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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１９年１月分
No.３８６

学習院大学大学院日本語日本文学 第１１号
学習院大学大学院人文科学研究科日本語日本文
学専攻/発行
2015.3 92p 21cm
「榛名山東南麓の千葉氏伝承―寺社縁起を中心
に―」青木祐子/著収録
【受贈】

平成 31(2019)年 2 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

３分後にゾッとする話 ４７都道府県の怖い話
２
並木伸一郎/著 マニアニ/絵 理論社/発行
2018.12 191p 19cm 1000 円
「山の神の足音」(群馬県)収録
【TRC 新刊案内 2091 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。

戦国僧侶列伝
日本史史料研究会/編 星海社/発行
2018.11 362p 18cm 1200 円
( 星海社新書 143 ）
広山恕陽に関する記述あり

・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。

【購入】

日本の信仰がわかる神社と神々 日本の神社１８
７
か み ゆ歴 史 編 集部 /編 ･著 朝 日 新聞 出 版/発行
2018.12 223p 22cm 1400 円
( ビジュアル版鑑賞ガイド ）
一ノ宮貫前神社・賀茂神社・雷電神社に関する
記述あり
【購入】

０ 総記
画家のブックデザイン 装丁と装画からみる日本
の本づくりのルーツ
小林真理/著 誠文堂新光社/発行
2018.12 223p 26cm 2600 円
竹久夢二に関する記述あり
【購入】

2 歴史･伝記･地理

旅する本の雑誌
本の雑誌編集部/編 本の雑誌社/発行
2018.7 271p 19cm 1600 円
「山田昇ヒマラヤ資料館」(沼田市)に関する記
述あり
【朝日 1/23】

江戸風雅 １８号
江戸風雅の会/発行
2018.11
「曾祖父・菱田海鷗の妻、一色奈みの家系と一
色氏の人物像」岩田恭(高崎市在住)/著収録
【上毛 1/26】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．１４
トロワデザイン(motto 編集部)(高崎市)/編集･
発行
2018.11 50p 21cm
【受贈】

開国の先覚者小栗上野介
蜷川新/著 批評社/発行
2018.12 277p 19cm 2500 円
( PP 選書 Problem & Polemic 課題と争点 ）
千代田書院 1953 年刊の再刊
【TRC 新刊案内 2091 号】
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〔2019.2〕

小学生の勉強に役立つ！日本全国４７都道府県ま
るわかりクイズ１２００
県民.com/監修 メイツ出版/発行
2018.12 144p 21cm 1200 円
( まなぶっく ）
「小学生の勉強に役立つ!日本全国 47 都道府県
おもしろクイズ 1200」(2015 年刊)の改題,加筆
修正
【TRC 新刊案内 2093 号】

非暴力の人物伝 ３ 田中正造／ワンガリ・マー
タイ 環境破壊とたたかった人びと
堀切リエ/著 大月書店/発行
2018.12 155p 20cm 1800 円
田中正造・内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2091 号】
村役人のお仕事
山崎善弘/著 東京堂出版/発行
2018.12 223p 20cm 2200 円
上野国旗本知行所の名主伊能家の仕事に関する
記述あり
【購入】

昭和の情景 ～鈴木ひで 博物館への絵手紙～
鈴木ひで/画･文
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」/編集
[･発行]
2018.10 43p 30cm
著者は中之条町生まれ
【受贈】
すめらみくにの乙女たち
鈴木ひで/著[･発行]
2018.11 98p 18 × 25cm
1996 年刊の復刊
著者は中之条町生まれ

蕨手刀の考古学
黒済和彦/著 同成社/発行
2018.12 8,349p 22cm 6800 円
( ものが語る歴史 39 ）
上野国に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2091 号】

【受贈】

戦国大名と国衆
平山優/著 KADOKAWA/発行
2018.12 311p 19cm 1700 円
( 角川選書 611 ）
武田領国下の国衆領(上野国)に関する記述あり
【購入】

3 社会科学
雇用ビッグデータが地方を変える ４７都道府県
の傾向と対策
梅屋真一郎/著 中央公論新社/発行
2018.12 3,217p 20cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【購入】

都道府県イラストＢＯＯＫ めちゃカワＭＡ
Ｘ！！
めちゃカワ!!都道府県リサーチ部/著
新星出版社/発行
2018.12 207p 19cm 1200 円
【TRC 新刊案内 2091 号】

獅子舞雑記ノート １２５
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2018.12 34p 21cm
ぐんま獅子舞公演に関する記述あり

都道府県ふるさとじまん図鑑
鎌田和宏/監修 学研プラス/発行
2018.12 319p 26cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2091 号】

定例市議会議案書 平成３０年第４回 (第１次
送付分)
前橋市/発行
2018 140p 30cm
【受贈】

沼辺のまちを楽しむパーフェクトＢＯＯＫ
館林つつじサポーターズ倶楽部/作製
[2019] 28p B5 判【上毛･読売 1/30、産経 2/4】

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ３０ 年 第 ４ 回
(第 １次 送付分) (条例関 係）（公の施 設の指定
管理者の指定議案関係)
前橋市/発行
2018 53p 30cm
【受贈】

幕末維新像の新展開 明治維新とは何であったか
宮地正人/著 花伝社/発行
2018.12 346p 21cm 2000 円
田中正造に関する記述あり
【購入】

日本の高校ベスト１００ 伝統の名門から注目の
新勢力まで
八幡和郎/著 啓文社書房/発行
2018.12 254p 18cm 1200 円
前橋高校・高崎高校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2091 号】

秘境路線バスをゆく ５
イカロス出版/発行
2019.1 113p 26cm 1600 円
( イカロス MOOK ）
奥多野線/群馬県高崎市〜上野村に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2091 号】

〔 2019.2〕

【受贈】
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防災福祉コミュニティ形成のために 実践編
川村匡由/著 大学教育出版/発行
2018.12 163p 19cm 1800 円
浅間山天明の大噴火に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2093 号】

歴史作家の城めぐり 戦国の覇権を競った武将た
ちの夢のあと
伊東潤/著 西股総生/監修
プレジデント社/発行
2018.12 398p 18cm 1400 円
岩櫃城・太田金山城・松井田城・沼田城に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2091 号】

奉納百景 神様にどうしても伝えたい願い
小嶋独観/著 駒草出版/発行
2018.12 231p 21cm 1500 円
達磨寺・子神社・藤瀧不動尊・小泉稲荷に関す
る記述あり
【購入】
前橋市各会計補正予算の概要
〔１１月補正予算説明資料〕
定例市議会
前橋市/発行
2018 13p 30cm

ＬＯＮＧ ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ ４７都道府県
の健やかなデザイン １
ナガオカケンメイ/企画･構成
D&DEPARTMENT PROJECT/発 行
2019.1 231p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2093 号】

平成３０年度
平成３０年第４回
【受贈】

6 産業
高崎線、上越線、信越本線 １９６０年代～９０
年代の思い出アルバム
牧野和人/著 安田就視/写真
アルファベータブックス/発行
2019.1 159p 26cm 2500 円
【TRC 新刊案内 2093 号】

4 自然科学
関東病院情報 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬
・栃木・茨城 ２０１８年版
医事日報/発行
2018.11 1227p 26cm 25000 円
【TRC 新刊案内 2091 号】

日本全国おみやげ図鑑 人気のおみやげから、都
道府県が見える！ 東日本編
フレーベル館/発行
2018.12 71p 31cm 4500 円
【TRC 新刊案内 2092 号】

沼田利根医師会史
『沼田利根医師会史』編纂委員会/編集
沼田利根医師会/発行 上毛新聞社/制作
2018.11 313p 31cm
【受贈、上毛 1/28】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

5 技術･工学･家政学･生活科学

烏鷺の魅力 上毛新聞特選碁観戦記
髙山博厚/編･著
上毛新聞社事業局出版部/製作
2018.11 510p 27cm

県民バズごはん
リュウジ/著 飛鳥新社/発行
2018.12 127p 19cm 907 円
ホルモン揚げ・しこね汁に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2092 号】

【受贈】

美しい廃墟 日本編 耽美な世界観を表す日本の
廃墟たち
MdN 編集部/編
エムディエヌコーポレーション/発行
2018.12 159p 25cm 1800 円
スタービュー・ゴンドラに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2092 号】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ．１９
ＷＲＸ ＳＴＩのポテンシャル
交通タイムス社/発行
2019.1 142p 30cm 1296 円
( CARTOP MOOK ）
付属資料：オリジナル名車イラストカレンダー
2019(1 冊)
【TRC 新刊案内 2091 号】
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〔2019.2〕

お地蔵くんのヒトリゴト 生きてるだけでみんな
ステキ
HIDEKUN(三森英範)/著[･発行]
[2019] 32p A5 判 1200 円(税込)
著者は前橋市在住
【上毛 2/1】

9 文学
イサムの楽がき
萩原勇/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.12 220p 21cm
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章他をまとめた
もの。著者は渋川市在住
【受贈、上毛 1/22】

カフェのある美術館 感動の余韻を味わう
青い日記帳/監修 世界文化社/発行
2018.12 142p 21cm 1600 円
群馬県立館林美術館に関する記述あり 【購入】
昭和５５年の石仏調査日誌
石川博司/著 多摩野佛研究会/発行
2019.1 90p 21cm
群馬県に関する記述あり

【受贈】

新上毛かるた ～七・七・七・五で新しい上毛か
るたをつくっちゃおう～
上州どどいつ部(高崎市)[/発行]
2017.1 14p 21cm
【受贈】
親鸞全挿画集
山口晃/著 青幻舎/発行
2019.2 695p 26cm 5500 円
著者は桐生市藝術大使
【桐生タイムス 1/30】
日本百名山 完登２５周年記念記録集
平井恒夫/著
上毛新聞社事業局出版部/製作
2018.12 225p 30cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 2/5】
Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ：１９７５
石内都/著 蒼穹舎/発行
2018.10 3456 円
著者は群馬県生まれ

【上毛 1/20】

前育主義 逆境でも前進できる人を育む
山田耕介/著 学研プラス/発行
2018.12 223p 19cm 1400 円
著者は前橋育英高校学校長、サッカー部監督
【上毛 1/20、TRC 新刊案内 2091 号】

【受贈】

ゑのころ草 句集
野﨑高子/著 文學の森/発行
2018.12 173p 20cm 2667 円
著者は太田市在住

【受贈】

開化鐵道探偵 [2] 第一〇二列車の謎
山本巧次/[著] 東京創元社/発行
2018.12 292p 20cm 1800 円
( ミステリ・フロンティア 103 ）
高崎に関する記述あり【TRC 新刊案内 2092 号】
海程新鋭集 第４集
並木邑人他/著 海程新社/発行
1997.12 144p 19cm 1800 円(送料共)
「山本掌集」収録(山本氏は前橋市生まれ)
【受贈】
風の旅人～自分をとりもどす旅～
美月香音/著 文芸社/発行
2019.2 130p 15cm 600 円
館林に関する記述あり

【受贈】

クレーン ４０号
前橋文学伝習所事務局/発行
2019.1 221p 21cm 800 円(頒価)

【受贈】

さるのてぶくろ
花岡大学/作 野村たかあき/絵 鈴木出版/発行
2018.12 1 冊(ページ付なし) 27cm 1300 円
( ひまわりえほんシリーズ ）
野村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2091 号】

三澤遙 ＨＡＲＵＫＡ ＭＩＳＡＷＡ
三澤遙/[作] DNP 文化振興財団/発行
2018.12 61p 19cm 1165 円
( ggg Books 128 ）
三澤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2091 号】

社内保育士はじめました ２ つなぎの「を」
貴水玲/著 光文社/発行
2019.1 295p 16cm 620 円
( 光文社文庫 C た 49-2 ）
著者は太田市在住
【ビバ!アミーゴ 1/25】

山口薫先生からきみたちへ 時をこえて
高崎市美術館/編集･発行
[2018.9] 510p 21 × 30cm
【受贈】

女性誌と花袋 ―“新時代の女性”の萌芽― 田
山花袋記念文学館特別展
館林市教育委員会文化振興課 田山花袋記念文
学館/発行
2018 15p 30cm
【受贈】

8 語学
〔 2019.2〕

いのちの音 詩集
長谷川安衛/著[･発行]
2018.11 101p 21cm
著作は邑楽町在住
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ＳＨＩＲＡＮＡＭＩ ｖｏｌ．３４
群馬英米文学談話会/発行
2018.9 112p 21cm
接吻
中本道代/著 思潮社
2018.7 125p 22cm 2400 円
第 26 回萩原朔太郎賞受賞の詩集
走馬灯 句集
蓮見辰子/著 舘貴美子/挿絵
2018.10 205p 20cm
著者は前橋市在住

みっつめのボールのようなことば。
糸井重里/著 ほぼ日/発行
2018.12 271p 15cm 740 円
( ほぼ日文庫 HB-010 ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2091 号】

【受贈】

湯けむり行脚 池内紀の温泉全書
池内紀/著 山川出版社/発行
2019.1 391p 21cm 1800 円
沢渡温泉・万座温泉・ガラメキ温泉・霧積温泉
・鳩ノ湯温泉・四万温泉・草津温泉に関する記
述あり
【購入】

【読売 2/3】

【受贈】
らくだい記者と白雪のドレス
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2018.12 140p 22cm 1100 円
( おはなしガーデン 55 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2091 号】

他人だったのに。 Ｓｔｒａｎｇｅｒｓ Ｎｏ
Ｍｏｒｅ
糸井重里/著 ほぼ日/発行
2018.12 285p 19cm 1600 円
( Hobonichi Books ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2092 号】

６４ ドイツ語版
横山秀夫/著
2018.3
著者は元上毛新聞記者

後の淵
志村喜代子/著 水仁舎/発行
2018.8 83p 21cm
付属資料：烈しい植物―志村喜代子『後の淵』
のための栞 三浦雅士/著
著者は高崎市在住
【受贈】
俳句ガール
堀直子/作 高橋由季/絵 小峰書店/発行
2018.12 164p 21cm 1300 円
堀氏は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2092 号】

【上毛 1/26】

県関係者の一般著作

遙かなる城沼
安住洋子/著 小学館/発行
2019.1 315p 16cm 690 円
( 小学館文庫 あ 5-4 ）
2014 年刊の加筆改稿
館林藩が舞台の時代小説 【朝日 1/12、上毛 2/3】
ひんやりした朝 短編小説集
もろひろし/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.12 271p 19cm 1200 円
著者は大泉町在住
【受贈、上毛 1/26】

インテリアの人間工学 住空間の計画と設計のた
めの科学 新装
渡辺秀俊・岩澤昭彦/著 ガイアブックス/発行
2018.12 220p 21cm 1800 円
渡辺氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2091 号】
現場で使えるケアマネ新実務便利帖
田中元/著 翔泳社/発行
2018.12 191p 21cm 1980 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2092 号】
後悔しない死の迎え方 １０００人の看取りに接
した看護師が教える
後閑愛実/著 ダイヤモンド社/発行
2018.12 238p 19cm 1300 円
著者は群馬パース看護短期大学卒業
【上毛 1/21、TRC 新刊案内 2092 号】

文豪たちのラブレター
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2018.9 222p 19cm 1380 円
坂口安吾に関する記述あり
【朝日 1/16】

子どもの翼に未来をのせて ルソーの『エミール』
に学ぶ自然・保育・子育て
吉野啓一/著 芽ばえ社/発行
2018.12 191p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2091 号】

ペデルペスの足跡 日本近代詩史考
近藤洋太/著 書肆子午線/発行
2018.12 241p 19cm 2200 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2091 号】

実は昼ドラちっくな！？百人一首 撰者・藤原定
家の霊が自ら解説！
関根尚/著 ベストセラーズ/発行
2018.12 120p 21cm 1200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2091 号】
-5-
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シャーロック・ホームズ事件の年譜
第２刷
鈴木利男/著･発行
2018.12 370p 22cm
著作は高崎市在住

改訂増補版

視聴覚資料
小泊ブルース 柊の花のような (CD)
並木真人/作詞
みやさかとみお/作曲(小泊ブルース)
平林由美子/作曲(柊の花のような)
岡光夫/歌
[2019] 2 曲 1200 円
岡氏は太田市在住
【上毛 2/8】

【受贈】

縮減社会の合意形成 人口減少時代の空間制御と
自治
金井利之/編･著 阿部昌樹/著 第一法規/発行
2019.1 5,239p 21cm 2800 円
金井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2091 号】

∞＋５＝’１３(サーティーン) (CD)
Emii/歌 Myu's[/発行]
2018.11
Emii は群馬県出身
【CD ジャーナル 2･3 月合併号】

ＳｃａｍｐｅｒによるＲＯＳ＆Ｒａｓｐｂｅｒｒ
ｙ Ｐｉ製作入門 ＲＯＳ Ｋｉｎｅｔｉｃ対応
鹿貫悠多/著 リバスト/監修 オーム社/発行
2018.12 5,228p 26cm 3000 円
著者は群馬大学大学院理工学府電子情報数理領
域博士後期過程修了 【TRC 新刊案内 2092 号】

少女邂逅 （DVD）（ブルーレイ）
枝優花/監督 ポニーキャニオン[/発行]
2018
枝氏は高崎市出身
【産経 2/11】

南京事件論争史 日本人は史実をどう認識してき
たか 増補
笠原十九司/著 平凡社/発行
2018.12 371p 16cm 1500 円
( 平凡社ライブラリー 876 ）
2007 年刊の大幅な増補・改訂
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2091 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６２ 平成２
９年度再放送⑦ 群馬イノベーションアワード・
・・高校生の挑戦 平成３０年１１月２４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】

年収３万円のお笑い芸人でも１億円つくれたお金
の増やし方５．０
井村俊哉/著 日経 BP 社/発行
2018.12 261p 19cm 1300 円
著者は群馬大学卒業 【TRC 新刊案内 2092 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６４ 平成２
９年度再放送⑧ 子どもたちの放課後対策 平成
３０年１２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】

屛風と日本人 Ａ ＦＯＬＤＩＮＧ ＳＣＲＥＥＮ
ＡＮＤ ＪＡＰＡＮＥＳＥ
榊原悟/著 敬文舎/発行
2018.11 607p 22cm 15000 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2092 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６５ 共に生
きる社会をめざして～特別支援学校の子どもたち
（総集編）～ 平成３０年１２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】

平氏が語る源平争乱
永井晋/著 吉川弘文館/発行
2019.1 6,221p 19cm 1700 円
( 歴史文化ライブラリー 479 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2092 号】

ｒｅｍ(レム) (音楽配信限定)
根本啓一郎/作詞･作曲 bias(バイアス)/演奏
2018.1
bias のドラム担当の岩崎蔵氏は桐生市出身
【上毛 1/23】

本当は怖い日本の神さま
戸部民夫/著 ベストセラーズ/発行
2018.12 215p 18cm 860 円
( ベスト新書 595 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2091 号】

電子資料

読むトポロジー
瀬山士郎/[著] KADOKAWA/発行
2018.12 249p 15cm 800 円
( 角川ソフィア文庫 K120-4 ）
「はじめてのトポロジー」(PHP 研究所 2010
年刊)の改題
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2092 号】

〔 2019.2〕

事業概要 平成30年度版（平成29年度実績）
（CD-ROM）
群馬県食肉衛生検査所[/発行]
[2018］
【受贈】
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