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２０１３年２月分
No.３１５

会津の桜新島八重 「幕末のジャンヌ･ダルク」
の激動人生
双葉社/発行
2013.1 145p 26cm 1700 円
（ 双葉社スーパームック ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1801 号】

発行日
発 行

平成 25(2013)年 3 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

あなたの知らない群馬県の歴史
山本博文/監修 洋泉社/発行
2013.2 189p 18cm 780 円
（ 歴史新書 ）
【上毛 2/7、TRC 新刊案内 1803 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。
・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。

内村鑑三に現代の非戦論を問う
大川隆法/著 幸福の科学出版/発行
2012.12 159p 19cm 1400 円
（ 公開霊言 ）
【TRC 新刊案内 1796 号】

・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。

家族で楽しむぐんまの旅～上越線･信越線･吾妻線
～ ＳＬ･リゾートやまどりで行く ＪＲ東日本
小さな旅
[JR 東日本高崎支社/発行]
[2012.7] [16p] 30cm
【受贈】
上泉武田遺跡（かみいずみたけだいせき）－縄文
時代以降編－ 一般国道１７号(上武道路)改築工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2012.12 102p 写真図版 61p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

０ 総記

川崎尚之助と八重 一途に生きた男の生涯
あさくらゆう/著 知道出版/発行
2012.12 251p 19cm 1500 円
八重は後の新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1796 号】
企画展 第３６回
多胡碑 文字の遺産
多胡碑記念館/編集･発行
2012.11 37p 30cm

1 哲学･宗教
親鸞聖人二十四輩巡拝 関東御旧蹟を歩く 改訂
版
新妻久郎/著 朱鷺書房/発行
2012.11 229,8p 19cm 1200 円
妙安寺(前橋市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

【 受 贈】

京に咲く同志の桜 新島八重･新島襄･山本覚馬の
物語
桜井裕子/著 海竜社/発行
2012.12 233p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1796 号】
近世山村地域史の研究
佐藤孝之/著 吉川弘文館/発行
2013.2 6,348p 22cm 9000 円
上州山中領に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】
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〔2013.3〕

国定忠治の時代 読み書きと剣術
高橋敏/著 筑摩書房/発行
2012.12 286p 15cm 1000 円
（ ちくま文庫 た 68-1 ）
【TRC 新刊案内 1796 号】
ぐんまの温泉
[群馬県観光局観光物産課/発行]
[2011.3] 18p 30cm

東部エリア 桐生市･太田市･館林市･みどり市･板
倉町･明和町･千代田町･大泉町･邑楽町 ググっと
ぐんま観光キャンペーンエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会東部地域部
会/発行
[2012.7] [16p] 30cm
【受贈】
利根･沼田エリア 沼田市･片品村･川場村･昭和村
･みなかみ町 ググっとぐんま観光キャンペーン
エリア別ガイド
[利根沼田広域観光案内所/発行]
[2012.7] [16p] 30cm
【受贈】

【 受贈】

国分寺の創建 思想･制度編
須田勉･佐藤信/編 吉川弘文館/発行
2011.12 5,386p 27cm 14500 円
「国分寺と「上野国交替実録帳」」前澤和之/著
収録
【TRC 新刊案内 1748 号】

富岡清水遺跡･富岡城跡（とみおかしみずいせき･
とみおかじょうあと） 社会資本整備総合交付金
事業(活力創出基盤整備)(主)前橋安中富岡線事業
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
2012.12 198p 写真図版 54p 30cm 【受贈】

国分寺の創建 組織･技術編
須田勉･佐藤信/編 吉川弘文館/発行
2013.2 6,452p 27cm 16000 円
「上野･下野･信濃国分寺の創建期の瓦生産」高
井佳弘/著収録
【TRC 新刊案内 1803 号】

懐かしい月を抱いて 私の乳房再建
篠原敦子/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2013.2 194p 19cm 1200 円
著者は前橋市出身
【上毛 2/22･23、TRC 新刊案内 1805 号】

サムライガール新島八重 維新を駆け抜けた「烈
婦」の生涯
高野澄/著 祥伝社/発行
2012.12 338p 16cm 648 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

七緒 着物からはじまる暮らし ｖｏｌ.３２
特集魔法の「収納」計画/心晴ればれ。江戸小紋。
プレジデント社/発行
2012.12 127p 29cm 1333 円
富岡への旅に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

新説真田三代ミステリー 幸隆、昌幸、幸村の知
られざるルーツと生涯
山田順子/著 実業之日本社/発行
2013.1 255p 18cm 762 円
（ じっぴコンパクト新書 134 ）
【TRC 新刊案内 1801 号】

新島八重 幕末、明治をかけぬけたハンサム・ウ
ーマン
柊ゆたか/漫画 三上修平/シナリオ
集英社/発行
2012.12 141p 23cm 900 円
（ 集英社版・学習漫画 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

すべてわかる！新島八重とその時代 写真と地図
で旅する「ゆかりの地」完全ガイド
武山憲明/著 日本文芸社/発行
2013.1 247p 19cm 1200 円
安中市と伊香保に関する記述あり
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1802 号】

新島八重 波瀾万丈-幕末のジャンヌ･ダルク
中江克己/著
学研パブリッシング/発行
2012.12 292p 15cm 705 円
（ 学研 M 文庫 な-3-8 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

全国里見一族交流会会報 ２０１２年１２月号
全国里見一族交流会(前橋市)/発行
2012.12 30p 30cm
【 受贈 】
ｔａｖｉ（タヴィ） 吾妻エリアルートガイド
吾妻観光連盟/発行
2012.5 [24p] 30cm
【 受贈】

新島八重物語 幕末･維新の銃姫
藤本ひとみ/作 流石景/絵 講談社/発行
2012.12 251p 18cm 650 円
（ 講談社青い鳥文庫 284-5 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】

天台ジャーナル 広報天台 第１１８号
天台宗出版室/発行
2013.1 8p 41cm
有本佳央氏(群馬県在住)に関する記事収録
【受贈】

〔2013.3〕
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日本人、台湾を拓く。 許文龍氏と胸像の物語
まどか出版/編･発行
2013.1 322p 20cm 2500 円
羽鳥又男(旧富士見村生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1800 号】

山本覚馬伝
青山霞村/原著 住谷悦治/校閲
宮帯出版社/発行
2013.2 194p 21cm 1900 円
新島襄に関する記述あり
住谷氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1803 号】

「バス･観光タクシー」で巡るぐんまの旅
JR 東日本高崎支社/協力
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会/発行
[2012.3] 30p 30 × 10cm
【受贈】

るるぶ草津伊香保四万水上軽井沢'１３～'１４
JTB パブリッシング/発行
2013.2 117p 26cm 819 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1801 号】

ビジュアル明治クロニクル この国のかたちを決
定づけた維新のドラマを読む
世界文化社/発行
2012.12 223p 26cm 2100 円
新島八重(新島襄の妻）に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】
福岡村の６５年間を振り返る １８８９(Ｍ２２)
～１９５４(Ｓ２９) 「幸せの村構想」
荻原敏雄[/編集･発行]
[2013.2] 29p A4 判
荻原氏は福岡中央公民館(みどり市)館長
【上毛 2/9】

3 社会科学
Earthquake-Induced Landslides Proceedings of
the international symposium on Earthquake-I
nduced Landslides,Kiryu,Japan,2012
Springer/発行
2012 996p 26cm
2012 年 11 月 7 日～ 9 日に桐生市市民文化会館
を主会場として開催された地震地すべりに関す
る国際シンポジウムを機に出版された論文集
【受贈】

ミもココロも前橋に、なる。 ＭＡＥＢＡＳＨＩ
★なるには物語 第２章「夏」
前橋市商工観光部観光課/発行
[2012.6] [8p] 30cm
【受贈】
みんなちさこの思うがままさ
池田知沙子/著 山と溪谷社/発行
2013.2 349p 21cm 2600 円
奥利根に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1801 号】

Advanced Micro-Device Engineering Ⅲ
Sumio Hosaka/Edited by
Trans Tech Publications Ltd/Distributed worldwide
by
2013 10,278p 24cm
（ Key Engineering Materials Vol.534 ）
[保坂純男]氏は群馬大学大学院工学研究科教授
【受贈】

八重と覚馬 会津の兄妹の幕末明治
河合敦/著 廣済堂出版/発行
2013.2 235p 18cm 800 円
（ 廣済堂新書 027 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1801 号】

会社の「品質」 私がめざしたグローバル･エク
セレント･カンパニーズ
牛久保雅美/著 日科技連出版社/発行
2012.12 13,223p 19cm 2400 円
株式会社サンデン(伊勢崎市)のこれまでの道の
りを綴る
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】

八重と襄 試練をこえる言葉
坂本優二/著 イースト･プレス/発行
2012.12 175p 18cm 857 円
【TRC 新刊案内 1796 号】

花群 群照会誌 第３７号
群照会/編集･発行
2011.11 114p 22cm

八重とその時代 幕末と明治を生きた人々
好川之範/写真･文 歴史春秋出版/発行
2013.1 147p 26cm 1200 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1803 号】

【受贈】

患者の声を聞く みんなで紡ぐ医療の絆
酒巻哲夫･林田素美/編著 篠原出版新社/発行
2013.1 10,258p 21cm 2000 円
群馬大学医学部 5 年生に行った集中講義「患者
さんの声を聞く」の一部をまとめた本
【桐生タイムス 2/11、TRC 新刊案内 1803 号】

八重の虹 新島八重と羽ばたく幕末明治の女性た
ち
加来耕三/著 育鵬社/発行
2013.2 275p 19cm 1500 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1802 号】
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〔2013.3〕

群馬県立女子大学 ２０１２
群馬県立女子大学/発行
[2011] 57p 28cm

4 自然科学

【受贈】

群馬大学アドバンスト･テクノロジー高度研究セ
ンター年報 第１６号（平成２３年度）
群馬大学高度人材育成センター/発行
2012.11 2,186p 30cm
【受贈】

[栗生楽泉園 ガイドブック]
谺雄二/制作
[2013.2] 57p A4 判
谺氏は入園者自治会副会長

校史藤岡工高Ⅱ 創立５０周年記念
群馬県立藤岡工業高等学校/編集･発行
2012.10 273p 27cm
【受贈】

子どもの救急ってどんなとき？ 上手なお医者さ
んのかかり方 第９版
群馬県健康福祉部医務課/発行
2012.3 38p 21cm 20 円(税込)
【受贈】

国勢調査報告 平成２２年第６巻その１第２部３ 従業地･通学地による人口･産業等集計結果３
関東１ [複合媒体資料]
総務省統計局･統計センター/編集
統計センター/発行
2012.11 1 冊 27cm 4900 円
付属資料：CD-R1 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1796 号】
少年の主張中部地区大会発表文集
[中部教育事務所/発行]
2012 46p 30cm

【上毛 2/22･25】

子どものホームケアの基礎 小児科からのメッセ
ージ [改訂版]
群馬県健康福祉部医務課/発行
2012.3 44p 30cm
【受贈】
彦部家屋敷 里山の自然に学ぶ
重要文化財彦部家住宅鳳純会/発行
[2013.2] 40p
彦部家住宅(桐生市)を取り巻く自然環境につい
てまとめた図録
【桐生タイムス 2/23】

第３４回

前橋市医師会医学講演集録
平成２３年度版
前橋市医師会/編集･発行
2012.12 145p 22cm

【受贈】

沼田市暮らしの便利帳
沼田市･サイネックス/発行
2013.2 128p A4 判 【毎日 2/21、上毛 2/22】

第３５集
【受贈】

前橋西高校三十年史
前橋西高校三十年史編集委員会/編集
群馬県立前橋西高等学校/発行
2012.11 388p 31cm
【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
2012 48p 21cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

平成２４年度版
【受贈】

ＳＴＩ スバルブランドを世界に響かせた２５年
廣本泉/著 三樹書房/発行
2013.1 188p 27cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1801 号】

吉井高校三十周年記念誌
創立三十周年記念事業実行委員会記念誌係/編
集 群馬県立吉井高等学校創立三十周年記念事
業実行委員会/発行
2005.12 210p 31cm
【受贈】
連盟双書 第１３８集
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
2012.12 123p 30cm

桐生市の環境 平成２４年度版（平成２３年度実
績報告）
桐生市市民生活部環境政策課/発行
2012.12 66p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬の注文住宅 ２０１３冬春
リクルート/発行
[2013.2] 380 円

私のまつり通信１１
石川博司/著 ともしび会/発行
2012.12 40p 21cm
鮎川の獅子舞(藤岡市)、羽場の獅子舞(みなか
み町)に関する記述あり
【受贈】

〔2013.3〕

【上毛 2/22】

ダムを造らない社会へ 八ツ場ダムの問いかけ
上野英雄/編 新泉社/発行
2013.2 229p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1803 号】
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懐かしの鉄道遺産を楽しむ方法 日本全国、いま
も現存する駅舎や車両、線路たち
博学こだわり倶楽部/編 河出書房新社/発行
2012.7 219p 15cm 543 円
（ KAWADE 夢文庫 K940 ）
清水トンネル、碓氷第三橋梁に関する記述あり
【朝日 2/26】

ふじおか 絹の記憶
群馬県藤岡行政県税事務所/作製
[2013.2] 6p A4 判 【上毛 2/18、読売 2/20】
「幻の街道」をゆく
七尾和晃/著 東海教育研究所/発行
2012.7 193p 19cm 1600 円
富岡や高崎の絹が通った絹の道に関する記述あ
り
【朝日 2/5】

にっぽん全国百年食堂
椎名誠/著 講談社/発行
2013.1 222p 19cm 1400 円
群馬のソースカツ丼に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1802 号】

レイル Ｎｏ.８５
草軽電鉄夏の憶い出■Ｃ６０重油併燃とＣ５９
■北沢産業補遺■京阪特急色■欧州蒸機運転
エリエイ/プレス･アイゼンバーン/発行
2013.1 98p 29cm 3600 円
【TRC 新刊案内 1800 号】

日本のかわと河川技術を知る～利根川～ [複合
媒体資料]
土木学会水工学委員会日本のかわと河川技術を
知る(利根川)編集委員会/編集 土木学会/発行
2012.12 4,355p 26cm 2800 円
付属資料：CD-ROM1 枚
【TRC 新刊案内 1800 号】
民家は生きてきた
伊藤ていじ/著 鹿島出版会/発行
2013.2 382p 22cm 3600 円
両毛･武蔵野路の民家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1803 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
運動が得意になる子どもの育て方 親子で遊びな
がら、１０歳までに瞬発力とリズム感を鍛えよ
う！
上州アスリートクラブ(高崎市)/監修
自由国民社/発行
2013.2 199p 19cm 1400 円
【上毛 2/20、TRC 新刊案内 1802 号】
Ｇｒ à ｃｉｅｓ
高崎第九合唱団/発行
[2013.2]
高崎第九合唱団が 2012 年 10 月に行ったスペイ
ン公演の活動をまためた記念誌 【上毛 2/19】

6 産業
絵で旅する五街道 ２ 中山道･甲州街道
秋山浩子/文 伊藤まさあき/絵 汐文社/発行
2013.1 31p 27cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1800 号】

群馬の陸上競技２０１２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
2012.9 66p 30cm 952 円
（ がんばろう日本！ ありがと！ Gsports 臨時
増刊号 Vol.33 ）
【受贈】

週末を１０倍楽しむＪＲ線乗りつぶしの旅 関東
編
赤川良二/著 フォレスト出版/発行
2013.2 187p 18cm 900 円
（ Forest 2545 Shinsyo 078 ）
信越本線･横川駅と吾妻線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1803 号】

幸雲 書作三百選
小林幸雲/書 幸伯山房/発行
[2013.2] 106p A4 判 3500 円
小林氏は桐生市在住
【桐生タイムス 2/5、上毛 2/6】

全国ご当地キャラ大図鑑
「全国ご当地キャラ大図鑑」制作委員会/著
宝島社/発行
2013.2 143p 19cm 648 円
ぐんまちゃん、ころとん、おいでちゃん、キノ
ピーに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1801 号】

三十年史 長野原町ソフトボールクラブ設立３０
周年記念
長野原町ソフトボールクラブ/発行
[2013.2] 52p A4 判 3000 円 【上毛 2/24】
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〔2013.3〕

Ｊ２白書 ２０１２ 永久保存版
J's GOAL J2 ライター班/著 東邦出版/発行
2013.2 395p 19cm 1500 円
ザスパクサツ群馬に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1801 号】

うたえ君の心を 大地とキャッチとサックスと
改訂版
森村三美/著 あさを社(高崎市)/発行
[2013.2] 192p 四六判 1575 円(税込)
【上毛 2/20】

夢二記念館 館長のひとり言（二）
小暮享/著
[2013.2] 128p A5 判変型 800 円
著者は竹久夢二伊香保記念館(渋川市)館長
【上毛 2/5】

想いが届くあの人のことば ３ 心であじわう詩
･和歌
押谷由夫/監修 学研教育出版/発行
2013.2 47p 29cm 2800 円
山田かまちに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1803 号】
熊のいる家
土屋美穂/著 日本文学館/発行
2013.2 22p A5 判 735 円
著者は甘楽町在住

恋するデザイン Ｙｕｉ＆Ｙｏｕ ２
斉河燈/著 アルファポリス/発行
2012.12 324p 15cm 690 円
（ エタニティ文庫 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1796 号】

8 語学

コスモス 林ミン遺稿集
林きみ代/発行
2012.2 90p A5 判
林ミン氏は沼田市出身
林きみ代氏は林牧場福豚の里とんとん広場(前
橋市)を経営
【上毛 2/18】

9 文学
アウト･オブ･サイト
池田政治/著 東京藝術大学出版会/発行
2013.1 115p 24cm 3000 円
絲山秋子氏(高崎市在住)によるエッセイ収録
【TRC 新刊案内 1802 号】

秋桜 歌集
井上たつ子/著 けやき書房(前橋市)/発行
2012.11 190p 19cm
（ 地表叢書 第 146 篇 ）
著者は地表短歌会(前橋市)会員
【受贈】

吾妻路 吾妻路短歌会平成２４年度年刊歌集
吾妻路編集委員会/編集 吾妻路短歌会/発行
2013.1 50p 21cm
【受贈】

坂口安吾全集 別巻
坂口安吾/著 筑摩書房/発行
2012.12 818,18p 21cm 16000 円
【TRC 新刊案内 1796 号】

維新銃姫伝 会津の桜 京都の紅葉
藤本ひとみ/著 中央公論新社/発行
2012.11 369p 20cm 1800 円
登場人物として山本八重(後に新島襄の妻）に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1794 号】
板場暮し 句集
北原東洋男/著 梅里書房/発行
2012.5 216p 20cm 2600 円
著者は草津町在住

【受贈】

浮ぶ庭
武井幸子/著 水仁舎/発行
2013.1 85p 22cm
著者は高崎市在住

【受贈】

〔2013.3〕

【上毛 2/23】

佐々木愚山漢詩文集
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2013.1 [59p] 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

シュガー＊ホリック ２
斉河燈/著 アルファポリス/発行
2013.1 294p 19cm 1200 円
（ エタニティブックス ）
著者は群馬出身
【TRC 新刊案内 1801 号】
朱武者伝 序ノ巻
小幡正一郎/著
2012.12 219p 19cm
物語の舞台として群馬県に関する記述あり
著者は富岡市在住
【受贈】
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真剣 新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱 上
海道龍一朗/著 講談社/発行
2012.12 352p 15cm 648 円
（ 講談社文庫 か 119-4 ）
【TRC 新刊案内 1796 号】

ニッポンの山里
池内紀/著 山と溪谷社/発行
2013.1 254p 20cm 1500 円
「牧場の夢 群馬県･内山」、「乏水地帯 群馬
県･赤城山麓」、「こんにゃく玉 群馬県･立処」
収録
【TRC 新刊案内 1796 号】

真剣 新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱 下
海道龍一朗/著 講談社/発行
2012.12 405p 15cm 724 円
（ 講談社文庫 か 119-5 ）
【TRC 新刊案内 1796 号】

パラドックス実践 雄弁学園の教師たち
門井慶喜/著 講談社/発行
2013.1 325p 15cm 600 円
（ 講談社文庫 か 126-1 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1800 号】

世界の旅人 堀さんのエスペラント気ままエッセ
ー ２
堀泰雄/著 ホリゾント出版/発行
[2012.10] 270p 26cm 1300 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 2/10】
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
2012.10 33p 21cm
戦争体験記（３） 戦禍の中を生きて
東京大空襲 前橋空襲
沼田小学校区 9 条の会/発行
2012.11 [23p] 26cm

はやくきてよしょうぼうしゃ
おがのみのる/写真･文 ひかりのくに/発行
2013.1 24p 18 × 19cm 800 円
おがの氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1801 号】

第３４集
宝石ザミステリー ２
光文社/発行
2012.12 545p 21cm 952 円
「保険会社がゴッホの絵を買う理由」門井慶喜
(群馬県生まれ)/著収録
【TRC 新刊案内 1796 号】

【受贈】

【受贈】

【 受贈 】

ホテル･コンシェルジュ
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2013.2 269p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1803 号】

戦争と一人の女
坂口安吾/原作 近藤ようこ/漫画
青林工藝舎/発行
2012.11 140p 22cm 1000 円
【桐生タイムス 2/11】

ポケットの中の対話 短歌集
小林準/著 すばる書房(大泉町)/発行
2013.2
著者は太田市在住、群馬ペンクラブ会員
【朝日ぐんま 2/15】

天狗剣法 法神流須田房之助
津本陽/著 PHP 研究所/発行
2013.2 276p 15cm 648 円
（ PHP 文芸文庫 つ 1-3 ）
主人公として須田房之助(旧赤城村深山生まれ)
が描かれている
【TRC 新刊案内 1800 号】

陽子の一日
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2013.1 172p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1802 号】

戦争体験記 ４ 遥かなる地平
沼田小学校区 9 条の会/発行
2013.1 18p 26cm

海軍兵士として

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１１回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会/編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2012.12 36p 26cm
【受贈】

問いは生きている 第七詩集
平方秀夫/著 志村喜代子/発行
[2013.1]
著者は「高崎現代詩の会」の創立者
【上毛 2/25】

夜空のダイヤモンド
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2012.12 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 34 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1796 号】

飛火 第４３号
飛火の会/編集･発行
2012.12 108p 21cm 1000 円
｢詩三篇｣中野完二(高崎市出身)/著収録【受贈】
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〔2013.3〕

山村における事業展開と共有林の機能
西野寿章/著 原書房/発行
2013.1 3,263p 22cm 6700 円
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【TRC 新刊案内 1802 号】
自動車大集合
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2013.1 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 8 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1800 号】

県関係者の一般著作
アイデアを脳に思いつかせる技術
安達元一/著 藤本貴之/監修 講談社/発行
2013.1 212p 18cm 876 円
（ 講談社+α新書 606-1C ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】
あなただけのパワーストーン 星座別組み合わせ
ガイド
茂木の利子/著 徳間書店/発行
2012.12 127p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1796 号】

白川静さんに学ぶ漢字絵本 人の巻
はまむらゆう/文･絵･古代文字 小山鉄郎/監修
論創社/発行
2013.1 31p 27cm 1300 円
小山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1800 号】

生き残りをかけた大学経営戦略 大学、常夏の時
代から氷河期へ
岩田雅明/著 ぎょうせい/発行
2013.1 5,237p 21cm 2476 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 2/5、TRC 新刊案内 1802 号】

生産･品質トラブルを防止するなぜなぜ分析と変
更管理 再発防止から未然防止
市川享司/著 日刊工業新聞社/発行
2013.1 194p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1800 号】

営業マンは、「苦手なお客」を捨てなさい。
菊原智明/著 学研パブリッシング/発行
2013.2 213p 19cm 1300 円
著者は関東学園大学経済学部講師
【TRC 新刊案内 1802 号】

ＤＶＤで学ぶ空手道 めざせ黒帯！昇級審査対策
完璧マニュアル [複合媒体資料]
高橋優子/著 日本空手協会/監修
山と溪谷社/発行
2013.2 160p 26cm 2200 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1801 号】

カンタン☆変身！魔法の自撮り術
おかもとまり/著 ネオテリック/発行
2013.1 111p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ、群馬観光特使
【TRC 新刊案内 1803 号】

東大入試問題に隠されたメッセージを読み解く
大島保彦/著 産経新聞出版/発行
2013.1 207p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1800 号】

現代質量分析学 基礎原理から応用研究まで
高山光男･早川滋雄/編 化学同人/発行
2013.1 19,514p 22cm 10000 円
高山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1800 号】

徳川社会論の視座
水本邦彦/著 敬文舎/発行
2013.1 317p 20cm 2400 円
（ 日本歴史私の最新講義 03 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】

ここからはじめるＮＰＯ会計･税務 改正ＮＰＯ
法対応
松原明･水口剛/著 ぎょうせい/発行
2012.12 215p 21cm 2095 円
水口氏は高崎経済大学経済学部教授
【TRC 新刊案内 1796 号】

ナチ･イデオロギーの系譜 ヒトラー東方帝国の
起原
谷喬夫/著 新評論/発行
2012.12 254p 20cm 2300 円
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1796 号】

５０代のいまこそ、しておきたいこと 一生、輝
く女性でいるために
中山庸子/著 三笠書房/発行
2013.2 205p 15cm 571 円
（ 知的生きかた文庫 な 26-9 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】

〔2013.3〕

なっとくする数学の証明
瀬山士郎/著 講談社/発行
2013.1 6,183p 21cm 2700 円
（ なっとくシリーズ ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】
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７年間ダメだった私が４年連続No.１営業に変わ
った「人を動かす」話し方 ビジネスで思い通り
の結果を手に入れる話し方
菊原智明/著
日本能率協会マネジメントセンター/発行
2013.1 215p 19cm 1500 円
著者は関東学園大学経済学部教員
【TRC 新刊案内 1801 号】

視聴覚資料
愛艶歌（CD)
舞川るみ/歌
2013.2 7 曲
桐生市制 60 周年で制作されたご当地ナンバー
「桐生機街 詩の街」のカバー収録
舞川氏は桐生市在住
【桐生タイムス 2/14】

一目惚れの科学 ヒトとしての恋愛学入門
森川友義/著
ディスカヴァー･トゥエンティワン/発行
2012.12 261p 18cm 1000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1801 号】

ぐんま一番 ＃２７食の匠～群馬の伝統野菜～
平成２５年１月１１日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2013 [30 分]
【受贈】

フリーランス･個人事業の絶対トクする！経費と
節税 確定申告専門税理士がホンネで教える！
福島宏和/著 ダイヤモンド社/発行
2013.2 238p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1803 号】

ぐんま一番 空っ風 ひゅるりら感謝祭！
平成２４年１２月２１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】

Ｍｉａｊ Ｖｏｊａｇｏｊ ｔｒａ ｌａ Ｍｏｎｄ
ｏ（私の世界旅行）
堀泰雄/著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2012.2 48p 30cm 400 円
著者は前橋市在住
【受贈】

ぐんま一番 トップアイドル イズミさん
平成２５年１月１８日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2013 [30 分]
【受贈】

港で働く人たち しごとの現場としく みがわ か
る！
大浦佳代/著 ぺりかん社/発行
2013.1 157p 21cm 1900 円
（ しごと場見学! ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1801 号】

ぐんま一番 特別編 防災～いざというときのた
めに～ 平成２５年１月２５日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2013 [30 分]
【受贈】

森は生きている 新装版
富山和子/作 大庭賢哉/絵 講談社/発行
2012.12 173p 18cm 620 円
（ 講談社青い鳥文庫 76-6 ）
富山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1796 号】

渋川の文化 真光寺 小山宏編著 出版記念講演
2012/11/20 於：渋川市民会館ホール（CD）
小山宏/講演
[2012] 2 枚組
小山氏は上毛民俗学会会長
【受贈】

陽明学のすすめ ５ 人間学講話渋澤栄一
深澤賢治/著 明徳出版社/発行
2013.1 226p 20cm 1900 円
著者は(株)シムックス(太田市)代表取締役会長
【TRC 新刊案内 1802 号】

たいせつなこと（CD）
詩季/演奏 CIMSRecord/発売
[2013.2] 1050 円
詩季は前橋市で音楽活動をしている夫婦デュオ
【上毛 2/26】

Ｒａｐｏｒｔｏｊ ｅｌ Ｊａｐａｎｉｏ １５
（Ｋａｔａｓｔｒｏｆｏ ｄｅ Ｊａｐａｎｉｏ）
Ｍａｒｔｏ ２０１１-Ｍａｒｔｏ ２０１２
（日本からの報告１５ 東日本大震災 ２０１１
年３月－２０１２年３月）
堀泰雄/著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2012.6 426p 22cm 1500 円
著者は前橋市在住
【受贈】

百花繚乱（CD）
おおつかしのぶとディアフレンズ/演奏
2012.12 10 曲
「おおつかしのぶとディアフレンズ」は大塚嗣
信氏（前橋市で学習塾を経営）を中心とする県
内在住の５人組バンド
【上毛 2/13】
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〔2013.3〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 下仁田町
立下仁田小学校 平成２４年１０月２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 高山村立
高山小学校 平成２４年１０月９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 沼田市立
沼田東小学校 平成２４年８月２１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 東吾妻町
立岩島小学校 平成２４年９月１８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 みどり市
立あずま小学校 平成２４年９月２５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】

電子資料

〔2013.3〕
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