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館林市立資料館年報 １２（平成２５年度～平成
２８年度）
館林市教育委員会文化振興課[/発行]
2018.2 8p 30cm
【受贈】

本
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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

・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。

【受贈】

1 哲学･宗教

・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。

名言を訪ねて～言葉の扉を開く～
片山壹晴/著 鈴木比佐雄/編集
コールサック社/発行
2018.11 127p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 12/5】

・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
糸井太夫遺跡Ⅱ 糸井東地区総合土地改良事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
昭和村教育委員会/編集･発行
2018.3 98p 写真図版 45p 30cm
( 昭和村埋蔵文化財調査報告書第 13 集）
【 受贈】

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２９年度
岩宿博物館/編集･発行
2018.7 42p 30cm

【受贈】

桐生倶楽部百年史
桐生倶楽部百年史編纂委員会/編集
桐生倶楽部/発行
2018.10 214p 31cm
群馬県の図書館 ２０１８
群馬県立図書館/編集･発行
2018 96p 31cm

江戸三百藩大名列伝 歴代藩主ランキングからＣ
Ｇで再現する大名の暮らしまで
小学館/発行
2018.10 143p 29cm 1700 円
( サライ・ムック ）
真田信利・館林藩・沼田藩・高崎藩・安中藩・
前橋藩・伊勢崎藩・小幡藩・吉井藩・ 七日市
藩に関する記述あり
【購入】

【受贈】

【自館作成】
感動の温泉宿１００
石井宏子/著 文藝春秋/発行
2018.10 318p 18cm 1050 円
( 文春新書 1189 ）
四万やまぐち館・別邸仙寿庵・法師温泉長寿館
に関する記述あり
【購入】

四季折々の記
赤石宗男[･赤石節子]/著[･発行]
2018
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章他をまとめた
文集。著者は伊勢崎市在住
【上毛 11/9】
双文 第３４号
群馬県立文書館/編集･発行
2018.3 66p 30cm

【自館製本】

高崎市の図書館 平成３０年度(２０１８年度)要
覧
高崎市立中央図書館/発行
2018.8 58p 30cm
【受贈】
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義のアウトサイダー
新保祐司/著 藤原書店/発行
2018.11 415p 20cm 3200 円
内村鑑三に関する記述あり

【購入】

近世の館林城と大名
館林市教育委員会文化振興課/発行
2018.3 39p 30cm

【受贈】
〔 2018.12〕

群馬の古墳物語 東国の古墳と文化を探る 上巻
右島和夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.11 221p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 11/13、TRC 新刊案内 2085 号】

はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．３７
尾瀬保護財団/発行
2018.8 12p 30cm
めぐるたかさき
高崎青年会議所/発行
2018 22p

群馬の古墳物語 東国の古墳と文化を探る 下巻
右島和夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.11 242p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 11/13、TRC 新刊案内 2085 号】

【受贈】

【上毛 12/3】

元島名中子遺跡 高崎市元島名町地内における荷
捌き所及び事務所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
ノガミ/編集 高崎市教育委員会/発行
2018.9 32p 写真図版 12p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書第 417 集） 【受贈】

上野三碑（小学生用）
高崎市教育委員会文化財保護課[/発行]
2018.3 6p 26cm
【受贈、上毛 11/19】

るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 旅行気
分でページをめくって楽しくおぼえる日本の地理
JTB パブリッシング/発行
2018.12 127p 26cm 1300 円
付属資料：地図(1 枚) 【TRC 新刊案内 2086 号】

上野三碑（中学生用）
高崎市教育委員会文化財保護課[/発行]
2018.3 6p 26cm
【受贈、上毛 11/19】
上野名跡志五 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.9 27 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】
真田忍者と吾妻修験 中之条町歴史と民俗の博物
館「ミュゼ」企画展
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」/編集[･
発行]
2018.7 14p 21cm
【受贈】

3 社会科学

上州の幕末・明治維新 平成３０年度群馬県立文
書館テーマ展示１
群馬県立文書館[/発行]
2018 1 枚(折りたたみ) 30 × 42cm 【受贈】

明日の農業に挑戦 高崎健康福祉大学で学ぶ農業
の未来
鶴蒔靖夫/著 IN 通信社/発行
2018.11 221p 20cm 1800 円
高崎健康福祉大学農学部に関する記述あり
【上毛 12/3、TRC 新刊案内 2086 号】

たつなみ 第４３号
小栗上野介顕彰会/編集[･発行]
2018.8 105p 21cm

いせさき くらしの便利帳
伊勢崎市/発行
2018

【受贈】

【上毛 11/27】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成３０年第２回
臨時会
伊勢崎市議会議長/調製･発行
2018.9 22p 30cm
【受贈】

旅する天皇 平成３０年間の旅の記録と秘話
竹内正浩/著 小学館/発行
2018.10 269p 19cm 1850 円
太田市・大泉町訪問、中之条町訪問に関する記
述あり
【購入】
トランヴェール 第３１巻第９号 通巻３６６号
ジェイアール東日本企画トランヴェール編集部
/企画･編集 東日本旅客鉄道/発行
2018.9 48p 29cm
「特集タイムカプセルから飛び出した古代群馬」
収録
【受贈】
七日市Ⅱ遺跡 平成２９年度地域関連道路事業地
方道事業費補助駒寄ＩＣ関連に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2018.2 20p
図版 8p 30cm
( 吉岡町文化財調査報告書 第 37 集 ）
【受贈】

〔 2018.12〕

２０１８
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伊勢崎市議会定例会会議録 平成３０年第３回
伊勢崎市議会議長/調製･発行
2018.9 165p 30cm
【受贈】
伊勢崎市教育要覧 平成３０年度
伊勢崎市教育委員会事務局/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2018.9 128p 30cm

【受贈】

今選ぶなら、地方小規模私立大学！ 偏差値によ
る進路選択からの脱却
大森昭生/[ほか]編著･報告
レゾンクリエイト/発行
2018.10 223p 19cm 1800 円
共愛学園前橋国際大学に関する記述あり
大森氏は共愛学園前橋国際大学学長
【TRC 新刊案内 2085 号】

瞽女(ごぜ) 芸道の軌跡
鈴木昭英/著
瞽女文化を顕彰する会瞽女芸道の軌跡出版委員
会/発行
2018.9 139p 21cm
越後瞽女の群馬県の巡業に関する記述あり
【受贈】

学校基本調査の結果速報 平成３０年度 平成３
０年５月１日現在
群馬県企画部統計課/発行
2018.8 23p 30cm
【受贈】

３０年のあゆみ ぐんま日独協会創立３０周年記
念
ぐんま日独協会創立 30 周年記念誌編集委員会
/編集･発行
2018.11 34p 30cm
【受贈、上毛 12/7】

学校要覧 平成３０年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2018 40p 30cm

【受贈】

修身説約 巻ノ一 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.11 19 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】

学校要覧 平成３０年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2018.6 57p 30cm
【受贈】

修身説約 巻ノ二 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.11 31 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

教育行政要覧 平成３０年度
みなかみ町教育委員会[/発行]
2018 74p 30cm

修身説約 巻ノ三 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.11 26 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

【受贈】

教育要覧 平成３０年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所[/発
行]
2018 7p 30cm
【受贈】
業務概要 平成２９年度
群馬県立点字図書館/発行
2018.7 23p 30cm
共愛学園１３０年の歩み
共愛学園 130 年史編纂委員会/編集
共愛学園/発行
2018.9 166p 26cm
草津町勢要覧 ２０１８
草津町/発行
2018 48p 30cm

修身説約 巻ノ四 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.11 21 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】

【受贈】

消防概要 平成３０年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部
/編集･発行
2018.8 75p 30cm
【受贈】

【受贈】

青雲塾・中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第１０
回
青雲塾/発行
2018.11 69p 21cm
【受贈】
税務概要 平成３０年度
総務部税務課･納税課/編集
2018.9 38p 30cm

【受贈】

群馬大学工業会報 Ｎｏ．１５９
群馬大学工業会/発行
2018.9 57,11p 30cm

【受贈】

公有財産に関する調書
在
群馬県[/発行]
2018 92p 30cm

【受贈】

渋川市/発行
【受贈】

長寿企業の秘密 時代を超えて「暖簾を守る」極
意あり！ 東日本編 ６７社
日本商工会議所/編集･発行
2018.9 295p 21cm 1800 円
丸大オヲツヤ商店(前橋市)・後藤織物(桐生市)
・笠盛(桐生市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2083 号】

平成３０年３月３１日現

定例市議会議案書
付分）
前橋市/発行
2018 4p 30cm
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平成３０年第２回（第２次送
【受贈】

〔 2018.12〕

定例市議会議案書 平成３０年第３回（第１次送
付分）
前橋市/発行
2018 144p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書
付分）
前橋市/発行
2018 8p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成３０年度 ９
月補正予算説明資料（平成３０年第３回定例市議
会）
前橋市/発行
2018 10p 30cm
【受贈】

平成３０年第３回（第２次送
みんなでつくる地方自治の手引き
デックス２０１９
山本龍/著 ぎょうせい/発行
2018.12 A5 判 1728 円(税込)
著者は前橋市長

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成３０年第３回（第
１次送付分）(条例関係）
前橋市/発行
2018 11p 30cm
【受贈】
新島学園短期大学子ども学研究論集
新島学園短期大学/発行
2018.7 98p 26cm
日本地域政策研究 第２１号
日本地域政策学会/編集･発行
2018.9 96p 30cm

まえばしイン

【上毛 12/4】

要覧 平成３０年度
群馬県立北毛青少年自然の家[/発行]
2018 12p 30cm

【受贈】

第４号
４７都道府県政治地図
八幡和郎/著 新世紀政経研究所/編著
啓文社書房/発行
2018.10 273p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2083 号】

【受贈】

【受贈】

日本地方自治の群像 第９巻
佐藤俊一/著 成文堂/発行
2018.11 12,336p 20cm 3600 円
( 成文堂選書 62 ）
田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2085 号】

4 自然科学
群馬県医療費適正化計画
群馬県[/発行]
2018.3 67p 30cm

幕末アウトロー 維新の陰の立役者「侠客」たち
の生き様 完全保存版
マイウェイ出版/発行
2018.12 97p 30cm 1000 円
( マイウェイムック ）
国定忠治に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2085 号】

第３期
【受贈】

ぐんま作業療法研究 Ｖｏｌ．２０
群馬県作業療法士会学術部機関誌編集グループ
/編集 群馬県作業療法士会/発行
2018.8 54p 30cm
【受贈】

東吾妻町第２次総合計画 住民が誇りを持って暮
らすまち 東吾妻きみとあなたと ２０１８－２
０２７
東吾妻町企画課/編集 東吾妻町/発行
2018.7 96p 30cm
【受贈】

ぐんまの安心がんサポートブック がんを心配さ
れているあなたへ 第７版
群馬県健康福祉部保健予防課がん対策推進室
/編集 群馬県/発行
2018.3 90p 21cm
【受贈】

東吾妻町第２次総合計画 住民が誇りを持って暮
らすまち 東吾妻きみとあなたと ２０１８－２
０２７ 概要版
東吾妻町企画課/編集 東吾妻町/発行
2018.7 12p 30cm
【受贈】

全国公開天文台ガイド
日本公開天文台協会/監修
恒星社厚生閣編集部/編集 恒星社厚生閣/発行
2018.10 171p 26cm 2500 円
群馬県立ぐんま天文台・北軽井沢駿台天文台・
神津牧場天文台・向井千秋記念子ども科学館に
関する記述あり
【購入】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2018.3 74p 30cm

第２１号

前橋市各会計決算市長説明
前橋市/発行
2018 18p 30cm

〔 2018.12〕

創立七十周年記念誌 群馬県済生会前橋病院
済生会前橋病院 70 周年記念事業委員会/編集･
発行
2014.3 246p 31cm
【受贈】

【受贈】
平成２９年度
【受贈】
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5 技術･工学･家政学･生活科学
암으로 죽지 않는 식사

기적의 요리사가 알려주는

神尾哲男/著
2017.12 207p 20cm 13,000원
『がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事』
の韓国語版
著者は前橋市に居住していた
【受贈】
会報 第４５号
群馬県食品工業協会/発行
2018.3 30p 30cm

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ．１８
ＳＴＩ軽量モデルプレイバック
交通タイムス社/発行
2018.11 143p 30cm 1296 円
( CARTOP MOOK ） 【TRC 新刊案内 2083 号】
世界の軍用機完全カタログ 全１５８７機種
毒島刀也/監修 神奈川憲/著
コスミック出/発行
2018.11 543p 26cm 2300 円
( COSMIC MOOK ）
呑龍に関する記述あり
【購入】

【受贈】

癌症后 这样 吃，我多活了１４年
神尾哲男/著 江西科学技 术 出版社/発行
2018.5 159p 24cm 56.00 元
『がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事』
の中国語簡体字版
著者は前橋市に居住していた
【受贈】
奇蹟食療 被醫生宣告必死無疑的我，不靠抗癌藥
物活下來的飲食方法
神尾哲男/著 平安文化/発行
2018.5 191p 21cm 新台幣 280 元
『がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事』
の中国語繁体字版
著者は前橋市に居住していた
【受贈】
群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２９年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2018.7 49p 30cm
【受贈】
群馬県都市計画審議会議案 第１８５回
群馬県県土整備局都市計画課[/発行]
2018.8 3,10,9p 30cm
付属資料：議案添付図面・参考資料 【受贈】
ぐんま・すき焼きナビブック
群馬県[/発行]
2018 16p A5 判
スマートフォンサイト「ぐんま・すき焼きナビ」
掲載情報の概要版
【産経 11/22】
古民家・文化財建造物再生デザイン 民間の知恵
が再生を可能にした５７事例
アルファブックス/アルファ企画/発行
2018.10 271p 27cm 14000 円
夢陶房茶釜の里(館林市)に関する記述あり
【購入】

富岡市指定重要文化財妙義神社御殿保存修理工事
報告書
町田工業/編集 妙義神社/発行
2018.3 130p 30cm
【受贈】

6 産業
関東畑作農村の近代化と商品生産 その変遷と動
因
新井鎮久/著 成文堂/発行
2018.10 13,455p 22cm 8000 円
群馬用水事業に関する記述あり
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2085 号】
地域が稼ぐ観光 ボクらはコトづくりでチイキの
ミライをつくる
大羽昭仁/著 宣伝会議/発行
2018.10 203p 23cm 1800 円
( Business Books ）
山口晃氏(桐生市で育つ)に関する記述あり
【購入】
日 本鉄 道 地図 鑑 電 車を 見よ う ！撮 ろ う ！ 乗 ろ
う！
地理情報開発/編 平凡社/発行
2018.10 104p 30cm 1400 円
群馬県に関する記述あり
【購入】
藤岡の養蚕文化 ことばとリズム ―蚕・繭・生
糸・生絹の藤岡と高山社―
島崎妙一･関口覺･小林健/企画･編集
養蚕唱歌研究同好会/発行
2018.3 31p 30cm
【受贈】

スバル・インプレッサ／ＷＲＸ ＩＭＰＲＥＺＡ
ＷＲＸ Ｎｏ．１４
三栄書房/発行
2018.12 159p 30cm 2000 円
( ニューズムック ） 【TRC 新刊案内 2086 号】

木材需給の現況 平成３０年版
群馬県環境森林部[/発行]
2018.8 71p 30cm
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Ｎｏ．４６
【受贈】

〔 2018.12〕

ふるさと川原湯 八ッ場ダム予定地の暮らし １
９９３～２００４年 相沢曜一写真集
相沢曜一/著 HURP 出版/発行
2017.9 109p 15 × 22cm 926 円
【受贈、朝日 11/30】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
エールスポーツ群馬 創刊号
群馬書房/発行
2018.10 98p A4 変形 800 円(税込)
隔月発行
【上毛 11/21、ぐんま経済 11/29】

魅せる群馬の文化発信プラン－第２次群馬県文化
振興指針－ ２０１８年度～２０２２年度
群馬県[/発行]
2018.3 60p 30cm
【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３９回
群馬草津国際音楽協会[/発行]
2018 91p 26cm
【受贈】

むちゃぶりかみしばい
山本博/ぶん･え 文芸社/発行
2018.10 58p 19 × 27cm 1200 円
山本氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2084 号】

県民芸術祭報告集
第４１回 ２０１８
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2018.5 38p 30cm
【受贈】
群馬県写真展目録 第６６回
群馬県写真文化協会/編集･発行
2018.9 61p 26cm

やさしいえがおここちよく
明峰八重子/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.10 105p 26cm 1500 円
著者は前橋市在住
【上毛 11/21、TRC 新刊案内 2086 号】

【受贈】

上州群馬漢字歌留多
茂木克己/製作 秋葉二三一/絵
2018 1 組(読み札･絵札各 45 枚) 【読売 12/3】
書画一人展図録（カタログ） 第２１回
浦野惠司/著[･発行]
2018 1 冊 13 × 19cm
著者は渋川市生まれ
【受贈】

8 語学

調べる！４７都道府県伝統工芸で見る日本
こどもくらぶ/編 同友館/発行
2018.10 135p 26cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2084 号】

9 文学

つなぐ日本のモノづくり Japan's Craftsmanship
Interconnected:51 Stories of NEW TAKUMI
LEXUS NEW TAKUMI PROJECT/著
美術出版社/発行
2018.10 236p 21 × 21cm 3900 円
英文併記
中野紘子氏(高崎市出身の座繰り・染織家)に関
する記述あり
【購入】

あふれる思いを、あなたに
板山光枝/著 文芸社/発行
2018.12 200p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 11/30】
京都迷宮小路 傑作ミステリーアンソロジー
浅 田 次郎 ･綾 辻 行 人他 /著 朝 日 新聞 出 版/発行
2018.11 373p 15cm 880 円
( 朝日文庫 あ 28-5 ）
「銀印も出土した」門井慶喜(群馬県生まれ)著
収録
【TRC 新刊案内 2086 号】

冬期クライミング 新版
ウインター・クライマーズ・ミーティング/編
集 白山書房/発行
2018.10 199p 21cm 2500 円
( CLIMBING GUIDE BOOKS ）
谷川岳に関する記述あり
【購入】

群馬年刊詩集 第４１集（２０１８）
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2018.11 147p 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

ひなエナガちゃん
小原玲/著 講談社ビーシー/発行
2018.11 95p 15 × 15cm 1300 円
著者は幼児期から高校まで群馬県在住
【上毛 11/25、TRC 新刊案内 2086 号】

〔 2018.12〕

坂口安吾歴史小説コレクション 第２巻 信長
坂口安吾/著 七北数人/編集 春陽堂書店/発行
2018.10 397p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2083 号】
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サクタロウをアートする －解釈の快楽－
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2018.7 55p 21cm
【受贈】

年刊歌集 平成３０年度
群馬県歌人クラブ/発行
2018.11 178p 19cm

はりねずみくんのあかいマフラー
はらだよしこ/作 講談社/発行
2018.10 [32p] 27cm 1400 円
( 講談社の創作絵本 ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2085 号】

上毛化学工業メロン課
奥乃桜子/著 集英社/発行
2018.10 279p 15cm 620 円
( 集英社オレンジ文庫 お 5-2 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2084 号】
推薦文、作家による作家の 全集内容見本は名文
の宝庫
中村邦生/編 風濤社/発行
2018.11 317p 19cm 2300 円
萩原朔太郎・糸井重里に関する記述あり【購入】
世界の旅人堀さんのエスペラント気ままエッセー
８
堀泰雄/著 ホリゾント出版/発行
2018.10 256p 26cm 1200 円
著者は前橋市育ち
【受贈、上毛 11/13】
せきれい 第４０集
境図書館/発行
2018.10 26p 21cm

不純 句集
山田耕司/著 左右社/発行
2018 135p 四六判 1620 円
著者は桐生市在住

【上毛 12/11】

ぼくはいぬ
杜今日子/作 福音館書店/発行
2018.10 1 冊 20cm 389 円
( こどものとも 0.1.2. 283 号 ）
杜氏はみどり市出身
【上毛 11/22】
魔女パールと幸運の８つの宝石
あんびるやすこ/作･絵 講談社/発行
2018.10 125p 22cm 1100 円
( わくわくライブラリー ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2083 号】

【受贈】

野の絵本 詩集
川島完/著 オリオン舎/発行
2018.10 95p 22cm 2000 円
著者は群馬県在住
田山花袋記念文学館研究紀要
７）
田山花袋記念文学館/発行
2018.3 38p 26cm

弥酔の句集 第二十六回
白井宿弥酔の句会実行委員会/発行
2018.7 49p 30cm
【受贈】

田山花袋と明治の文学 企画展
さいたま文学館/編集･発行
2018.7 20p 30cm

【受贈】

わんこのハッピーごはん研究会！
堀直子/作 木村いこ/絵 あかね書房/発行
2018.10 173p 21cm 1200 円
( スプラッシュ・ストーリーズ 33 ）
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2083 号】

第３０号（２０１
【受贈】

田山花袋記念文学館年報 １０（平成２５年度～
平成２８年度）
館林市教育委員会[/発行]
2018.2 12p 30cm
【受贈】

地上根 歌集
古屋祥子/著
2018 134p A5 判
著者は前橋市在住

【受贈】

県関係者の一般著作
一発で記憶に残る曲を作る！「９つのルール」
割田康彦/著 ヤマハミュージックエンタテイ
ンメントホールディングス/発行
2018.12 183p 21cm 1600 円
著者は中之条町出身
【上毛 11/29】

【受贈】

2484 円

売 れ る 営業 マ ン の「 ノ ート」「 メモ」「手帳 」術
菊原智明/著 明日香出版社/発行
2018.11 187p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2086 号】

【上毛 12/11】

飛火 第５５号
飛火の会/編集･発行
2018.12 116p 21cm 1000 円(頒価)
「詩三篇」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】
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〔 2018.12〕

駆け出しクリエイターのためのお金と独立準備Ｑ
＆Ａ
桑原清幸/著 玄光社/発行
2018.10 207p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2084 号】

身近な鳥の３Ｄ写真見るだけで目がみるみる良く
なる！ １日３分
栗田昌裕/著･撮り下ろし 三笠書房/発行
2018.11 126p 20cm 1300 円
著者は群馬パース大学学長
【TRC 新刊案内 2084 号】

グローバル時代の宗教と情報 文明の祖型と宗教
保坂俊司/著 北樹出版/発行
2018.10 212p 21cm 2200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2084 号】

ランドマーク 地域アイデンティティの表象
津川康雄/著 古今書院/発行
2018.11 10,214p 21cm 2800 円
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【TRC 新刊案内 2086 号】

これで、小学校外国語の『学び合い』は成功する！
実例で見る！外国語×働き方改革
水落芳明・阿部隆幸/編･著 学事出版/発行
2018.11 131p 21cm 1700 円
水落氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2085 号】
最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ～くわか
る本 業界人、就職、転職に役立つ情報満載
齊田興哉/著 秀和システム/発行
2018.10 175p 21cm 1400 円
( 図解入門業界研究 How ‐ nual ）
【TRC 新刊案内 2083 号】

視聴覚資料
アルマ・エランテ～さすらいの魂～ （CD)
下山静香/演奏
2018
下山氏は桐生市出身
【桐生タイムス 11/29】

新幹線
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2018.11 48p 26cm 820 円
( こども絵本エルライン 3 ）
2015 年刊の改訂
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2084 号】

ＫＩＮＧ ＯＦ ＯＰＵＳ （CD)
KING OF OPUS(冨沢仲)/演奏
2018 16 曲 2500 円(税込)
冨沢氏は桐生市在住
【桐生タイムス 11/19】
天空の城下町（春夏秋冬）（CD)
実川長生(湯川泰男)/歌
2018.10
湯川氏は沼田市在住
【週刊利根 11/25】

心友力 最高の結果を生み出す その気配りで人
生を拓く
熊川次男/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2018.11 202p 19cm 1200 円
著者は前橋市在住
【上毛 11/20】

電子資料

創造と革命をもたらす技術の神髄 経営者・技術
者に捧げる８０講
須齋嵩/著 パブリック・ブレイン/発行
2018.7 484p 21cm
著者は「群馬県産学官推進会議」発足メンバー
【受贈】
日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえ
ば？
Create Media/編集 dZERO/発行
2017.10 260p 19cm 1800 円
Create Media 代表の今一生氏は群馬県出身
【毎日 12/6】
風 疹 を めぐ る 旅 消 され る 「子 ども」・「笑 われ
る」国
金子あつし/著 読書日和(みなかみ町)
2018.9 153p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2083 号】

〔 2018.12〕
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