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新居喜左衛門役用日記（１）自安政６年正月至萬
延２年２月 群馬県立歴史博物館所蔵
桐生市立図書館/編集
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2018.3 90p 30 × 43cm
( 桐生市立図書館郷土資料調査事業資料集 第
4集 ）
【受贈】

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年１０月分
No.３８３
平成 30(2018)年 11 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

E３１神田・三本木古墳群 六反支群 ６６１・
６６０・６５４号古墳 市道７５９１号サイクリ
ングロード新設事業に伴う埋蔵文化財調査報告書
毛野考古学研究所/編集
藤岡市教育委員会/発行
2018.3 82p 写真図版 37p 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。

飯塚貝沢堀添遺跡２ 高崎市市道建設事業に伴う
発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 10p 写真図版 3p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 359 集 ）【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。

池南遺跡 雨水対策事業鍛治町雨水バイパス管築
造工事に伴う発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 24p 写真図版 8p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 383 集 ）【受贈】
石神原遺跡 石神原地区農業体質強化基盤整備事
業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 30p 写真図版 12p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 385 集 ）【受贈】

０ 総記
医者の自由
関本健史[/著･発行]
[2018] 122p 15cm
著者は群馬県在住

いつかは挑戦したい難所のある山詳細ルートガイ
ド はじめにトライするべき岩場・クサリ場のあ
る２３コースを紹介
枻出版社/発行
2018.10 143p 26cm 1400 円
( エイムック 4163 ）
日光白根山・谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2081 号】

【受贈】

1 哲学･宗教

伊能図探検 伝説の古地図を２００倍楽しむ 図
書館版
河出書房新社編集部/編 モリナガヨウ/絵
河出書房新社/発行
2018.9 96p 31cm 2200 円
三国峠に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2080 号】

2 歴史･伝記･地理

江木東前沖遺跡 城東土地区画整理事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2018.3 5p 写真図版 1p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 401 集 ）【受贈】

秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ ’１８～
’１９
成美堂出版/発行
2018.10 143p 26cm 907 円
( SEIBIDO MOOK ） 【TRC 新刊案内 2077 号】
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〔 2018.11〕

えりあぐんま 第２４号 ２０１８
群馬地理学会/編集･発行
2018.6 54p 26cm

古代上毛野氏の基礎的研究
関口功一/著 岩田書院/発行
2018.9 380p 22cm 8400 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

おとなの温泉宿ベストセレクション１００ 関東
・甲信越
昭文社/発行
2018.11 94p 26cm 900 円
( まっぷるマガジン ）
【TRC 新刊案内 2081 号】

【受贈】

小八木薬研寺遺跡 工場事務所建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.5 16p 写真図版 2p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 410 集 ）【受贈】

学園広場
渡部平吾/著 ルネッサンス・アイ/発行
2018.9 51p 19cm 1000 円
著作は群馬大学学芸学部卒業
【上毛 11/8、TRC 新刊案内 2080 号】

境まちの史跡・景観写真集 第２回 歴史をいろ
どる文化・文人の郷：采女地区
地域活性化組織「境いきいきアイ」/発行
2018.10 18p 30cm
【受贈】

かけ湯くん 旅する温泉漫画
松本英子/著 河出書房新社/発行
2018.9 127p 21cm 1300 円
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2080 号】

栄町遺跡４ 高崎文化芸術センターに伴う発掘調
査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 12p 写真図版 2p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 389 集 ）【受贈】

上中居岡東遺跡３・高関村前遺跡３ 上中居土地
区画整理事業に伴う発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 36p 写真図版 8p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 381 集 ）【受贈】

ＪＲ高崎線・宇都宮線沿線の不思議と謎
老川慶喜/監修 実業之日本社/発行
2018.9 191p 18cm 900 円
( じっぴコンパクト新書 355 ）
【TRC 新刊案内 2077 号】

上和田遺跡・上並榎仲沖遺跡２・剣崎大塚南遺跡
・西明屋法峯寺前遺跡・正観寺弁財遺跡 学校施
設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 149p 写真図版 36p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 388 集 ）【受贈】

市内遺跡２４
藤岡市教育委員会/編集･発行
2018.3 26p 30cm

【受贈】

市内遺跡 平成２７年度
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 31p 写真図版 8p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 361 集 ）【受贈】

群馬県人物・人材情報リスト ２０１９
日外アソシエーツ/編集･発行
2018.9 34,771,30p 30cm 96000 円
【TRC 新刊案内 2081 号】

市内遺跡 平成２８年度
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 30p 写真図版 7p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 382 集 ）【受贈】

ぐんま探訪記 気の向くままに探し当てた群馬の
情景
大辻徹禅/著[･発行]
2018.8 25p 30cm
【受贈】

市内遺跡 平成２９年度
高崎市教育委員会/編集･発行
2018.3 30p 写真図版 8p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 402 集 ）【受贈】

群馬ＨＡＮＩ－１グランプリ
[群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員
会/発行]
2018 二つ折り 30 × 43cm
【受贈】

自分のための心休まる宿へ。 思い立ったらすぐ
行ける！
マガジンハウス/発行
2018.11 114p 28cm 833 円
( MAGAZINE HOUSE MOOK ）
四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2081 号】

古代上毛野の社会基盤
関口功一/著 同成社/発行
2018.10 222p 22cm 6000 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2081 号】

下仁田戦争記 五拾年記念増補再版 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.7 46p 21cm 2000 円(頒価)
【受贈】

〔 2018.11〕
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下之城遺跡群１
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 26p 写真図版 6p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 370 集 ）【受贈】

人が忘れかけているかも知れない・・・「心の大
切さ」を取り戻す機会にチャレンジ 地域のゆる
キャラを活用した・・・現実活動を通して
篠原幹男/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.10 177p 22cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 11/7】

下和田遺跡 高崎市新体育館建設事業に伴う発掘
調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 13p 写真図版 6p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 360 集 ）【受贈】
昭和レトロとノスタルジー空間
大辻徹禅/著[･発行]
2017.1 22p 30cm
伊香保・四万温泉他についての記述あり【受贈】
すいません、ほぼ日の経営。
糸井重里/語り手 川島蓉子/聞き手
日経 BP 社/発行
2018.10 287p 19cm 1500 円
糸井氏は群馬県生まれ
【産経 11/3】
戦国の城の一生 つくる・壊す・蘇る
竹井英文/著 吉川弘文館/発行
2018.10 6,206p 19cm 1700 円
( 歴史文化ライブラリー 475 ）
金山城に関する記述あり

見て、学んで、力がつく！こども日本地図 写真
とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道
府県を学ぼう！ ２０１９年版
永岡書店編集部/編集 永岡書店/発行
2018.9 135p 26cm 1300 円
【TRC 新刊案内 2078 号】
棟高遺跡群２ 群馬中央第二区画整理事業(平成
１８～２４年度)に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 166p 写真図版 36p 付図 2 枚 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 362 集 ）【受贈】

【購入】

「高崎藩日記」釈文集 西尾市岩瀬文庫所蔵文書
第５輯（第９巻・編集後記等）
高崎古文書の会/編集･発行
2018.10 49p 21cm
【受贈】

棟高遺跡群３ 群馬中央第二区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 154p 写真図版 20p 付図 3 枚 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 384 集 ）【受贈】

高浜日輪遺跡・後疋間元屋敷遺跡・上大類北田遺
跡・富岡下蔵遺跡２ 学校施設整備事業に伴う発
掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 166p 写真図版 39p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 364 集 ）【受贈】
探究 平将門と私たち 上
品川鈴峰/編･著
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2018.10 326p 21cm 1500 円(頒価)

松澤一族のルーツを探る
松澤三四郎/著[･発行]
2018.9 90p 26cm
邑楽郡千代田町の松澤姓に関する記述あり
【受贈】
まんが都道府県大事典
木村真冬/監修 西東社/発行
2018.10 255p 21cm 1200 円
( 小学生おもしろ学習シリーズ ）
【TRC 新刊案内 2078 号】

もっとゆる山歩き いつだって山日和
西野淑子/著 東京新聞/発行
2018.9 125p 19cm 1200 円
尾瀬沼に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2079 号】

【受贈】

山と高原 ＮＥＷ ＨＩＧＨＬＡＮＤ ＢＯＯＫ
小林百合子/文 野川かさね/写真
パイインターナショナル/発行
2018.9 141p 18cm 1600 円
( HOSHIGARASU EXTRA SERIES ）
芳ケ平湿原に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2079 号】

探究 平将門と私たち 下
品川鈴峰/編･著
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2018.10 p329-651 21cm 1500 円(頒価)
【受贈】
中泉十王堂遺跡３ 宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
技研コンサル/編集 高崎市教育委員会/発行
2018.8 20p 写真図版 4p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 418 集 ）【受贈】

山名南若宮遺跡 高崎市消防局南分署建設に伴う
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埋蔵文化財係/
編集 高崎市教育委員会/発行
2017.3 38p 写真図版 10p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 386 集 ）【受贈】
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〔 2018.11〕

緑陰私語
南雲正和/著･発行
2018.8 69p 21cm
明治 20 年に前橋臨江閣で行われた新井領一郎
の講演に関する記述あり
【受贈】

桐婦のあゆみ Ｎｏ.５９ 平成２９年度
桐生市婦人団体連絡協議会文化広報部/編集
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2018.9 105p 26cm
【受贈】
群馬県議会会議録 平成３０年第２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
2018.9 266p 30cm
【受贈】

論集戦国大名と国衆 ２１ 真田信之・信繁
黒田基樹/編集 岩田書院/発行
2018.9 1,352p 21cm 5000 円
【TRC 新刊案内 2081 号】

群馬県子ども・若者計画 第２期（平成３０～３
１年度）
群馬県こども未来部子育て・青少年課[/発行]
[2018.3] 144p 30cm
【受贈】

若い風
渡部平吾/著 ルネッサンス・アイ/発行
2018.9 123p 19cm 1000 円
著作は群馬大学学芸学部卒業
【上毛 11/8、TRC 新刊案内 2080 号】

群馬県政史 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.9 797,81p 図版 28p 19cm 6000 円(頒
価)
【受贈】

若い森
渡部平吾/著 ルネッサンス・アイ/発行
2018.9 73p 19cm 1000 円
著作は群馬大学学芸学部卒業
【上毛 11/8、TRC 新刊案内 2080 号】

群馬県統計年鑑 第６４回（平成３０年刊行）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2018.9 284p 30cm
【受贈】

若田金堀塚遺跡 若田浄水場ろ過砂置場整備に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 18p 写真図版 10p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 387 集 ）【受贈】

ぐんまの介護・福祉就職ガイドブック ２０１８
－２０１９
上毛新聞社介護・福祉就職ガイドブック係/編
集･発行
2018.7 74p 26cm
【受贈、上毛 10/27】

若田坂上遺跡２ 市道Ｃ－１００１号線歩道橋整
備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2018.3 8p 写真図版 5p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 404 集 ）【受贈】

群馬の伝承民謡とわらべうたの旅 解説編 楽譜
編 研究編
酒井正保/著[･発行]
2018.10 115,85p 26cm 1800 円(税込)【受贈】

われ農夫の祈りに開眼す 森喜作一代記
森喜美男/著[･発行]
[2018] 120p A5 判
著者は喜作氏の長男
【桐生タイムス 10/10、上毛 10/15】

群馬パース大学紀要 第２２号
群馬パース大学/発行
2017.3 25p 30cm

国立のぞみの園紀要 第１１号 平成２９年度
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(高崎
市)/編集･発行
2018.6 170p 30cm
【受贈】
財政のあらまし 平成３０年６月
群馬県/発行
2018.6 45p 30cm

3 社会科学
教育便覧 平成３０年度
群馬県教育委員会/発行
2018 74p 30cm

【受贈】

小学校教師の理科指導法
加藤敏明・二村泰弘/共著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.8 87p 21cm 1000 円
【受贈、TRC 新刊案内 2077 号】

【自館作成】

桐婦のあゆみ Ｎｏ.５８ 平成２８年度
桐生市婦人団体連絡協議会文化広報部/編集
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2017.9 98p 26cm
【受贈】

〔 2018.11〕

【受贈】

第３期ぐんま元気・活躍高齢者プラン
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2018.3 72p 30cm
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【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第１６号(２０１７)
高崎健康福祉大学図書館運営委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2017.3 174p 26cm
【受贈】

前橋の市政概要 平成３０年度版
前橋市議会事務局/編集･発行
2018 308p 30cm

みなかみ町勢要覧２０１６ 資料編
みなかみ町役場総合戦略課/企画･編集
みなかみ町/発行
2018.9 23p 30cm
【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第１７号(２０１８)
高崎健康福祉大学図書館運営委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2018.3 220p 26cm
【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2018 52p 21cm

チャレンジ・ザ・ドリーム 群馬の明日をひらく
平成２９年度版
総務部企画課/企画･編集
群馬県信用保証協会/発行
2018.9 301p 21cm
【受贈】

利根沼田生涯学習・社会教育要覧 平成３０年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2018 48p 30cm
【受贈】

【受贈】

4 自然科学
イモムシとケムシ チョウ・ガの幼虫図鑑
鈴木知之・横田光邦・筒井学/執筆･写真･幼虫
飼育 小学館/発行
2018.6 159p 29cm 2000 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
( 小学館の図鑑 NEO 23 ）
筒井氏は県立ぐんま昆虫の森の昆虫専門員、赤
城山の麓などで撮影・調査【朝日ぐんま 10/19】

平成２９年における群馬県の賃金・労働時間及び
雇用の動きー毎月勤労統計調査地方調査結果報告
書ー
群馬県企画部統計課/発行
[2018.7] 130p 30cm
【受贈】
まえばしパパ・ママ子育て応援ブック 平成３０
年度
前橋市・ホープ/協働発行
2018.10 64p A4 判 【毎日 10/12、上毛 10/19】

企画展 平成３０年度 第２３回
玉村町歴史資料館/編集･発行
2018.7 31p 30cm

前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化
判断比率等審査意見書 平成２９年度
前橋市監査委員/発行
2018 599p 30cm
【受贈】

医療と玉村町
【受贈】

ぐんま昆虫の森 四季の生き物たち
天谷初夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.6 348p 17cm 2500 円
著者はぐんま昆虫の森ボランティアスタッフ
【受贈、上毛 10/11】

平成２９年度

前橋市各会計決算の大要
前橋市/発行
2018.9 239p 30cm

平成３０年度版

陸軍特別大演習並地方行幸記念写真帖 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.9 1 冊 21 × 30cm 4300 円(頒価)
【受贈】

定例県議会議案 平成３０年第３回前期（附予算
説明書）
群馬県/発行
2018 92p 30cm
【受贈】

前橋市各会計決算書
前橋市/発行
2018 599p 30cm

【受贈】

【受贈】
下仁田町自然史館研究報告 第３号 ２０１８
下仁田町自然史館研究報告編集委員会/編集
下仁田町自然史館/発行
2018.3 60p 28cm
【受贈】

平成２９年度
【受贈】

高崎医学 第６８巻（平成２９年）
高崎市医師会学術委員会/編集
高崎市医師会/発行
2018.7 235p 26cm

前橋市社会福祉協議会の概要 平成３０年度作成
前橋市社会福祉協議会[/発行]
2018 57p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋市の教育 平成３０年度
前橋市教育委員会事務局総務課/編集･発行
2018.7 133p 30cm
【受贈】
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〔 2018.11〕

5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

環境白書 平成３０年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2018.9 223p 31cm 【受贈、ぐんま経済 10/17】

絹の道今昔
小泉勝夫/編･著 蚕糸業史研究調査会/発行
2018.9 216p 26cm
群馬県内の絹の道について記述あり 【受贈】

群馬県鉱工業指数 平成２９年 平成２２年基準
（平成２５年１月～平成２９年１２月）
群馬県企画部統計課[/発行]
2018.7 50p 30cm
【受贈】
群馬県水防計画 平成３０年度
群馬県[/発行]
2018.7 494p 31cm

業務報告 平成２９年度(２０１７)
群馬県林業試験場/発行
2018.6 121p 30cm

【受贈】

群馬県交通安全実施計画 平成３０年度
群馬県県土木整備部交通政策課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2018.7 43p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８４回
群馬県県土整備局都市計画課[/発行]
2018 13p 30cm
付属資料：議案添付図面・参考資料 【受贈】

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
2018 46p 30cm

群馬の家 ｖｏｌ．１４ ２０１８秋・冬号
ニューズ・ライン/発行
2018.9 224p 30cm 325 円
【受贈】

群馬県農業技術センター業務年報
群馬県農業技術センター/発行
2018.9 79p 30cm

昭和懐かし自販機巡礼 レトロ自販機コーナーガ
イドブック最新版
魚谷祐介/著 辰巳出版/発行
2018.11 95p 26cm 900 円
( タツミムック ）
「エリア特集・群馬編 群馬で満腹! 懐かし自
販機三昧」収録
【TRC 新刊案内 2081 号】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２９年度
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2018.6 83p 30cm
【受贈】
研究報告 第２１・２２号
群馬県林業試験場/編集･発行
2018.5 93p 30cm

【受贈】

ＳＵＢＡＲＵレヴォーグＳ４ ＷＲＸ ＳＴＩのカ
スタマイズＢＯＯＫ！ ＳＵＢＡＲＵ ＷＲＸ＆
ＬＥＶＯＲＧ Ｎｏ．２
交通タイムス社/発行
2018.11 146p 30cm 1463 円
( CARTOP MOOK ） 【TRC 新刊案内 2081 号】

上毛産業組合史 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.8 732p 21cm 5200 円(頒価)

【受贈】

地価調査基準地価格（付
０年
群馬県/発行
2018 124p 30cm

【受贈】

世界がうらやむニッポンのモダニズム建築
伊藤隆之/写真･著 米山勇/監修 地球丸/発行
2018.10 159p 26cm 2500 円
群馬音楽センターに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2082 号】
地形と立地から読み解く「戦国の城」
萩原さちこ/著 マイナビ出版/発行
2018.9 310p 18cm 1290 円
沼田城に関する記述あり

【受贈】
平成２９年度
【受贈】

基準地案内図）平成３

天神平のあゆみ 開拓５０周年記念誌
富士見村天神平行政区天神平開拓 50 周年記念
事業実行委員会/発行
1996.3 173p 26cm
【受贈】

カラー版
日本懐かし遊園地大全 まだある、もうない昭和
の遊園地
佐々木隆/著 辰巳出版/発行
2018.10 127p 21cm 1400 円
( タツミムック ）
カッパピア・前橋るなぱあく・桐生が岡遊園地
に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2078 号】

【購入】

日本の最も美しい赤レンガの名建築 ７５ Ｍｏ
ｓｔ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｂｒｉｃｋ Ａｒｃｈ
ｉｔｅｃｔｕｒｅｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ
歴史的建物研究会/著 エクスナレッジ/発行
2018.10 159p 25cm 1800 円
碓氷第三橋梁・旧富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2080 号】

〔 2018.11〕

平成２９年度

農業委員会業務概要 平成２９年度
前橋市農業委員会[/発行]
2018 53p 29cm
-6-

【受贈】

はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯＮ 地図と路線で知る
４７都道府県
ヴィトゲン社/編集 PHP 研究所/発行
2018.10 115p 38cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2079 号】

ことばをながめる、ことばとあるく 詩と歌のあ
る風景
太田市美術館・図書館/著･編集
リトルモア/発行
2018.9 121p 21cm 1600 円
2018 年 8 月 7 日～ 10 月 21 日開催の展覧会の
図録
【TRC 新刊案内 2079 号】

前橋の農業 平成３０年度
農政部農政課/編集 前橋市役所/発行
2018.9 124p 29cm
【受贈】

サラ・ベルナールの世界 パリ世紀末ベル・エポ
ックに咲いた華
燦京堂/発行
2018.9 252p 25cm 2400 円
群馬県立近代美術館で 2018 年 9 月 15 日～ 11
月 11 日開催の展覧会の図録
【TRC 新刊案内 2080 号】

モリさんの狩猟生活 群馬・奥利根の名クマ猟師
が語る
高柳盛芳/語り かくまつとむ/文
山と溪谷社/発行
2018.10 223p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2082 号】

スポーツで街作りのショーケース
平方亨/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.10 177p 21cm 1200 円
著者は渋川市在住
【上毛 10/25･30】

ワクワク！！ローカル鉄道路線 南東北・北関東
編 宮城県／山形県／福島県／栃木県／群馬県／
茨城県
梅原淳/著 ゆまに書房/発行
2018.8 75p 27cm 2400 円
【TRC 新刊案内 2077 号】

それいけ避難小屋 ５１軒収録イラスト全図解！
橋尾歌子/著 山と溪谷社/発行
2018.9 213p 21cm 1600 円
一ノ倉沢・武尊・荒船山避難小屋に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2077 号】
遠い頂 ヒマラヤの記録と断想
田中壯佶/著 「遠い頂」刊行委員会/編集
田中千枝子/発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.8 351p 21cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
井上肇 画集
井上道子/発行
2010.2 １冊 28 × 28cm
井上肇氏は勢多郡宮城村(現前橋市)生まれ
【受贈】

日本の美しい秘境
日本風景写真家協会/写真
パイインターナショナル/発行
2018.9 112p 22 × 27cm 2400 円
芳ヶ平・谷川一ノ倉沢の写真あり

ウィリアム・モリスと英国の壁紙展－美しい生活
を求めて
朝日新聞社企画事業本部文化事業部/編集
朝日新聞社/発行
2018 175p 30cm
群馬県立近代美術館で 2018 年 7 月 7 日～ 8
月 26 日開催の展覧会の図録
【受贈】

【購入】

風外慧薫－安中で生まれた曹洞宗禅画の祖－ 風
外禅師生誕四五〇年記念
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2018.4 63p 30cm
【受贈】
模写展 ヨーロッパン古典絵画の輝きを解きあか
す
大川美術館/発行
2018.7 87p 23cm
2018 年 7 月 3 日～ 9 月 24 日開催の展覧会の図
録
【受贈】

極限力 Ｂｅｙｏｎｄ Ｓｅｌｆ 山岳ランニン
グ１６人のトップアスリートが見出した“限界の
突破口”
山本晃市/著 藤巻翔/写真 枻出版社/発行
2018.10 317p 19cm 1700 円
松本大氏(群馬県出身)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2080 号】

8 語学
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〔 2018.11〕

死の川を越えて 上
中村紀雄/著 岡田啓介/挿絵
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.10 315p 21cm 1500 円
上毛新聞連載小説
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 10/30】

9 文学
オウムアムア ２０１６～２０１８ 詩集
田村雅之/著 砂子屋書房/発行
2018.9 111p 23cm 2500 円
著者は高崎市出身
【上毛 10/16】

死の川を越えて 下
中村紀雄/著 岡田啓介/挿絵
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.10 284p 21cm 1500 円
上毛新聞連載小説
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 10/30】

小栗上野介<主戦派>ＶＳ勝海舟<恭順派> 幕府サ
イドから見た幕末
島添芳実/著 創英社/発行
2018.9 302p 15cm 694 円
「“好敵手”小栗と勝」(文芸社 2013 年刊)の
改題
【TRC 新刊案内 2080 号】

宙ノ音 句集
佐藤清美/著 六花書林/発行
2018.10 167p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ

親の介護、１０年め日記。
堀田あきお・堀田かよ/著 ぶんか社/発行
2018.9 162p 21cm 1000 円
堀田かよ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2077 号】
現代文士廿八人
中村武羅夫[/著] 講談社/発行
2018.6 217p 16cm 1600 円
( 講談社文芸文庫 な U1 ）
田山花袋に関する記述あり

『デジャビュ』以後 １９９２～２０１６ 自選
詩集
田村雅之/著 砂子屋書房/発行
2018.9 442p 23cm 5000 円
著者は高崎市出身
【上毛 10/16】

【朝日 10/24】

十津川警部絹の遺産と上信電鉄
西村京太郎/著 祥伝社/発行
2018.9 250p 16cm 620 円
( 祥伝社文庫 に 1-59 ）
【TRC 新刊案内 2078 号】

上野三碑と石碑の路 上野三碑ユネスコ「世界の
記憶」登録記念
山崎紫生/編集 文科創生研究所/発行
2016.9 26p 26cm 565 円
【受贈】

日本名城紀行 ６
遠藤周作・井上友一郎/著 小学館/発行
2018.6 282p 19cm 550 円
( SHOGAKUKAN Classic Revival ）
遠藤周作著「箕輪城」の紀行エッセー収録
【東京 10/17】

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろ
しＢＯＯＫ ｖｏｌ．２２
『このミステリーがすごい!』編集部/編集
宝島社/発行
2018.10 254p 21cm 1200 円
「スープ屋しずくの謎解き朝ごはん大叔父の宝
探し」友井羊(群馬県生まれ)/著収録
【TRC 新刊案内 2078 号】

廃墟戦隊ラフレンジャー
竹内真/著 双葉社/発行
2018.9 326p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2079 号】

坂口安吾歴史小説コレクション 第１巻 狂人遺
書
坂口安吾/著 七北数人/編集 春陽堂書店/発行
2018.9 412p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2078 号】

文学はおいしい。
小山鉄郎/著 ハルノ宵子/画 作品社/発行
2018.9 211p 19cm 1800 円
田山花袋「田舎教師」に関する記述あり
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2079 号】

叫ぶ臓器
麻野涼/著 文芸社/発行
2018.10 364p 15cm 760 円
( 文芸社文庫 あ 3-11 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2082 号】

横濱王
永井紗耶子/著 小学館/発行
2018.9 346p 16cm 650 円
( 小学館文庫 な 23-3 ）
2015 年刊の加筆改稿
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2077 号】

自称！？イクメン内科医のつれづれ日記
末丸大悟/著 ブイツーソリューション/発行
2018.10 231p 19cm 2800 円
上毛新聞の「ひろば」欄の掲載文章も収録
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/5･8】
〔 2018.11〕

【受贈】
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蘆花と水俣
入口善久/著 自由塾/発行
2018.7 193p 21cm 1400 円

【受贈】

吾亦紅 歌集
荒木さわ子/著 けやき書房/発行
2018.9 233p 20cm
著者は前橋市在住

【受贈】

ジョルダン標準形 新装版
韓太舜・伊理正夫/著 東京大学出版会/発行
2018.9 4,206p 21cm 3200 円
( UP 応用数学選書 8 ）
韓氏は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2079 号】
事例で学ぶ会社の計算実務 会計人のための仕訳
例付き 改訂改題版
金子登志雄･有田賢臣/著 中央経済社/発行
2018.10 5,9,359p 21cm 4000 円
初版のタイトル：事例で学ぶ会社法実務 会社
の計算編
金子氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2078 号】

県関係者の一般著作

洞窟壁画を旅して ヒトの絵画の四万年
布施英利/著 論創社/発行
2018.9 251p 20cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2078 号】

怒りが消える心のトレーニング 図解アンガーマ
ネジメント超入門
安藤俊介/著
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2018.9 206p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2081 号】

日中平和友好条約交渉と鄧小平来日
田島高志/著 高原明生/編集協力
岩波書店/発行
2018.8 22,194,14p 22cm 4300 円
( 外交証言録 ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2077 号】

居酒屋チェーン戦国史
中村芳平/著 イースト・プレス/発行
2018.10 271p 18cm 861 円
( イースト新書 108 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2081 号】

姫君たちの明治維新
岩尾光代/著 文藝春秋/発行
2018.9 261,3p 18cm 980 円
( 文春新書 1184 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2079 号】

宇宙が見えて来た！
環境科学研究所/著[･発行]
1997.9 161p 21cm
環境科学研究所は 1973 年群馬県内に拠点を置
いて活動を開始
【受贈】

ママが楽になる絵本レシピ３１ 子育ての悩みに
は“絵本”が効く！！
景山聖子/著 小学館/発行
2018.10 159p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 5082 号】

オイラーの難問に学ぶ微分方程式
高瀬正仁/著 共立出版/発行
2018.9 17,216p 22cm 2900 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2079 号】
ゲームセンターＣＸ作家岐部の挑戦
岐部昌幸/著 KADOKAWA/発行
2018.10 255p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 5082 号】

視聴覚資料

疾風の土佐 はぐれ馬借
武内涼/著 集英社/発行
2018.9 319p 16cm 660 円
( 集英社文庫 た 88-2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2079 号】

グンマ（CD）
さとう麻衣/作詞･作曲･歌
[2017] 540 円
「群馬あるある」をロック調にした曲
さとう氏は渋川市出身
【上毛 10/24】

社会崩壊する日本
渡部平吾/著 ルネッサンス・アイ/発行
2018.9 91p 19cm 1000 円
著作は群馬大学学芸学部卒業
【上毛 11/8、TRC 新刊案内 2080 号】

特別対談生き如来「等順」を語る 等順大僧正に
よる浅間山大噴火民衆救済と善光寺曼荼羅 （CD）
村上光田・小瀬佳彦[/著]
善光寺街道協議会/発行
[2018]
【受贈】
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〔 2018.11〕

さかい郷土芸能ふれあい発表会 平成３０年９月
２日伊勢崎市境総合文化センター大ホール（DVD）
[さかい郷土芸能保存会/作成]
[2018.9] 2 枚組
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４１ 平成２
９年度「はばたけ！ぐんまの子どもたち」総集編
平成３０年６月３０日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #５４ 平成２
９ 年度 再 放送 ⑤ エ ンジ ョイ ス ポー ツ ！ い つ で
も、どこでも、いつまでも・・・ 平成３０年９
月２９日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #４３ 平成２
９年度再放送① 明るい介護の未来へ 平成３０
年７月１４日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #５５ スーパ
ーキッズプロジェクト～飛び出せ 群馬から世界
へ～
平成３０年１０月６日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #４５ 平成２
９年度再放送② 育てよう！自然を愛するこころ
平成３０年７月２８日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

０．０２（CD）
FOMARE/演奏 small indies table[/発行]
2018.8 1500 円
FOMARE は群馬発の 3 ピースロックバンド
【CD ジャーナル 11 月号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #４６ 理解し
ていますか？ネット問題 平成３０年８月４日放
送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４７ 森と光
と風に学ぶ！ 平成３０年８月１１日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #４８ 平成２
９年度再放送③ 掘りおこせ！ぐんまの歴史 平
成３０年８月１８日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

若葉ノ頃（CD）
LACCO TOWER/演 奏 Columbia[/発行]
2018.8 3000 円
LACCO TOWER はエフエム群馬の「LACCO
TOWER の RADIO TOWER」 に出演
【CD ジャーナル 11 月号】

電子資料
群馬県水防計画 平成３０年度 （CD-ROM）
群馬県/発行
[2018]
【受贈】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #５０ もっと
活用！県立図書館
平成３０年９月１日放送
（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #５１ 活躍！
高校生ボランティア～地域の宝は世界の宝～
平成３０年９月８日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #５２ 平成２
９年度再放送④ みんなで支えよう！地域の子ど
も 平成３０年９月１５日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】

〔 2018.11〕

はばたけ！ぐんまの子どもたち #５３ 地域に
広がれ！青少年教育活動の輪
平成３０年９月
２２日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2018］ ［30 分］
【受贈】
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