡ
小池渥/著
[2013.1]
尾瀬を中心とする生物研究の成果をまとめた
著者は沼田市在住
【朝日 1/24】

群馬県水産試験場研究報告 第１８号
（附平成２３年度業務報告）
群馬県水産試験場/発行
2012.3 35,28p 30cm
【自館作成】
畜産施策の実績 平成２３年度
群馬県農政部畜産課/発行
[2012] 39p 30cm

フィールド･バイオロジスト ２０巻１号
（２０１１年７月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2011.7 24p 26cm
【受贈】

治山事業及び保安林制度のあらまし
度
群馬県/発行
2012.8 58p 30cm

ヘルスサイエンス研究 第１６巻１号
ヘルスサイエンス研究編集事務局/編集
ぐんまカウンセリング研究会/発行
2012.10 100,7p 30cm
【受贈】

鳥獣保護区等位置図 平成２４年度
群馬県/発行
2012.10 折りたたみ 88 × 125cm

【受贈】
平成２４年
【受贈】

【受贈】

富岡製糸場を世界遺産に 学びパンフレット
２０１３年改訂版
[2013.1] 34p A4 判 500 円
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

ゆるキャラグランプリ公式ランキングＢＯＯＫ
２０１２－２０１３
みうらじゅん/監修 扶桑社/発行
2012.12 127p 30cm 762 円
（ 扶桑社 MOOK ）
ぐんまちゃんに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1797 号】

隠れグルメを探せ！ イノブタスタンプラリー
上野村のイノブタを高崎で食べる会/作製
[2012.10] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、上毛 11/25】
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〔2013.2〕

群馬の高校野球２０１２総集編 第９４回全国高
等学校野球選手権群馬大会総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2012.8 74p 30cm 1200 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.32 ）
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
新井洞巌展図録－第６回ふるさとの文 化人展 －
（博物館要覧付） 平成２４年度第３回企画展
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」/編集･
発行
2012.10 34p 30cm
【受贈】
近畿大学総合社会学部紀要 第１巻第２号
近畿大学総合社会学部/編集･発行
2012.3 99p 26cm
「『眠る男』と民族誌」鈴木伸二/著収録
【受贈】

群馬の陸上競技２０１１総集編 高校総体･中学
総体･小学総体総集編全記録
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2011.10 66p 30cm 952 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.26 ）
【受贈】

月刊ＩＫＫＩ ２００８年[９月号]
小学館/発行
[2008.9]
「もりびと」･「誰かのために自殺をしよう」
三友恒平(桐生市在住)/漫画収録
【桐生タイムス 1/17】

朔太郎･朔美写真展 朔太郎が切り取った風景を
求めて 前橋市制施行１２０周年記念事業 前橋
文学館特別企画展
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2012.11 55p 30cm
【受贈】

群馬☆アスリートの女神 ２０１２Ｖｏｌ.１
群馬の煌めき輝く女子アスリート１３人の素顔
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2012.7 114p 21cm 952 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.30 ）
【受贈】

寺社の装飾彫刻 関東編上 東京･埼玉･群馬
若林純/撮影･構成 日貿出版社/発行
2012.12 223p 26cm 3800 円
【群馬建設 1/30、TRC 新刊案内 1797 号】
高崎市の美しい景観写真展８ 作品集
高崎市都市整備部都市計画課景観室/発行
2012.12 62p 30cm 200 円
【受贈】

群馬のインターハイ＆総合文化祭総集編２０１１
２０１１熱戦再来 北東北総体群馬選手総集編･
全記録＆２０１１ふくしま総文･群馬代表生徒総
集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2011.10 66p 30cm 952 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.27 ）
【受贈】

美ら島沖縄総体２０１０ 群馬選手総集編・全記
録 平成２２年度全国高等学校総合体育大会群馬
選手総集編･全記録
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2010.11 66p 30cm 1200 円
（ ありがと！ Gsports 臨時 増刊号 Vol.21 ）
【受贈】

群馬の高校野球２０１０総集編 第９２回全国高
等学校野球選手権群馬大会総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2010.8 74p 30cm 1200 円
（ ありがと！ Gsports 臨時 増刊号 Vol.20 ）
【受贈】

とても透明でやさしいしあわせ
三友恒平/漫画 小学館/発行
2010
三友氏は桐生大学短期大学部アート･デザイン
学科非常勤講師
【桐生タイムス 1/17】
にげまどうし
三友恒平/漫画 小学館/発行
2012
三友氏は桐生大学短期大学部アート･デザイン
学科非常勤講師
【桐生タイムス 1/17】

群馬の高校野球２０１１総集編 第９３回全国高
等学校野球選手権群馬大会総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2011.8 74p 30cm 1200 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.25 ）
【受贈】

〔2013.2〕

-6-

２０１２ロンドン！群馬選手応援ガイド がんば
れ！ニッポン！！がんばれ！群馬！！
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2012.7 19p 30cm 476 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.31 ）
【受贈】

9 文学
「一分」をつらぬいた侍たち 『武道伝来記』の
キャラクター
岡本隆雄/著 新典社/発行
2012.1 207p 19cm 1500 円
（ 新典社選書 48 ）
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【購入】

年報 第４０集 平成２１年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/発行
2011.3 45p 30cm
【 受贈 】
年報 第４１集 平成２２年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/発行
2011.12 79p 30cm
【受贈】

風の街 第３８号
嶋田誠三/編集･発行
2013.1 115p 21cm 500 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

必要とされなかった話
三友恒平/漫画 小学館/発行
2010
三友氏は桐生大学短期大学部アート･デザイン
学科非常勤講師
【桐生タイムス 1/17】

奇人荘のふしぎでゆかいな住民たち
関口蓮/作
[2012]
関口氏は桐生第一高等学校在籍
【桐生タイムス 1/26】

ランドヌール 「ブルベ」の魅力と完走ノウハウ
がわかる！ Ｖｏｌ.２ 特集達人たちの流儀
グラフィック社/発行
2013.1 159p 29cm 1800 円
ＡＪ群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1799 号】

群馬年刊詩集 第３５集（２０１２）
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2012.11 171p 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】
こうじのくるま
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2013.1 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1799 号】

レッツ！トレイルラン ＶＯＬ.２ 楽しく軽快
に走ろう！石川弘樹ＰＲＥＳＥＮＴＳトレイルラ
ン入門
ベースボール･マガジン社/発行
2012.12 97p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 875 ）
赤城山トレイルランニング･レースに関する記
述あり
連載「世界を往く」鏑木毅(群馬県生まれ)/著
収録
【TRC 新刊案内 1797 号】

告白
小林深雪･如月かずさ/ほか著 講談社/発行
2012.12 254p 19cm 950 円
（ YA!ENTERTAINMENT ）
「雪華の恋」如月かずさ(群馬県生まれ)/著収
録
【TRC 新刊案内 1798 号】
さうらふ 歌集
井田金次郎/著 地表社/発行
2012.12 217p 22cm
著者は前橋市在住

【受贈】

真田三代風雲録
中村彰彦/著 実業之日本社/発行
2012.12 696p 20cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1797 号】

8 語学
ぐんまの子ども 第３２集
群馬作文の会/発行
[2013.1] 500 円

【受贈】

ほんとうはね！
【上毛 1/31】

私小説の技法 「私」語りの百年史
梅澤亜由美/著 勉誠出版/発行
2012.12 6,337,9p 22cm 3600 円
田山花袋「蒲団」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1797 号】
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〔2013.2〕

しんかんせん
小賀野実/写真･文
ポプラ社/発行
2013.1 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1799 号】
せきれい 境図書館短歌会合同歌集
境図書館(伊勢崎市)/発行
2010.10 35p 21cm

第３２集

せきれい 境図書館短歌会合同歌集
境図書館(伊勢崎市)/発行
2011.10 33p 21cm

第３３集

窓の外は向日葵の畑
樋口有介/著 文藝春秋/発行
2013.1 383p 16cm 667 円
（ 文春文庫 ひ 7-9 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1799 号】
木精歌集 第２１集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2012.12 53p 21cm

【受贈】

【受贈】

凛として 歌集
木村あい子/著 現代短歌社/発行
2012.11 268p 20cm 2381 円
（ 清流叢書 第 24 篇 ）
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 1/9】

【受贈】

談志が死んだ
立川談四楼/著 新潮社/発行
2012.12 220p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1797 号】
ちいさなふくちいさなぼく
大橋政人/ぶん 池谷陽子/え 福音館書店/発行
2013.1 23p 23cm 390 円
（ ちいさなかがくのとも 130 号 ）
大橋氏はみどり市在住 【桐生タイムス 1/7】

県関係者の一般著作
神様になった動物たち ４７種類の動物神とまつ
られた神社がよくわかる本
戸部民夫/著 大和書房/発行
2013.1 318p 15cm 700 円
（ だいわ文庫 245-1E ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1799 号】

デッドヒート １
須藤靖貴/著 角川春樹事務所/発行
2012.12 238p 16cm 600 円
（ ハルキ文庫 す 4-2 ）
群馬県を舞台にした駅伝物語
【上毛 1/27】
年刊歌集 平成２４年度
群馬県歌人クラブ/発行
2012.11 279p 19cm 3000 円

気がつくか！？
関根春生/著 文芸社/発行
2013.1 94p 19cm 1000 円
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 1/8】

【受贈】

Ｑ＆Ａ退職･解雇･雇止めの実務 知っておきたい
トラブル回避法！
布施直春/著 労働調査会/発行
2012.12 6,258p 21cm 2000 円
著者は関東学園大学法学部･経済学部(太田市)
講師
【TRC 新刊案内 1798 号】

猫町
萩原朔太郎/著 金井田英津子/画
長崎出版/発行
2012.12 86p 22cm 2300 円
著者は群馬県生まれ
金井田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1797 号】
萩原朔太郎研究会会報 総索引
萩原朔太郎研究会/作成
[2013.1] 1000 円

グループ企業の決算業務と税務処理
並木安生･磯部 真一/共著
税務研究会出版局/発行
2012.12 2,9,245p 21cm 2000 円
並木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1797 号】

【上毛 1/8】

武尊嶺 歌集
田島智恵/著 あさを社/発行
2013.1 205p 20cm
著者は沼田市在住
【受贈、上毛 12/25】

〔2013.2〕
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賢人の手帳術 書き留めることでアイディアや考
えの質が向上。スケジュール管理以上の使い方を
身につける！
糸井重里･小室淑恵/監修 幻冬舎/発行
2012.12 159p 21cm 1300 円
糸井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1797 号】

視聴覚資料
１９６９（CD）
由紀さおり/歌 [ピンク･マルティーニ/演奏]
[EMI ミュージックジャパン/発売]
[2011.11]
由紀氏は桐生市生まれ 【桐生タイムス 1/26】

転職で成功したいのなら演技をしろ。
菊原智明/著 秀和システム/発行
2012.12 197p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1797 号】

ぐんま一番 ＃２４もっと知りたい！群馬の地酒
平成２４年１１月３０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】

発達障がい児の子育て ママたちが見つけた大切
なこと
佐々木正美/監修 子育てネット/著
大和書房/発行
2012.12 175p 21cm 1600 円
佐々木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1797 号】

ぐんま一番 ＃２５群馬で生まれる南国の音
平成２４年１２月７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】

冷えとり整体１２カ月 かんたんセルフケアで体
が変わる
野村奈央/著 メディアファクトリー/発行
2012.12 127p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1797 号】

ぐんま一番 特別編 群馬の新たなる息吹～東国
文化～ 平成２４年１１月２３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】

巻き込み型リーダーの改革 独裁型では変わらな
い！
山中光茂/著 日経 BP 社/発行
2012.12 303p 19cm 1600 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1797 号】

ゴールデン☆ベスト（CD）
由紀さおり/歌
[EMI ミュージックジャパン/発売]
[2012.2]
由紀氏は桐生市生まれ 【桐生タイムス 1/26】

陽明学のすすめ ４ 人間学講話河井継之助
深澤賢治/著 明徳出版社/発行
2012.12 191p 20cm 1800 円
著者は(株)シムックス(太田市)代表取締役会長
【上毛 1/20、TRC 新刊案内 1797 号】

ずっと忘れない 閉校記念ソング（CD）
中之条町立伊参小学校の児童/歌
樋口猛/作曲･伴奏
[2013.1]
樋口氏は吾妻教育事務所勤務
【上毛 1/26】
第４７回群馬県高等学校総合体育大会総合開会式
平成２４年５月１１日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
2012 120 分
【受贈】
第４７回群馬県中学校総合体育大会開会式
平成２４年７月２９日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
2012
【受贈】
東京ラストシーン／おひとりさまの上州路（CD）
美花/歌
エイフォース･エンタテイメント/発売
[2013.1] 1200 円
美花氏は太田市で音楽事務所を経営
【上毛 1/23】
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〔2013.2〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立第一中学校 平成２４年７月１０日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 嬬恋村立
嬬恋中学校 平成２４年１１月２７日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 板倉町立
東小学校 平成２４年８月２８日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 富岡市立
一ノ宮小学校 平成２４年１１月２０日放映
（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 邑楽町立
中野小学校 平成２４年８月７日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 中之条町
立伊参小学校 平成２４年７月３１日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 大泉町立
西小学校 平成２４年１２月４日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 南牧村立
南牧小学校 平成２４年１０月３０日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
尾島小学校 平成２４年１０月２３日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 神流町立
万場小学校 平成２４年９月１１日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 藤岡市立
小野中学校 平成２４年６月２６日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 みなかみ
町立水上中学校 平成２４年１０月１６日放映
（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
【受贈】
2012 [30 分]

みんなの時間 地域が支える小中学校 甘楽町立
第一中学校 平成２４年８月１４日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 吉岡町立
駒寄小学校 平成２４年１１月１３日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
川内中学校 平成２４年７月１７日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】

横浜、濡れ衣／揺れて横浜（CD）
清水節子/歌 松井タツオ/作曲･編曲
北爪葵/作詞／池森しおん/作詞
日本クラウン/発売
2012.7 5 曲
池森氏は群馬県出身

みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
豊秋小学校 平成２４年７月３日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
【受贈】
2012 [30 分]

【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 榛東村立
榛東中学校 平成２４年９月４日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
吉井西小学校 平成２４年７月２７日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 千代田町
立東小学校 平成２４年１１月６日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供 ［群馬テレビ/制作］
2012 [30 分]
【受贈】
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【受贈】

