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No.３８７

ウォルター・ウェストンと上條嘉門次
上條久枝/著 求龍堂/発行
2018.5 315p 20cm 2000 円
妙義山に関する記述あり
【朝日 2/13】

平成 31(2019)年 3 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

江戸後期の草津温泉絵図の記載内容に関する考察
関戸明子/著
2018.11 1-19p 26cm
『歴史地理学』第 60 巻第 4 号(通巻 290 号)よ
り抜刷
【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。

江戸初期からの島田家のこと
島田廣之/発行
2018 60p 21cm
発行者は群馬県在住

・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。

親戚の人など
【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
おしえて！八代目
太田情報商科専門学校(太田市)の生徒有志・足
利印刷/制作
[2019]
太田市と足利市の観光パンフレット【上毛 2/20】

・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。

尾瀬の保護と復元 第３３号 ２０１８
福島県尾瀬保護調査会/編集
福島県生活環境部自然保護課/発行
2018.3 42p 30cm
( 福島県特殊植物等保全事業調査報告書 ）
【受贈】

０ 総記

画家・住谷磐根とその時代
手島仁/著 みやま文庫/発行
2019.1 277p 19cm 1000 円(頒価）
( みやま文庫 233 ）
【上毛 2/27、購入】

1 哲学･宗教

上佐野舟橋遺跡６ 宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査
シン技術コンサル/編集
高崎市教育委員会/発行
2018.12 12p 写真図版 2p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 422 集 ）
【 受贈】
関東のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ [２０１９]
JTB パブリッシング/発行
2019.2 111p 30cm 900 円
( JTB の MOOK ）
【TRC 新刊案内 2095 号】
山上碑の世界～古墳から寺院へ～ 第４０回企画
展・上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録一周年
記念
多胡碑記念館/編集･発行
2018.10 48p 30cm
【受贈】
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〔2019.3〕

群馬 草津 伊香保・みなかみ ’２０
昭文社/発行
2019.2 167p 26cm 900 円
( まっぷるマガジン ）
付属資料：食べ歩き&おみやげグルメ BOOK
(16p 22cm)
【TRC 新刊案内 2096 号】

沼田遺跡３・４ 群馬県伊勢崎市北千木町 伊勢
崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業区域内
での道路築造工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
歴史考房まほら/編集 伊勢崎市/発行
2018.3 51p 写真図版 11p 30cm
( 伊勢崎市文化財調査報告書 126 集 )【受贈】

激動の時代を生き抜いた人びと ～館林の明治維
新～ 館林市立資料館・明治１５０年記念特別展
館林市教育委員会文化振興課/発行
2018 23p 30cm
【受贈】

はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．３８
尾瀬保護財団/発行
2018.12 12p 30cm

上野三碑 ユネスコ「世界の記憶」登録記念誌
再版
高崎市文化協会吉井支部/発行
2018.9 46,90,41p 写真図版 7,8p 21cm【受贈】

福沢一郎 人と作品
染谷滋/著 みやま文庫/発行
2019.1 191p 19cm 1000 円(頒価）
( みやま文庫 232 ）
【購入、上毛 2/19】

上野三碑 ユネスコ「世界の記憶」登録記録集
上野三碑世界記憶遺産登録推進協議会/発行
2018.10 193p 30cm
【受贈】

富士見ゆかりの偉人物語～１２人の偉人たち～
富士見商工会(前橋市)/発行
2019.2 47p 30cm
【受贈、上毛 2/25】

市内遺跡４
歴史考房まほら/編集 伊勢崎市/発行
2017.3 42p 写真図版 5p 30cm
( 伊勢崎市文化財調査報告書 第 122 集 )
【受贈】

翻刻 境町郷土誌
新船直孝/筆写･注釈[･発行]
田代伊佐雄/研究･調査協力
2018.9 221p 21cm

【受贈】

宮貝戸遺跡 上越自動車道祖母島箱島バイパス建
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
2018.11 76p 写真図版 24p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
646 集 )
【受贈】

宿南遺跡 群馬県伊勢崎市 事務所建設に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設/発行
2018.1 24p 写真図版 7p 30cm
【受贈】
全国里見一族交流会会報２０１８年（平成３０年）
１２月号
全国里見一族交流会[/発行]
2018.2 71p 30cm
【受贈】
館林城下町だより 創刊号
田中茂雄/発行
[2019] 8p A5 判
館林市の旧町名を紹介するタウン誌【読売 3/5】

もしもあのとき
岡部八榮子/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.12 210p 30cm 900 円
著作は桐生市在住
【受贈、上毛 2/22】
もっと知りたい！上野三碑
松田猛/著[･発行]
[2019] 96p B6 判 1200 円
著者は群馬地域文化振興会常務理事
【上毛 3/12】

地図で楽しむすごい群馬
都道府県研究会/著 洋泉社/発行
2019.1 158p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2094 号】

るるぶ草津伊香保水上四万 ’２０
JTB パブリッシング/発行
2019.2 103p 26cm 950 円
( るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2094 号】

ドライブイン探訪
橋本倫史/著 筑摩書房/発行
2019.1 315p 19cm 1700 円
ドライブイン七輿に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2097 号】
ニッポン４７都道府県正直観光案内
宮田珠己/著 本の雑誌社/発行
2019.1 293p 18cm 1650 円
【TRC 新刊案内 2096 号】

〔 2019.3〕

【受贈】
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修身説約 巻ノ七、八 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 25 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

3 社会科学
あしどり 平成２９年度
群馬県立ふれあいスポーツプラザ[/発行]
2018.6 35p 30cm
【受贈】
伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2018.11 234p 30cm

修身説約 巻ノ九 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 18 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】

平成３０年第４回

修身説約 巻ノ拾 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 23 丁 21cm 1800 円(頒価) 【受贈】

【受贈】

「右翼」の戦後史
安田浩一/著 講談社/発行
2018.7 278p 18cm 840 円
( 講談社現代新書 2485 ）
井上日召(群馬県生まれ)に関する記述あり
【購入、朝日 12/19】
群馬県会社要覧 ２０１９年版
群馬経済研究所/発行
2019.2 348p 21cm 4000 円
群馬県公営企業決算書
関係)
群馬県[/発行]
2018 245p 30cm

平成２９年度

修身説約問答方 上 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 59 丁 21cm 2500 円(頒価) 【受贈】
修身説約問答方 下 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 86 丁 21cm 2500 円(頒価) 【受贈】

【受贈】

少年の主張中部地区大会 第４０回
中部教育事務所[/発行]
2018 46p 30cm

(企業局

消費者行政の概要 平成３０年度 (平成３０年
度消費者施策と平成２９年度実績）
群馬県生活文化スポーツ部消費生活課/発行
2018.9 48p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県市町村要覧 平成３０年度
群馬県総務部市町村課/発行
2018.10 148p 30cm

【受贈】

群馬県友会５７年史
群馬県友会/発行
2018.7 128p 26cm

【受贈】

【受贈】

選挙の記録 平成２９年１０月２２日執行 平成
３０年４月５日執行
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2018.11 344p 30cm
第 48 回衆議院議員総選挙 第 24 回最高裁判
所裁判官国民審査 群馬県議会議員補欠選挙
(みどり市選挙区）
【受贈】

群馬イノベーションアワード ２０１８企画書・
２０１７実施報告書
上毛新聞社事業局/編集･発行
2018.3 64p 30cm
【受贈】

高崎商科大学紀要 第３３号（２０１８年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2018.12 286p 30cm
【受贈】

産業研究 第５４巻第１号 通巻８８号
高崎経済大学地域科学研究所/編集･発行
2018.11 59p 26cm
【受贈】

出会い、ふれあい、心の輪 入賞作品集 平成３
０年度
内閣府[/発行]
2018.12 124p 26cm
高校生区分優秀賞「生きることで」長谷川璃奈
/著(群馬県)収録
【受贈】

事業概要 平成２９年度
群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所
/発行
2018.10 57p 30cm
【受贈】

定例県議会議案 平成３０年第３回後期 （附
予算説明書）
群馬県/発行
2018 192p 30cm
【受贈】

修身説約 巻ノ五 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 29 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】
修身説約 巻ノ六 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.12 35 丁 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

定例市議会議案書 平成３０年第４回
送付分）
前橋市/発行
2018 15p 30cm
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（第２次
【受贈】

〔2019.3〕

南橘地区の筆子塚からみる庶民教育
南橘地区歴史文化遺産活用委員編/編･著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.12 90p 21cm 600 円
( 前橋学ブックレット 15 ）
【受贈】

森のなかまたち 桐生自然観察の森フィールドガ
イド
桐生自然観察の森/編集 メイツ出版/発行
2019.3 136p B6 判 1300 円
【日刊きりゅう 2/17、桐生タイムス 3/4】

日本の祭り 平成３０－３１年版
日本の祭りネットワーク/監修
ゆめディア/発行
2019.1 30cm
前橋初市まつりに関する記述あり

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書
第４号 ２０１８年１１月
群馬県環境森林部自然環境課/編集･発行
2018.11 154p 30cm
【受贈】
【購入】

犯罪概況書 平成２９年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課[/発行]
2018 153p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

燃えて担いで三俣一丸
三俣町一丁目神輿保存会(前橋市)/制作
[2019] 12p A4 判
前橋まつりのみこし渡御への参加 30 年を記念
した冊子
【上毛 3/5】
連盟双書 第１４４集 平成３０年度
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
2019.1 101p 30cm

足尾を語る会会報 第２０号
会報編集委員会/編集 足尾を語る会/発行
2019.1 52p 21cm
【受贈】
桐生みどり地域の私たち一押しレシピ
緑生会・カラーズに所属するメンバー有志/作
成
2019 A4 判 三つ折り 【桐生タイムス 2/26】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８６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】

4 自然科学

信濃上田城 徳川軍を撃退した不屈の堅城
和根崎剛/編 戎光祥出版/発行
2019.1 3,299p 21cm 4200 円
( シリーズ・城郭研究の新展開 5 ）
上田城は真田氏ゆかりの城
【TRC 新刊案内 2095 号】

火山大国日本この国は生き残れるか 必ず起きる
富士山大噴火と超巨大噴火
巽好幸/著 さくら舎/発行
2019.1 229p 19cm 1500 円
榛名山の噴火・浅間山天明噴火に関する記述あ
り
【購入】

たてラ ガイドブック
館林市内ラーメン店有志とラーメンファン他/
作製
[2019]
「館林でおいしいラーメンを食べること（通称
・たてラ）」を実行するための冊子
【上毛 3/6、読売 3/9】

看護職＆医療職就職ガイドブック
上毛新聞社看護ガイダンス事務局/編集･発行
2019.1 81p 30cm
【受贈、上毛 3/6】
奇跡の地形 驚きに満ちた日本を発見！！
藤原治/監修 洋泉社/発行
2019.2 159p 21cm 1780 円
妙義山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2096 号】

天井美術館 Ｃｅｉｌｉｎｇ Ａｒｔ Ｍｕｓｅｕ
ｍ
五十嵐太郎･菊地尊也/[編]著
グラフィック社/発行
2019.1 176p 26cm 2900 円
群馬音楽センターに関する記述あり 【購入】

ぐんま作業療法研究 ＶＯＬ．２１
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
2018.11 58p 30cm
【受贈】
群馬県病院事業決算書
群馬県[/発行]
2018 31p 30cm

〔 2019.3〕

平成２９年度
【受贈】
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

組合百年史
群馬県蒟蒻原料商工業協同組合/編集･発行
2019.1 367p 22cm
【受贈】

木崎郷土かるた
木崎郷土かるた作成委員会(太田市)/作成総括
2018.12 88 枚 【受贈、ビバ！アミーゴ 2/22】

ぐんまの逸品 ２０１８－２０１９年度版
群馬県観光物産国際協会/発行
2018 102p 21cm
【受贈】

首くくり栲象
宮本隆司/著 BankART1929/発行
2018.12 107p 27cm 2200 円
首くくり栲象(本名・古澤守)氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2094 号】

経済センサス-活動調査 (確報) 産業横断的集計
結果の概要 (群馬県版) 平成２８年
群馬県[/発行]
2018.11 45p 30cm
平成２８年６月１日現在
【受贈】
交通年鑑 平成２９年
群馬県警察本部[/発行]
2018 153p 30cm

群馬県書道展覧会作家名鑑
県民芸術祭参加
群馬県書道協会[/発行]
2018 66p 30cm

第６９回

第４２回
【受贈】

群馬県美術展 第６９回 ２０１８
群馬県美術会事務局/編集 群馬県美術会/発行
2018.11 65p 26cm
【受贈】

【受贈】

「再エネ農業」で所得倍増！ 電気と野菜を同時
につくるソーラーファーム
鶴蒔靖夫/著 IN 通信社/発行
2019.1 237p 20cm 1800 円
ファームドゥ・グループ(本部前橋市)に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2095 号】

再訪の山
児玉すみ子/著 郁朋社/発行
2018.9 134p 19cm 1000 円
鹿沢高原・尾瀬ヶ原・六合村に関する記述あり
【受贈】

新幹線で知る日本 なるほど地理・歴史・社会
池亨/著 天夢人/発行
2019.1 174p 21cm 1600 円
( 旅鉄 BOOKS 014 ）
上越新幹線に関する記述あり
【購入】

高崎市文化財保護年報 平成２９（２０１７）年
度
高崎市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2018.10 183p 30cm
【受贈】
登録の歓びと未来へつなぐ夢 写真短歌集
森賢六/著･発行
[2019]
著者は上野三碑ボランティア会会長【上毛 3/9】

日本のナチュラルチーズ
佐藤優子/著 虹有社/発行
2019.1 175p 21cm 2300 円
Vilmilk(大泉町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2096 号】

ハルタとマイロ 男の子と猫はいつも仲よし
すずきけんいち/著 辰巳出版/発行
2019.1 95p 16 × 16cm 1400 円
著者は高崎市在住
【上毛 2/19】

モノ・マガジン ２０１９年２月１６日号
ワールドフォトプレス/発行
2019.2 637 円(税込)
桐生のものづくり 4 社の製品に関する記述あり
【桐生タイムス 2/9】

風景抒情 巡る季の彩 森田裕夫写真集
森田裕夫/著･発行
2018.11 117p 31cm 3200 円
著者は群馬県在住
【受贈】
松本竣介 アトリエの時間 松本竣介没後７０年
・大川美術館開館３０周年記念企画ｖｏｌ．１
大川美術館/編集･発行
2018 143p 23cm
【受贈】
松本竣介 読書の時間 松本竣介没後７０年・大
川美術館開館３０周年記念企画ｖｏｌ．２
大川美術館/編集･発行
2019 169p 23cm
【受贈】
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〔2019.3〕

湯ノ刻
草津温泉時間湯保存会・草津湯治の会/発行
[2019] 252p A4 判 8800 円
明治から平成にかけての草津温泉を振り返る写
真集
【上毛 2/27】

天使の羽
寺島博/著 ネクストパブリッシング/発行
[2019] 38p B5 判 1200 円
著者は高崎市在住
【上毛 3/1】
遠き旅路
能島龍三/著 新日本出版社/発行
2019.1 255p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2095 号】
日本敵討ち集成
長谷川伸/著 伊東昌輝/編･校訂
KADOKAWA/発行
2018.9 279p 15cm 720 円
( 角川文庫 時-は 60-2 ）
「上州高崎の宇市、江戸塩町に父の敵を討つ」
収録
【朝日 3/6】

8 語学

9 文学

ノースライト Ｎｏｒｔｈ Ｌｉｇｈｔ
横山秀夫/著 新潮社/発行
2019.2 429p 20cm 1800 円
著者は元上毛新聞記者
【上毛 2/22、読売 2/29、毎日/9】

キッドナッパーズ ＫＩＤＮＡＰＰＥＲＳ
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2019.1 265p 16cm 700 円
( 文春文庫 か 48-6 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2094 号】

はたけのにゃーこ
織茂恭子/作 童心社/発行
2019.2 [32p] 21 × 23cm 1300 円
( 童心社のおはなしえほん ）
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】

教室の亡霊 長編推理小説
内田康夫/著 光文社/発行
2019.1 420p 16cm 740 円
( 光文社文庫 う 1-86 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2094 号】
草の耳
堤美代/著 詩的現代/編集･構成
書肆山住/発行
20118.11 1 冊 21cm 3200 円
( 詩的現代叢書 32 ）
著作は群馬県在住

発現
阿部智里/著 NHK 出版/発行
2019.1 244p 20cm 1400 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2097 号】
花氷 句文集
吉田萌/著 文學の森/発行
2019.1 217p 20cm 2667 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

詩画工房 第二集 再版
柳沢幸雄/編集･発行 詩画工房「河」/発行
2018.9 1 冊 28cm 1800 円(頒価)
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

謀叛花
武内涼/著 徳間書店/発行
2019.1 517p 15cm 920 円
( 徳間文庫 た 61-5 ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2094 号】

詩画工房 第二集 改訂三版
柳沢幸雄/編集･発行 詩画工房「河」/発行
2019.2 1 冊 28cm 1800 円(頒価)
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

夢も見ずに眠った。
絲山秋子/著 河出書房新社/発行
2019.1 299p 20cm 1750 円
著者は群馬県在住
【TRC 新刊案内 2097 号】

たのしい暮しの断片（かけら）
金井美恵子/文 金井久美子/絵 平凡社/発行
2019.1 211p 22cm 2500 円
金井美恵子氏は高崎市生まれ
【TRC 新刊案内 2096 号】

〔 2019.3〕

【受贈】

葉舟小品
水野葉舟/著 佐藤浩美/編 三恵社/発行
2018.12 292p 21cm 2570 円
赤城山での哀感をモチーフにした作品など収録
【TRC 新刊案内 2094 号】
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吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１７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/発行
2018.12 32p 26cm
【受贈】

近代朝鮮の中等教育 SECONDARY EDUCATION IN M
ODERN KOREA １９２０～３０年代の高等普通学
校・女子高等普通学校を中心に
崔誠姫/著 晃洋書房/発行
2019.1 5,362p 22cm 8900 円
著者は高崎経済大学ほか非常勤講師
【TRC 新刊案内 2097 号】

よわむしトトといのちの石 どうぶつのかぞく
アフリカゾウ
如月かずさ/作 田中六大/絵 講談社/発行
2019.1 74p 22cm 1200 円
( シリーズどうぶつのかぞく ）
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2096 号】
私の思考史
白倉卓夫/著 ワイスハウセン/発行
2019.2 114p 21cm
著作は群馬県生まれ

くらしの中のトイレの歴史
し お うら し ん たろ う /作･絵 ポ トス 出 版/発行
2019.1 31p 27cm 1500 円
作者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】
里の力で学校は残った 小中一貫教育校京都大原
学院の挑戦
宮崎裕子/著 リトルズ/発行
2019.1 24,273,37p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】

【受贈】

進路指導四十年逆転の山口の生徒に勇気を与える
面談力
山口和士/著 悠光堂/発行
2019.1 197p 21cm 1500 円
著者は群馬県の公立高等学校の元教師
【TRC 新刊案内 2094 号】

県関係者の一般著作
新しい古典・言語文化の授業 コーパスを活用し
た実践と研究
河内昭浩/編 池上尚/[ほか]著 朝倉書店/発行
2019.1 5,195p 21cm 3000 円
新学習指導要領対応
河内氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2095 号】

ソフトテニスダブルフォワード 技術編
篠原秀典/著 ベースボール・マガジン社/発行
2019.1 127p 26cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】

１億円稼ぐ最強の話し方
高浜真也/著 秀和システム/発行
2019.2 271p 19cm 1600 円
著書は前橋工科大学大学院建築学専攻修士課程
中退
【TRC 新刊案内 2097 号】

ソフトテニスダブルフォワード 戦術編
篠原秀典/著 ベースボール・マガジン社/発行
2019.1 111p 26cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】

犬と人はなぜ惹かれあうか
辻谷秋人/著 三賢社/発行
2019.1 254p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2096 号】

フェルマ数と曲線の真理を求めて
高瀬正仁/著 現代数学社/発行
2019.1 11,189p 19cm 2000 円
( 双書・大数学者の数学 17 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2096 号】

かるたをつくって遊ぼう！ 1 いろいろなかる
たを見てみよう
原口美貴子/著 日本郷土かるた協会/監修
国土社/発行
2019.1 47p 29cm 3200 円
著者は群馬大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2097 号】

ペニスカッター 性同一性障害を救った医師の物
語
和田耕治・深町公美子/著 方丈社/発行
2019.2 220p 19cm 1400 円
和田氏は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2097 号】
偏差値９５、京大首席合格者が教える「京大読書
術」 仕事にも勉強にも必須な「理解力」と「連
想力」が劇的に身につく
粂原圭太郎/著 KADOKAWA/発行
2019.1 207p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2096 号】

看護の現場ですぐに役立つフットケアの基本スキ
ル 患 者さ ん を 安 心 さ せ る 糖 尿 病 フ ッ ト ケ ア 技
術！
中澤真弥/著 秀和システム/発行
2019.2 143p 26cm 1500 円
( ナースのためのスキルアップノート ）
著者は群馬県の呼吸器内科勤務
【TRC 新刊案内 2096 号】
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〔2019.3〕

学びの庭をわたる風
関口榮司/著 明治書院/発行
2019.2 318p 19cm 1500 円
著者は前橋市出身

はばたけ！ぐんまの子どもたち #７０ 湿原か
らの贈りもの～芳ヶ平湿地群の環境学習～ 平成
３１年１月１９日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】

【上毛 2/26】

まんがでわかる！からだのしくみ・病気のメカニ
ズム 人はどうして病気になるのか。そして、な
ぜ治るのか
塩浦信太郎/著 鹿児島崇/監修
日東書院本社/発行
2019.2 207p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2097 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #７１ 再放送
⑩誇ろう！郷土のかるた文化 平成３１年１月２
６日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #７２ よりよ
い部活をめざして！～活躍する外部指導者Ｐａｒ
ｔ１～ 平成３１年２月２日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】

水環境調査の基礎 新版
鈴木裕一･佐藤芳徳/著 古今書院/発行
2019.1 8,150p 21cm 2800 円
佐藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2094 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち #７３ よりよ
い部活をめざして！～活躍する外部指導者Ｐａｒ
ｔ２～ 平成３１年２月９日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】

視聴覚資料

マンドリンオーケストラ演奏会 朔太郎音楽祭２
０１８ ～マンドリンのまち前橋～（DVD）
Cinema pro/制作
［2018］ 2 枚
【受贈】

吾妻スマイル音頭（CD）
平田まつみ/作詞 松岡ゆうじ/歌
2019.2 1000 円(税込)
平田氏は前橋市在住
松岡氏は東吾妻町出身
【上毛 2/27】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #６６ 平成２
９年度再放送⑨ 理解していますか？ネット問題
平成３０年１２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】

電子資料

はばたけ！ぐんまの子どもたち #６７ トップ
を目指せ！熱闘 科学の甲子園 平成３０年１２
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 #６８ 頑張
れ！小さな伝統芸能伝承者 平成３１年１月５日
放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち #６９ Ｌｅ
ｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅱ～これか
らの英語教育～ 平成３１年１月１２日放送
（DVD）
群馬県教育委員会/企画 ［群馬テレビ/制作］
［2019］ ［30 分］
【受贈】

〔 2019.3〕
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