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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１８年１２月分
No.３８５

厚田中村遺跡 上信自動車道吾妻西バイパス建設
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
2018.10 219p 写真図版 76p 付図 3 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
644 集 )
【受贈】

平成 31(2019)年 1 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

あの日・あのとき
津金澤正洋/著[･発行]
2018.7 240p 26cm
著者は富岡市在住

・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。

【受贈】

亀井秀雄の仕事とこれからの文学館 開館４０周
年記念企画展
市立小樽文学館/編集 小樽文學舎/発行
2018.6 63p 21cm
亀井秀雄氏は群馬県生まれ、元小樽文学館館長
【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。

ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ草津 伊香保 四万 みなか
み
昭文社/発行
2018.12 109p 20cm 850 円
付属資料：MAP&TRANSPORT(16p)
【TRC 新刊案内 2088 号】
ぐんまがいちばん！ ぐんまちゃんが案内する群
馬の魅力 ５版
群馬県広報課ぐんまイメージアップ推進室/発
行
2018.11 30cm 48p 145 円(税込)【上毛 12/28】

０ 総記

欅の如く 弁護士・高橋伸二痛快伝
高橋伸二/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.12 185p 22cm 1200 円
著者は高崎市にある法律事務所所長
【受贈、上毛 1/14】

1 哲学･宗教
輝く明けの明星 待降と降誕の説教
平野克己/編 日本キリスト教団出版局/発行
2018.11 262p 19cm 2500 円
( 日本の説教者たちの言葉 )
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2090 号】

古墳時代群馬の渡来文化 観音塚古墳の被葬者像
を探る 開館３０周年記念展 平成３０年度高崎
市観音塚考古資料館企画展
高崎市観音塚考古資料館/編集･発行
2018.10 41p 30cm
【受贈】

伝承文学研究 平成３０年８月 第６７号
伝承文学研究会/編集 三弥井書店/発行
2018.8 149p 21cm 2800 円
『新出資料 後藤本「伊香保縁起」「赤城大明
神縁起」
「水沢縁起」』青木祐子/著収録 【受贈】

古墳の被葬者を推理する
白石太一郎/著 中央公論新社/発行
2018.11 326p 20cm 2000 円
( 中公叢書 )
元島名将軍塚古墳に関する記述あり

【購入】

古墳のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本
古代浪漫探究会/著 メイツ出版/発行
2018.10 128p 21cm 1630 円
保渡田古墳群に関する記述あり
【購入】
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〔2019.1〕

[渋伊榛吉がお勧めする初日の出スポット２０選]
渋川行政県税事務所/製作
2018 A3 判
【上毛 12/15】

長野原区のあゆみ 記録写真集
記録写真集編集委員会/編集
長野原地区八ッ場ダム対策委員会/発行
2018.12 272p 30cm
【受贈、上毛 12/28、読売 1/10】

下渕名遺跡 社会資本総合整備(防災・安全)(一)
伊勢崎新田上江田線(大國神社東交差点)交差点改
良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
2018.10 47p 写真図版 17p 付図 1 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
645 集 )
【受贈】

波路遥か 平岡敏夫著作目録・参考文献目録・年
譜 補遺
鈴木一正/編 青鷺舎/発行
2018.9 41p 21cm 500 円(頒価)
平岡敏夫氏は元群馬県立女子大学学長 【受贈】

下村善太郎と若尾逸平 初代前橋市長と初代甲府
市長
下村洋之助･磯尚義/著 上毛新聞社/発行
[2018.12] 279p 四六判 1400 円
下村氏は前橋市在住で下村善太郎のひ孫
磯氏は前橋市在住
【上毛 1/8】

日本考古学・最前線
日本考古学協会/編 雄山閣/発行
2018.11 2,298p 26cm 4800 円
著者の一人若狭徹氏は元高崎市教育委員会文化
財保護課長
【購入】
日本こども図鑑 地図をつかう→調べる力が身に
つく ２版
昭文社/発行
2018.12 143p 31cm 2300 円
初版のタイトル：地図で知る日本こども図鑑
分福茶釜・群馬県に関する記述あり 【購入】

地域・交流・暮らし 加賀・能登、そして上州
加能地域史研究会･群馬歴史民俗研究会/編
岩田書院/発行
2018.11 168p 21cm 1600 円
( 岩田書院ブックレット )
【TRC 新刊案内 2090 号】

日帰り温泉マップ
群馬の温泉を愛する会/作成
[2018]

天空の城下町 真田の里 沼田
[沼田市観光協会/発行]
2018.4 22p 19 × 26cm
英語・ドイツ語・台湾語版もあり
【日本語版受贈、東京 12/17、上毛 12/31】
独学で歴史家になる方法
礫川全次/著 日本実業出版社/発行
2018.11 261,25p 19cm 1800 円
田中正造に関する記述あり

【購入】

とちきちのき
津金澤正洋/著[･発行]
2016.6 176p 26cm
著者は富岡市在住

【受贈】

堀越甲真木Ｂ遺跡 旧石器時代編
前橋市教育委員会/編集･発行
2018.9 212p 写真図版 16p 30cm

〔 2019.1〕

【受贈】

昔を語る多胡の古墳―多胡郡建郡の背景を考える
― 平成３０年度高崎市観音塚考古資料館 ミニ
企画展
高崎市観音塚考古資料館/編集･発行
2018.4 8p 30cm
【受贈】
るるぶ北関東 草津日光大洗 ２０１８
JTB パブリッシング/発行
2018.12 123p 26cm 950 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2087 号】

中山道トコトコ歩き 夫婦で歩いた５３８キロ！
池田充宏･池田純子/写真･絵･文
合同フォレスト/発行
2018.11 159p 31cm 2500 円
碓氷峠に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2090 号】
中山道六十九次徒歩の旅絵日記
長坂清臣/著 文芸社/発行
2018.12 222p 21cm 1500 円
新町宿～碓氷峠に関する記述あり

【上毛 12/31】

私の人生をかえた体操 体育教師４０年の軌跡
佐藤幸次郎/著[･発行]
[2018] 113p A5 判
著者は高崎市体操協会長
【上毛 1/4】
侘寂温泉 東日本編
魚谷祐介/著 辰巳出版/発行
2018.12 127p 19cm 1500 円
大島鉱泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2090 号】

【購入】
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これでいいのか群馬県 県民もうんざりのハチャ
メチャ地域バトル
岡島慎二/編 マイクロマガジン社/発行
2018.11 311p 15cm 920 円
（ 地域批評シリーズ 31 ）
2012 年刊の加筆・修正【TRC 新刊案内 2087 号】

3 社会科学
太田市子育てガイドブック
太田市・サイネックス/発行
2018.10 64p A5 判
【ぐんま経済 12/13、上毛 1/11】
花群 第４４号
群照会/発行
2018.11 108p

21cm

行政報告 平成２９年度
群馬県/発行
2018.10 363p 30cm
群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
2018 420p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２９年度
桐生保健福祉事務所/発行
2018 43p 30cm

平成２９年度

平成２９年

指導監査等の実施結果 平成２９年度 社会福祉
法人、社会福祉施設等、障害者支援施設、介護保
険施設、障害福祉サービス、介護保険居宅サービ
ス等、医療機関（病院、有床診療所）
群馬県健康福祉部監査指導課[/発行]
2018 144p 30cm
【受贈】

【受贈】

平成２９年度

群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員/発行
2018.9 54p 30cm

【受贈】

「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づく
り 具体化のためのテーマ別実践事例１５
貝ノ瀬滋/監修 稲井達也/編･著 学事出版/発
行 2018.12 119p 26cm 2000 円
藤岡市立小野小学校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2089 号】

平成２９年度
【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成２９年
度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2018.9 45p 30cm
【受贈】
ぐんまの介護保険 平成３０年度版
群馬県/発行
2018 30p 30cm

【受贈】

指導監査等の実施結果 平成２９年度 社会福祉
法人、社会福祉施設
群馬県こども未来部こども政策課[/発行]
2018 21p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県公営企業会計決算審査意見書
度
群馬県監査委員/発行
2018.8 82p 30cm
群馬県歳入歳出決算書
群馬県/発行
2018 35p 30cm

【受贈】

しあわせぐんま 群馬県でＨＡＰＰＹ子育て応援
情報冊子
群馬県こども未来部こども政策課/発行
2018.12 62p A5 判
【上毛 12/30】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
第４０回
吾妻教育事務所/発行
2018.10 13p 30cm

【受贈】

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2018 173p 30cm

健康福祉研究 第１５巻第１号（２０１８）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2018.9 43p 26cm
【受贈】

【受贈】

平成３０年

消防概要 平成３０年版
伊勢崎市消防本部/発行
2018.8 91p 30cm

５０年のあゆみ
社会保険労務士制度創設 50 周年記念事業実行
委員会記念誌編纂委員会/編集
群馬県社会保険労務士会/発行
2018.12 185p 31cm
【受贈】

平成３０年度

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会/発行
2018.10 42,42p 30cm

【受贈】

【受贈】
平成３０年
【受贈】

館林市統計書 平成２９年版
館林市総務部行政課/編集 館林市役所/発行
2018.4 162p 30cm
【受贈】
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〔2019.1〕

玉村町の学校のはじまり嚮義堂―小藩の一村から
ほとばしる学びへの情熱― 平成３０年度玉村町
歴史資料館特別展
玉村町歴史資料館/編集･発行
2018.10 19p 30cm
【受贈】

4 自然科学
温泉批評 ＨＯＴＳＰＲＩＮＧ ＣＲＩＴＩＱＵ
Ｅ ２０１９ 覆面取材十六番勝負！
双葉社/発行
2018.10 108p 21cm 1126 円
（ FUTABASHA SUPER MOOK ）
老神温泉に関する記述あり
【購入】

秩父山間の歴史民俗 生活・仕事・祭り
飯塚好[/著] 埼玉新聞社/発行
2018.7 289p 22cm 2500 円
群馬県の村・藤岡市の家抱・中之条入山に関す
る記述あり
【購入】

群馬県立病院事業概要 第３９号
群馬県病院局総務課/発行
2018.10 79p 30cm

地方都市の持続可能性 「東京ひとり勝ち」を超
えて
田村秀/著 筑摩書房/発行
2018.11 270p 18cm 860 円
（ ちくま新書 1367 ）
前橋市と高崎市に関する記述あり
【購入】

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１２次鳥獣
保護事業計画（平成２９年度～平成３３年度）第
一次報告
群馬県/発行
2018.9 123p 30cm
【受贈】

地方を変える女性たち カギは「ビジョン」と「仕
組みづくり」！
麓幸子/著 日経 BP 社/発行
2018.11 286p 19cm 1600 円
インタビューを受けた女性の一人・須永氏は群
馬県出身
【購入】
日本の子守唄 命と愛のメッセージ
西舘好子/著 游学社/発行
2018.10 318p 19cm 2000 円
群馬の子守唄に関する記述あり

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県企業立地マップ ２０１８－２０１９
群馬県[/発行]
2018 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

【購入】

スバル・スタイル ＳＵＢＡＲＵ ＳＴＹＬＥ
ＶＯＬ．１ ２０１９年もスバル車でカーライフ
を楽しむ！！
三栄書房/発行
2019.1 159p 30cm 1389 円
（ SAN-EI MOOK ） 【TRC 新刊案内 2089 号】

日本の祭り解剖図鑑 その起源と日本人の信仰が
マルわかり
久保田裕道/著 エクスナレッジ/発行
2018.11 159p 21cm 1600 円
咲前神社の太々神楽に関する記述あり 【購入】
平成政権史
芹川洋一/著 日本経済新聞出版社/発行
2018.11 299p 18cm 920 円
（ 日経プレミアシリーズ 390 ）
小渕恵三内閣に関する記述あり
【購入】

全国もなかぼん
オガワカオリ/著 書肆侃侃房/発行
2018.10 287p 19cm 1600 円
金山松茸最中・スバル最中・倉賀野城・観音最
中に関する記述あり
【購入】

森と自然を活用した保育・幼児教育ガイドブック
国土緑化推進機構/編･著 森と自然の育ちと学
び自治体ネットワーク/編集協力 風鳴舎/発行
2018.10 191p 26cm 2000 円
あかぎの森のようちえん・森の子育て広場「森
の hahako 園」に関する記述あり
【購入】

日本を動かした５０の乗り物 幕末から昭和まで
若林宣/著 原書房/発行
2018.11 237p 21cm 2200 円
富士重工スバル 360 に関する記述あり 【購入】
町自慢、マンホール蓋７００枚。 新・デザイン
マンホール１００選
池上修・池上和子/著 論創社/発行
2018.10 229p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【購入】

雪かきで地域が育つ 防災からまちづくりへ
上村靖司･筒井一伸/ほか編･著 コモンズ/発行
2018.11 221p 21cm 2200 円
片品村・榛東村・前橋市に関する記述あり
【購入】

〔 2019.1〕

【受贈】

臨江閣
井野誠一/編･著[･発行]
2018.11 70p, 図版[18]枚
著作は群馬県在住
-4-

30cm
【受贈】

賛岳逍遥 谷川岳そして魚沼の山々へ 小島台吉
山岳写真集
小島台吉/著
2018.11 107p 25 × 26cm 3000 円(税込)
著者は群馬県生まれ
【受贈】

6 産業
旧碓氷峠鉄道施設ガイドブック 第３版
安中市/発行
2018 44p A5 判 300 円(税込)
【東京 12/8、産経 12/20】

世界遺産
高木秀雄/監修 西谷大/監修 講談社/発行
2018.11 199p 27cm 2000 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
（ 講談社の動く図鑑 MOVE ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2089 号】

近代日本の地域発展と鉄道 秩父鉄道の経営史的
研究
恩田睦/著 日本経済評論社/発行
2018.11 9,257p 22cm 5000 円
【TRC 新刊案内 2088 号】
コケを楽しむ庭づくり 豊富な植栽例と植えつけ
の実際、美しく保つコツ
大野好弘/著 講談社/発行
2018.11 127p 26cm 1800 円
チャツボミゴケに関する記述あり
【購入】
畜産施策の実績 平成２９年度
群馬県農政部畜産課/発行
2018 37p 30cm

ニッポンのゲレンデ 北海道／東北／関越／上信
越／白馬／中央／中京・北陸／関西以西２０１９
実業之日本社/発行
2018.12 242p 30cm 1000 円
（ ブルーガイド・グラフィック ）
Ski × SnowBoarder
【TRC 新刊案内 2089 号】
日本のゴルフ聖地１００ Ｓａｃｒｅｄ １００
Ｃｏｕｒｓｅｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ １９０３－
２０００
大塚和徳/著 日本経済新聞出版社/発行
2018.11 535p 20cm 2800 円
伊香保カントリー倶楽部・赤城国際カントリー
クラブに関する記述あり
【購入】

【受贈】

鳥獣保護区等位置図 平成３０年度
群馬県/発行
2018 折りたたみ 84 × 120cm
付属資料：鳥獣保護区等位置図区域説明書（鳥
獣保護区等位置図別冊）
【受贈】

年報 第３８号（平成２９年度実績）
群馬県スポーツ協会/発行
2018.9 81p 30cm

東武伊勢崎線、日光線古地図さんぽ 懐かしい東
武沿線にタイムトリップ
坂上正一/著 フォト・パブリッシング/発行
2018.11 151p 26cm 1850 円
【TRC 新刊案内 2088 号】

ふしぎ。 横塚沙弥加写真集
横塚沙弥加[/著]
2018.6 48p A5 判
横塚氏はみどり市出身
【桐生タイムス 1/1】

日本スーパー名鑑 ’１９店舗編１巻 北海道
東北 関東１ 茨城・栃木・群馬
商業界/発行
2018.11 940p 26cm 11667 円
【TRC 新刊案内 2088 号】
わたしのセイシバ物語
津金澤正洋/著[･発行]
2018.10 158p 21cm
著者は富岡市在住

【受贈】

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
著作は群馬県在住
【受贈】
山スキールート２１２ ２１２ ｂａｃｋｃｏｕ
ｎｔｒｙ ｓｋｉｉｎｇ ｒｏｕｔｅｓ
山とスキー編集部/編 山と溪谷社/発行
2018.12 303p 28cm 2980 円
日光白根山・至仏山・武尊山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2090 号】

【受贈、上毛 12/19】

山脈讃歌 やまなみさんか
津金澤正洋/著[･発行]
2012.8 80p 21cm
著者は富岡市在住

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
企画展 第９７回 上毛かるたの世界―かるたが
好き ぐんまが好き―
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2018.10 79p 30cm
【受贈】

【受贈】

Ｒａｄｉｃａｌ Ｃｌａｓｓｉｃ 今井喬裕画集
今井喬裕/著 芸術新聞社/発行
2018.11 143p 26cm 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2087 号】
-5-
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8 語学

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん [4] まだ見
ぬ場所のブイヤベース
友井羊/著 宝島社/発行
2018.12 290p 16cm 650 円
（ 宝島社文庫 C と-2-6 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2090 号】

9 文学

星座の骨
浅見恵子/著 思潮社/発行
2018.9 75p 19cm 2200 円
著者は高崎市在住

アリスの森 遊ぶことを忘れてしまった大人たち
へ
樋口武二/著 書肆山住/発行
2018.11 72p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 34 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈】

【上毛 12/18】

ソロー日記 冬
ヘンリー・ソロー/著 H.G.O.ブ レーク/編
山口晃/翻訳 彩流社/発行
2018.6 449,13p 20cm 4500 円
原タイトル：Winter from the journal of Henry
David Thoreau
山口氏は玉村町で過ごす翻訳家 【上毛 12/24】

安吾巷談
坂口安吾/著 三田産業/発行
2018.11 280p 20cm 1600 円
文藝春秋新社 昭和 25 年刊の校訂
【TRC 新刊案内 2087 号】

たいようでてきたぞ
大橋政人/文 松成真理子/絵 福音館書店/発行
2019.1 24p 20 × 23cm 389 円
（ ちいさなかがくのとも 2019 年 1 月号 ）
大橋氏はみどり市在住
【上毛 12/21】

家康、江戸を建てる
門井慶喜/著 祥伝社/発行
2018.11 488p 16cm 860 円
（ 祥伝社文庫 か 29-2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2087 号】

涙を集める天使 絵本
いのうえゆう/ぶん むなかたゆうさく/え
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2018.10 31p 15 × 21cm 800 円
【TRC 新刊案内 2088 号】

うーこのてがみ 水曜日郵便局
小池アミイゴ/ぶん･え KADOKAWA/発行
2018.12 [31p] 28cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2090 号】

日本夢文学志 普及版
堀切直人/著 沖積舎/発行
2018.11 389p 21cm 3800 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2087 号】

ウサギしんぶん 絵本
いのうえゆう/ぶん TAKUMA/え
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2018.10 31p 15 × 21cm 800 円
【TRC 新刊案内 2088 号】

【受贈】

眠りの子犬 絵本
いのうえゆう/ぶん Kaiware/え
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2018.10 31p 15 × 21cm 800 円
【TRC 新刊案内 2088 号】

坂口安吾歴史小説コレクション 第３巻 真書太
閤記
坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店/発行
2018.12 397p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2090 号】

病院ノート 病床における最期の思索の記録
亀井秀雄/著
オピニオン・ランチャー代表 亀井志乃/発行
2018.7 106p 26cm
著者は群馬県生まれ、元小樽文学館館長【受贈】

山紫会 第３句集
山紫会(前橋市)/発行
2018.11 209p 19cm

文豪と東京 明治・大正・昭和の帝都を映す作品
集
長山靖生/編 中央公論新社/発行
2018.11 267p 16cm 820 円
（ 中公文庫 な 52-5 ）
田山花袋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2088 号】

木精 歌集 第２７集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2018.12 36p 22cm

〔 2019.1〕

【受贈】
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前橋文学 第８号
前橋文学会[/発行]
2018.10 92p 21cm

人生に悔いを残さないための「悟り」入門
長谷川俊道[/著]
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2018.11 223p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2088 号】

【受贈】

まえばちゃん
かわしまえつこ/作 いとうみき/絵
童心社/発行
2018.11 63p 21cm 1000 円
（ だいすき絵童話 ）
かわしま氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2087 号】

絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」
入門 Introduction to iPhone App Development
for Beginners 第７版
高橋京介/著 SB クリエイティブ/発行
2018.12 399p 24cm 2750 円
（ Informatics & IDEA ）
Xcode 10 & iOS 12 完 全対応
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2088 号】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第３２回
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局/編集
村上鬼城顕彰会/発行
2018.9 71p 26cm
【受贈】
村上鬼城顕彰小中学生俳句大会作品集
村上鬼城顕彰会/発行
2018.9 70p 26cm

存在感をめぐる冒険 批判理論の思想史ノート
大熊昭信/著 法政大学出版局/発行
2018.11 12,484,15p 20cm 5000 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2088 号】

第３１回
【受贈】

ヨーロッパ文学彷徨
新井淑夫/著 文芸社/発行
2018.12 157p 19cm 1000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2088 号】

高木仁三郎反原子力文選 核化学者の市民科学者
への道
高木仁三郎/著 佐々木力/編 未來社/発行
2018.11 424,5p 22cm 4200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2090 号】

わらいごえ 絵本
いのうえゆう/ぶん TAKUMA/え
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2018.10 29p 15 × 21cm 800 円
【TRC 新刊案内 2088 号】

多肉植物の栽培 生き生きと育てるための知恵と
コツ
羽兼直行/著 主婦の友社/発行
2018.12 157p 26cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2089 号】
てつどうポケットコレクション
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2018.11 239p 12 × 12cm 1000 円
（ マイポケットコレクション 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2087 号】

県関係者の一般著作
アンガーマネジメント実践講座 「怒り」を上手
にコントロールする技術
安藤俊介/著 PHP 研究所/発行
2018.11 254p 18cm 890 円
（ PHP ビジネス新書 400 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2088 号】

徳川家康の江戸プロジェクト
門井慶喜/[著] 祥伝社/発行
2018.12 199p 18cm 800 円
（ 祥伝社新書 558 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2090 号】
尼僧・美清のしあわせの「○」
高橋美清/著 山中企画/発行
2018.11 143p 19cm 1500 円
著者は伊勢崎市在住

１時間でわかるＷｅｂライティング
ふくだたみこ/著 さかたみちこ/著
技術評論社/発行
2018.12 159p 19cm 1000 円
（ スピードマスター ）
ふくだ氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2089 号】

【上毛 1/4】

日本考古学・最前線
日本考古学協会/編 雄山閣/発行
2018.11 2,298p 26cm 4800 円
著者の一人、若狭徹氏は元高崎市教育委員会文
化財保護課長
【購入】

「自分発振」で願いをかなえる方法 量子力学的
生き方のすすめ
村松大輔/著 サンマーク出版/発行
2018.11 222p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2088 号】
-7-
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はたらくくるまポケットコレクション
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2018.11 239p 12 × 12cm 1000 円
（ マイポケットコレクション 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2087 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #５８ 道徳科
の時間が始まる 平成３０年１０月２７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 #５９ 目指
せ！未来のグローバルリーダー 平成３０年１１
月３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】

元財務官僚が５つの失敗をしてたどり着いたこれ
からの投資の思考法
柴山和久/著 ダイヤモンド社/発行
2018.11 20,217p 19cm 1500 円
著者は高崎市出身
【上毛 1/3】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６０ 動物か
ら学ぶ「いのち」の大切さ 平成３０年１１月１
０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】

視聴覚資料
あなた以外を愛せない (CD)
幸加歩/作詞 岩上峰山/作曲
［2018] 1200 円
美花氏は太田市在住

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６１ 対話が
数学を深める！～高校生数学コンテスト＆キャン
プ～ 平成３０年１１月１７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】

美花/歌
【上毛 1/9】

一筋の剣・新陰流／宿り星 (CD)
藤ひろし/歌 アスタエンタテイメント[/発行]
2018.11 1204 円
藤氏は群馬県出身
【CD ジャーナル 1 月号】

金婚・祝い酒／秋風(かぜ)／おんな…ひとり(CD)
髙木夕起子/歌
PO ‐アスタエンタテイメント[/発行]
2018.11 1204 円
髙木氏は群馬県出身 【CD ジャーナル 1 月号】
新・応援歌，いきます (CD)
糸井重里/作詞 細川たかし＆杜このみ/歌
2018.10 1204 円
糸井氏は群馬県生まれ【CD ジャーナル 1 月号】

電子資料

Ｔｒｙ (CD)
The Winking Owl/演 奏
WP ‐ワーナーミュージック・ジャパン[/発行]
2018.11 1111 円
The Winking Owl は高崎で結成されたロックバ
ンド
【CD ジャーナル 1 月号】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #５６ 平成２
９年度再放送⑥ みんなが主役！高校総文 平成
３０年１０月１３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 #５７ 挑め！
未来の技術者たち 平成３０年１０月２０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】

〔 2019.1〕
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