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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年３月分
No.３１６

能満寺写真集 創建壱千年記念
橋本智明･永井昇 /撮影 高橋良昭 /発行
2012.12 71p 31cm
橋本氏と永井氏は伊勢崎市在住
高橋氏は新義真言宗摩尼珠山能満寺(伊勢崎市)
住職
【受贈】

発行日
発 行

平成 25( 2013)年 4 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
・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。

2 歴史･伝記･地理

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
ＩＯＣ オリンピックを動かす巨大組織
猪谷千春 /著 新潮社 /発行
2013.2 221p 20cm 1400 円
著者は旧富士見村に１年余り住んでいた
【 TRC 新刊案内 1806 号】

・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。

赤城山ロードマップ あ、近いじゃん！東京←約
２時間→赤城山
AKAGI やる気塾 /作製
[ 2013.3] 三つ折り A4 判
【上毛 3/28】

０ 総記

あなたの知らない関東地方の名字の秘密
森岡浩 /著 洋泉社 /発行
2013.3 255p 18cm 800 円
（ 歴史新書 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1807 号】

学生時代に読んでおきたい本
群馬県立女子大学附属図書館 /編集･発行
2013.2 25p 19cm
【受贈、上毛 3/18】
こんな本、あんな本(第６版) 多野藤岡地区高等
学校推薦図書リスト
多野藤岡地区高等学校図書館部会推薦図書委員
会 /発行
2009.3 60p 21cm
【 受贈 】

アルプスを越えろ！激走１００マイル 世界一過
酷なトレイルラン
鏑木毅 /著 新潮社 /発行
2013.3 206p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 3/29、 TRC 新刊案内 1809 号】

本のパーキング １５号
hasyoma-do/発行
2011.11 10p 21cm 200 円(頒価)
｢〈聖少女〉の運命」アラマキマリコ(前橋市在
住) /著収録
【受贈】

飯塚のこと
飯塚北部振興会(高崎市)/作成
[2013.3] 152p A4 判

本のパーキング １６号
hasyoma-do/発行
2012.6 12p 21cm 200 円(頒価)
｢『葦舟、飛んだ』津島佑子の天空」アラマキ
マリコ(前橋市在住) /著収録
【受贈】

【読売 3/26】

石坂荘作の教育事業 日本統治期台湾における地
方私学教育の精華
宇治郷毅 /著 晃洋書房 /発行
2013.2 2,147,8p 22cm 2200 円
石坂氏は旧吾妻郡原町生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1806 号】

本のパーキング １７号
hasyoma-do/発行
2011.11 10p 21cm 200 円(頒価)
｢パヴェーゼ『美しい夏』によせて」アラマキ
マリコ(前橋市在住)/著収録
【 受贈 】

伊勢崎市境の漢文碑
境石碑を読む会 /発行
[2013.3] 301p A5 判
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【上毛 3/16】

〔 2013.4 〕

おでかけ群馬 ２０１３－１４
ニューズ･ライン群馬支店 /発行
[ 2013.3] 980 円
【ぐんま経済 3/21】

さんぽ旅 首都圏版
ぴあ /発行
2013.3 114p 29cm 743 円
（ ぴあ MOOK ）
伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1807 号】

女の気品 凛として生きる
北影雄幸 /著 勉誠出版 /発行
2013.2 230p 19cm 1800 円
新島八重子(新島襄の妻)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1806 号】

自衛隊青春日記
小栗新之助 /著 共栄書房 /発行
2013.2 163p 19cm 1500 円
著者は前橋市在住
【朝日 3/30、 TRC 新刊案内 1805 号】

かぶら･ぶらぶら街道桜･紅葉見所マップ
富岡行政県税事務所 /作成
[ 2013.3] 二つ折り A3 判
【毎日 3/26】

塩原多助一代記 国立劇場第２８０回歌舞伎公演
解説書
国立劇場営業部宣伝課 /編集
日本芸術文化振興会 /発行
2012.10 62p 26cm 800 円
【受贈】

企画展 第５４回 人が動く、時代も動く－東日
本の細石刃文化を追う－
岩宿博物館 /編集
2012.10 51p 30cm
【 受贈 】
北関東地方の細石刃文化予稿集 岩宿フォーラム
２０１２／シンポジウム
岩宿博物館・岩宿フォーラム実行委員会 /編集
・発行
2012.11 95p 30cm
【 受贈 】

「塩原太助の出店誓約証文」再考 研究ノート
田中康雄 /著 2013.1 [26p] 26cm
『利根川文化研究第３６号』抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
下栗須円浄法遺跡（しもくりすえんじょうほうい
せき） 主要地方道藤岡大胡線(下栗須交差点改
良)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
2013.2 24p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

行人塚Ⅵ遺跡 上之手石塚Ⅴ遺跡 八幡原赤塚Ⅳ
･宇貫Ⅲ遺跡（ぎょうにんづかしっくすいせき
かみのていしづかふぁいぶいせき やわたばらあ
かつかふぉー･うぬきすりーいせき） 町道103号
線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
2012.9 [12,] 162p 写真図版 1,47p 30cm
【受贈】

主のあわれみ限りなく 平出慶一自伝 第３版
平出慶一 /著
日本福音基督教団成城キリスト教会 /発行
2013.1 8,187p
図版 7 枚 19cm 1000 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1806 号】

群馬 草津･伊香保･みなかみ '１４
昭文社 /発行
2013.3 169p 26cm 800 円
（ マップルマガジン ）
【 TRC 新刊案内 1806 号】

生涯報恩 人はみな師なり
萩原弥惣治 /著 あさを社(高崎市)/発行
2013.3 217p 22cm 1800 円
著者は元前橋市長
【受贈、上毛 3/15】

ぐんまがいちばん！ ぐんまちゃんが案内する群
馬の魅力
群馬県 /発行
[2013.3] A5 判 44p
【 日経 3/6、ぐんま経済 3/14、読売 3/19、上毛 3/20】

上信電鉄沿線みどころマップ
富岡行政県税事務所 /作成
[ 2013.3] 二つ折り A3 判

１９６２年８月の想い出－利根川下り《高崎･銚
子２２０ｋｍ》の記録－
若杉昌敬 /著 渡部保 /編集
2012.11 120p 30cm
若杉氏と渡部氏は高崎経済大学卒業
【受贈、上毛 3/15】

群馬の県境を歩く
椛澤初男 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.2 189p 21cm 1500 円
椛澤氏は前橋市在住
【上毛 3/2･ 5･18、 TRC 新刊案内 1807 号】
こころの匣(こばこ)
伊藤伸子 /著･発行
2013.1 251p 20cm
著者は前橋市在住

〔 2013.4 〕

【毎日 3/26】

谷川岳･越後･上信越の山
西田省三･堀金裕 /著 山と溪谷社 /発行
2013.3 208p 21cm 2400 円
（ ヤマケイアルペンガイド 14 ）
【 TRC 新刊案内 1806 号】

【受贈】

-2-

嬬恋山歩 ツマゴイトレッキングガイド
嬬恋村 /作製
[ 2013.3] 24p
【上毛 3/29】

深町遺跡･深町遺跡(第２次調査)･深町Ⅱ遺跡･蛭
堀東遺跡･水口遺跡･若宮遺跡･玉村町№７１１遺
跡（ふかまちいせき･ふかまちいせき(だいにじち
ょうさ)･ふかまちつーいせき･びりぼりひがしい
せき･みずぐちいせき･わかみやいせき･たまむら
まちなんばーななひゃくじゅういちいせき） 町
立玉村･南幼稚園建設，町立玉村幼稚園増築，町
立西･上陽児童館建設，町浄水場管理施設建設，
都市計画道路斉田上之手線新設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
2013.1 6,35p 写真 図版 6p 30cm 【受 贈】

東国の考古学
群馬考古学研究会 /編 六一書房 /発行
2013.3 2,419p 26cm 5000 円
【 TRC 新刊案内 1808 号】
新島八重の茶事記
筒井紘一 /著 小学館 /発行
2013.1 126p 20cm 1600 円
新島八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1799 号】

武と愛の人 新島八重の生涯
新堀邦司 /著 里文出版 /発行
2013.3 299p 19cm 1600 円
新島八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1806 号】

花の山歩き関東低山ハイキングガイド 東京･神
奈川･埼玉･千葉･茨城･栃木･群馬･山梨
ぱらむ /著 メイツ出版 /発行
2013.3 144p 21cm 1600 円
【 TRC 新刊案内 1806 号】

ＰＲＯＦＩＬＥ ＯＦ ＧＵＮＭＡ 改訂
群馬県広報課 /編集･発行･著作
上毛新聞社 /制作
2013.2 64p 26 × 26cm 660 円(税込)
【受贈】

花味 ＨＡＮＡＭＩ 東群馬 太田 桐生 みどり
館林 邑楽 [改訂]
群馬県東部県民局 /発行
[2013.3] 23p 30cm
【 受贈 、上毛 3/17】
はるかな尾瀬 Vol.２０
尾瀬保護財団 /発行
2013.1 11p 30cm

【受贈】

はるかな尾瀬 Vol.２１
尾瀬保護財団 /発行
2013.3 11p 30cm

【受贈】

ＰＲＯＦＩＬＥ ＯＦ ＧＵＮＭＡ [韓国語版]
改訂
群馬県広報課 /編集･発行･著作
上毛新聞社 /制作
2013.2 64p 26 × 26cm 660 円(税込)
【受贈、産経 3/27】
ＰＲＯＦＩＬＥ ＯＦ ＧＵＮＭＡ [中国語･簡
体字版] 改訂
群馬県広報課 /編集･発行･著作
上毛新聞社 /制作
2013.2 64p 26 × 26cm 660 円(税込)
【受贈、産経 3/27】

榛名町誌 通史編 下巻 近世･近代現代
榛名町誌編さん委員会 /編集
榛名町誌刊行委員会 /発行
2012.12 725p 付図 2 枚 27cm 3500 円
【受贈、上毛 3/8、産経 3/26】

ＰＲＯＦＩＬＥ ＯＦ ＧＵＮＭＡ [中国語･繁
体字版] 改訂
群馬県広報課 /編集･発行･著作
上毛新聞社 /制作
2013.2 64p 26 × 26cm 660 円(税込)
【受贈、産経 3/27】

ビジュアル日本のヒロイン
歴史魂編集部 /編
アスキー･メディアワークス /発行
2013.3 191p 21cm 1900 円
新島八重(新島襄の妻)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1806 号】

山旅１００ルート いつか歩きたいニッポンの厳
選トレイル
枻出版社 /発行
2013.3 139p 26cm 1200 円
（ エイムック 2580 ）
尾瀬、谷川連峰縦走に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1808 号】

深沢Ⅱ遺跡（ふかさわにいせき） 平成２４年度
国道２９１号社会資本総合整備(地域自主戦略)
(交安)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
2013.1 28p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

-3-

〔 2013.4 〕

湯さんぽマップ 中之条町 四万温泉
四万温泉協会･中之条町観光協会[/発行]
[2013.3] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 3/19】

群馬県議会会議録 平成24年11月定例会
自平成24年11月26日 至平成24年12月14日
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2013.2 6,286p 30cm
【受贈】

歴史逍遥 地域史料に魅せられて
落合延孝 /著･発行
2013.2 203p 19cm
著者は群馬大学社会情報学部教授
【受贈、上毛 3/15】

群馬県税務統計 平成２４年度版（ 平成２３年度 ）
群馬県総務部税務課 /発行
2012.12 4,125p 30cm
【受贈】
群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果 平成２４年１０月１日現在
群馬県企画部統計課人口社会係 /編集･発行
2012.12 66p 30cm
【 受贈 】

歴史ＲＥＡＬ女たちの幕末･明治 新時代を逞し
く駆け抜けた八重と気高き女性たちのドラマ
洋泉社 /発行
2013.4 127p 29cm 838 円
（ 洋泉社 MOOK ）
[新島]八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1808 号】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報
平成２３年度
群馬県児童健全育成事業団 /編集･発行
2012.11 40p 30cm
【 受 贈】
群馬大学地域貢献事業 平成２４年度
群馬大学主催 こども体験教室「群馬ちびっこ大
学」実施報告書
群馬大学地域連携推進室 /発行
2013.3 2,95p 30cm
【受贈】

3 社会科学

群馬大学地域貢献事業概要 平成２４年度
群馬大学地域連携推進室 /発行
[ 2012.1] 59p 30cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成24年第5回
平成24年11月30日開会 平成24年12月18日閉会
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2013.2 4,150p 30cm
【受贈】

群馬大学理工学部･大学院理工学府案内２０１３
[群馬大学工学部･大学院工学研究科 /発行]
2013 60p 30cm
【受贈】

応援します！ぐんまの子育て 平成２４年度 優
良企業等取組事例集
群馬県産業経済部労働政策課 /企画･編集
2013.2 24p 30cm
【 受贈 】
花群 群照会誌 第３８号
群照会 /編集･発行
2012.11 120p 22cm

ぐんまの学校統計 平成２４年度 学校基本調査
結果報告書
群馬県企画部統計課人口社会係 /発行
2013.1 [ 8,] 89p 30cm
【受贈】
健康福祉研究 第９巻 第２号（２０１２）
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
2012.12 73p 26cm
【 受 贈】

【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）平成２４
年度
統計課人口社会係 /発行
2013.1 12p 30cm
【受贈】

財政のあらまし 平成２４年１２月
群馬県 /発行
2012.12 37p 30cm

桐生保健福祉事務所事業概要 平成２３年度版
群馬県東部県民局桐生保健福祉事務所 /発行
2012 41p 30cm
【受贈】
群馬県会社要覧 ２０１３
群馬経済研究所 /発行
2013.2 13,268p 21cm 4000 円

〔 2013.4 〕

【受贈】

ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｖｉｌｌ
ａｇｅｓ ｉｎ ｊａｐａｎ 「日本で最も美しい
村」連合
[「日本で最も美しい村」連合事務局 /発行]
[2012.10] 折りたたみ 42 × 60cm
昭和村と伊参(中之条町)に関する記事あり
【受贈】

【受贈】
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３５年の歩み
藤岡市文化協会 /発行
[ 2013.3] 97[ ,80] p 26cm【受贈、上毛 3/15】

伝承 伝承古典芸能祭３０周年記念誌
利根沼田伝承古典芸能祭実行委員会 /発行
[2013.3] 128p A4 判【上毛 3/26、毎日 3/27】

上武大学絵手紙雑草精神(あらくさだましい)
澁谷朋子 /編著 郵研社 /発行
2013.3 141p 26cm 2000 円
上武大学(伊勢崎市)の看護学部･ビジネス情報
学部で実施している絵手紙授業を紹介
【 TRC 新刊案内 1808 号】

図書目録（平成１９年４月～平成２４年３月）
群馬県立点字図書館 /編集･発行
2013.1 164p 30cm
【受贈】
ネイチャー ２０１２年１２月６日号
[Nature Publishing Group/発 行]
[2012.12]
群馬県の文化や産業、医療態勢を紹介する特集
記事収録
【上毛 3/4】

昭和小学校閉校記念誌 ふるさと行きの乗車券
桐生市立昭和小学校 /発行
[ 2013.3] 1000 円
【上毛 3/4】

買物支援たてばやし宅配マップ（ 生鮮三品･お米 ）
保存版
館林市 /作成
[2013.3]
【上毛 3/2、毎日 3/5】

知ろう！おどろう！日本のおどり １ 北海道･
東北･関東のおどり
日本フォークダンス連盟(日本民踊委員会) /監
修 鈴木出版 /発行
2013.2 47p 31cm 3000 円
八木節と草津節に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1806 号】

補正予算説明書 平成２４年度
群馬県 /発行
2013.2 210p 21 × 30cm

２月定例県議会
【受贈】

ままぱる 創刊号
ラブ･アンド･ピース･ジャパン /企画･監修
ハウディーズ /編集･制作
2013.3 36p A5 判
太田市と足利市を対象とする無料の子育て情報
誌
【ぐんま経済 3/7】

世良田祇園まつりガイドブック
太田市立世良田小６年生 /作成
[ 2013.3] 42p
【上毛･毎日 3/27】
戦前期日本の地方企業 地域における産業化と近
代経営
石井里枝 /著 日本経済評論社 /発行
2013.2 5,262p 22cm 4800 円
両毛鉄道、利根発電、群馬電力に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1805 号】

予算説明書 平成２５年度
群馬県 /発行
2013 347p 30cm

２月定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２５年度当初予算
群馬県 /発行
2013 395p 30cm
【受贈】

高崎経済大学論集 第５５巻第２号（ 通巻197号 ）
石川弘道先生退職記念号
高崎経済大学経済学会 /編集･発行
2013.1 13,197p 26cm
【受贈】

老健ぐんま １４巻
「老健ぐんま」編集委員会 /編集
群馬県老人保健施設協会 /発行
2013.1 158p 30cm

高崎商科大学紀要 第２７号（２０１２年度）
高崎商科大学メディアセンター /編集･発行
2012.12 195p 30cm
【受贈】

【 受 贈】

知事発言要旨 平成２５年２月定例県議会
群馬県 /発行
2013.2 23p 30cm
【受贈】
定例県議会議案 平成２５年２月
群馬県 /発行
2013.2 133p 30cm
定例県議会議案（平成２４年度関係）
年２月
群馬県 /発行
2013.2 74p 30cm

【 受贈 】
平成２５
【受贈】
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〔 2013.4 〕

ダム湖の中で起こること ダム問題の議論のため
に
村上哲生 /著 地人書館 /発行
2013.3 201p 19cm 1800 円
尾瀬ヶ原での水力発電計画に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1807 号】

4 自然科学
穏やかな死に医療はいらない
萬田緑平 /著 朝日新聞出版 /発行
2013.2 233p 18cm 760 円
著者は緩和ケア診療所・いっぽ(高崎市)の医師
【 TRC 新刊案内 1804 号】

日本の伝統的織りもの、染めもの
三宅和歌子 /著 日東書院本社 /発行
2013.2 127p 21cm 1800 円
桐生織に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1805 号】

群馬県衛生環境研究所年報 第４４号 ２０１２
群馬県衛生環境研究所 /編集･発行
2012.11 69p 30cm
【 受贈 】
こころの健康センター所報 第２３号
２０１１年度（平成２３年度）
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2012.11 48p 30cm
【 受贈 】
日本人は災害からどう復興したか 江戸時代の災
害記録に見る「村の力」
渡辺尚志 /著 農山漁村文化協会 /発行
2013.2 241p 20cm 2000 円
「第 4 章噴火―「浅間大変覚書」を読む」収録
【 TRC 新刊案内 1806 号】

6 産業
雄川堰「小堰」 織田宗家ゆかりの歴史的水路
地域ぐるみでの歴史的水路(雄川堰)の保存･活
用ワークショップ /編
甘楽町振興課振興室 /発行
2013.3 34p 21cm
【受贈、上毛 3/3】
群馬県蚕糸技術センター年報 平成２３年度
群馬県蚕糸技術センター /発行
2012.12 55p 30cm
【 受 贈】
群馬県畜産試験場研究報告
平成２４年１２月
群馬県畜産試験場 /発行
2012.12 111p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県都市計画審議会議案 第１６４回
群馬県県土整備部都市計画課 /発行
2012.12 4p 30cm
別添資料：添付図面 18p 参考資料 7p 【受贈】
ぐんまの住まいづくり ｖｏｌ.２
２０１３初春号
すまいポート 21 高崎 /発行
2013.2 154p 30cm 457 円

【受贈】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２４年度
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2012.12 81p 30cm
【 受 贈】
ぐんまの園芸 ２０１３
群馬県農政部蚕糸園芸課 /発行
2013.3 15p 30cm

【受贈】

３０代で建てる群馬の家 ２０１３春･夏号
ｖｏｌ.３
ニューズ・ライン(前橋市)/発行
2013.3 350 円
【ぐんま経済 2/28･ 3/23】

【受贈】

田島弥平旧宅 パンフレット
伊勢崎市 /作成
2013.3 12p A4 判
「富岡製糸場と絹産業遺産群」に関する記述あ
り
【上毛 3/15、東京 3/26】

スバル３６０＆サンバー カタログで振り返る国
産車の足跡
グラフィス /発行
2013.3 112p 29cm 2381 円
（ Grafis Mook ） 【 TRC 新刊案内 1805 号】

〔 2013.4 〕

第１９号

田島弥平旧宅 リーフレット
伊勢崎市 /作成
[2013.3] A4 判
「富岡製糸場と絹産業遺産群」に関する記述あ
り
【上毛 3/15、東京 3/26】
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東武鉄道のひみつ
PHP 研究所 /編 東武鉄道 /協力
PHP 研究所 /発行
2013.3 219p 19cm 1524 円
【 TRC 新刊案内 1805 号】

群馬の体育･スポ－ツ 平成２３年度
群馬県教育委員会 /発行
[2012] 119p 30cm
【自館作成】

都道府県別乗合自動車の誕生 写真・史料集 日
本自動車史
佐々木烈 /著 三樹書房 /発行
2013.2 246p 27cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1806 号】

【 受 贈】

群馬陸上競技年鑑 平成２４年
群馬陸上競技協会 /編集･発行
2012.3 367p 30cm

３６５日出会う大自然 森に住む動物
飯島正広 /撮影 誠文堂新光社 /発行
[2013.3] 160p A4 変形判
飯島氏はみなかみ町にスタジオを構えて活動す
る動物写真家･映像作家
【上毛 3/30】

特用林産物生産･流通の実態 平成２４年版
（２０１２年）
群馬県環境森林部林業振興課 /発行
2012 32,40p 30cm
【 受贈 】
民有林林道事業の概要 平成２４年度
群馬県環境森林部林政課 /発行
2012 110p 30cm

【受贈】

木材需給の現況 平成２４年版
群馬県環境森林部 /発行
2012.12 71p 30cm

【 受贈 】

創立５０周年記念誌
群馬県テニス協会 50 周年記念事業実行委員会 /
編集 群馬県テニス協会 /発行
2013.2 [ 23,] 141p 30cm
【受贈】
「竹工芸作品展」図録４ 第６回渋川市たちばな
竹の里フェスティバル
第６回渋川市たちばな竹の里フェスティバル実
行委員会竹工芸部会 /編集・発行
2012.12 19p 30cm
【 受 贈】

№４０

ねんドル岡田ひとみのはじめてのねんど 子ども
とつくる年中行事
岡田ひとみ /著 鈴木出版 /発行
2013.2 63p 26cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1805 号】
年報 第３２号（平成２３年度実績）
群馬県スポ－ツ協会 /発行
2012.12 57p 30cm
【 受 贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
井田淳一画集
井田晃子 /編集･発行
2011.11 218p 31cm
井田淳一氏は甘楽町生まれ
井田晃子氏は富岡市在住

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ「ｂｌｕｅｓ」
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2013.3 159p 26cm 3000 円
（ バンド･スコア ）
back number(メンバーが群馬県出身の３人組バ
ンド)のアルバム「 blues」のバンドスコア
【 TRC 新刊案内 1807 号】

【受贈】

絵手紙で街めぐり
[「絵手紙で町めぐり」プロジェクト /発行]
[2013.3]
富岡市の中心商店街に絵手紙を飾るプロジェク
トのパンフレット
【上毛 3/8】

発明想像画コンクール作品集 第８回
群馬大学工学部広報担当 /編集･発行
2012.10 36p 30cm
【 受 贈】

ＮＨＫ大河ドラマ八重の桜
坂本龍一･中島ノブユキ /作曲
ケイ･エム･ピー /発行
2013.3 15p 31cm 600 円
（ ピアノ &ヴァイオリン･ピース ）
NHK 大河ドラマ「八重の桜」の楽譜集
【 TRC 新刊案内 1807 号】

法光寺写真集 １
橋本智明 /撮影 法光寺住職松本寧至 /発行
2009.7 41p 19 × 26cm
橋本氏は伊勢崎市在住
【受贈】
まだ知らない高崎は映像の中に。映画の街・高崎
ロケ地マップ
高崎フィルム･コミッション[/発行]
[2013.3] [8p] 30cm
【受贈、産経 3/1、上毛 3/4】

群馬の体育･スポ－ツ 平成２２年度
群馬県教育委員会 /発行
[2011] 115p 30cm
【自館作成】
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〔 2013.4 〕

織田信雄 狂気の父を敬え
鈴木輝一郎 /著 学陽書房 /発行
2013.1 419p 15cm 860 円
（ 人物文庫 す 3-3 ）【 TRC 新刊案内 1800 号】

8 語学
新方言の動態３０年の研究 群馬県方言の社会言
語学的研究
佐藤高司 /著 ひつじ書房 /発行
2013.2 14,257p 22cm 8600 円
（ ひつじ研究叢書 言語編第 105 巻 ）
著者は共愛学園前橋国際大学国際社会学部教授
【 TRC 新刊案内 1808 号】
中学生の税についての作文入選作品集
年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会 /発行
2012 [ 4,] 49p 30cm

企画展 第７６回
無頼の先へ－坂口安吾 魂の軌跡－
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2012.4 52p 26cm
【受贈】
企画展 第７７回
追悼･どくとるマンボウ 北杜夫 昆虫と躁うつ
と文学と
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2012.7 32p 30cm
【受贈】

平成２４
【受贈】

企画展 第７８回
忘れた秋－おもいでは永遠(とわ)に 岸田衿子展
－
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2012.10 48p 30cm
【受贈】
企画展 第７９回 リーフレット
伊藤信吉没後１０年記念展～風の詩人に会いに来
ませんか～
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2013.1 [8p] 30cm
【 受贈 】

9 文学
朝の一句 上毛ジュニア俳壇年間優秀句集
２０１２年
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.3 182p 21cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1810 号、上毛 3/21･ 27】

クレーン ３４号
前橋文学伝習所事務局 /発行
2013.1 174p 21cm 700 円(頒価)

あした咲く花 新島八重の生きた日々
菅野彰 /著 イースト･プレス /発行
2013.1 255p 19cm 1300 円
登場人物として新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1799 号】

剣と紅
高殿円 /著 文藝春秋 /発行
2012.11 383p 20cm 1650 円
井伊直虎(箕輪、高崎の城主だった井伊直政の
義母、作中では香）の一生を描いた歴史小説
【朝日 3/26】

あのとき、文学があった 「文学者追跡」完全版
小山鉄郎 /著 論創社 /発行
2013.3 349p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1807 号】

シチュエーションパズルの攻防
竹内真 /著 東京創元社 /発行
2013.2 245p 15cm 680 円
（ 創元推理文庫 M た 9-2 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1806 号】

生きる感じ 詩集
黒崎秀逸 /著 文芸社 /発行
[2013.3] 140p 600 円
著者は桐生大学附属中学校教諭
【桐生タイムス 3/12】
異譚集 詩集
樋口武二 /著
詩的現代出版部(富岡市)/編集･制作
書肆山住 /発行
2013.2 117p 21cm 1200 円
（ 詩的現代叢書 1 ）
著者は群馬県生まれ

〔 2013.4 〕

【受贈】

しょうぼうしゃ
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.3 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 3 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1807 号】
世界俳句 ２０１３ 第９号
世界俳句協会 /編
2013
上毛ジュニア俳壇年間優秀句１２句掲載
【上毛 3/28】

【受贈】
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小さなたね
ボニー･クリステンセン /作 渋谷弘子 /訳
さ･え･ら書房 /発行
2013.2 1 冊 29cm 1400 円
渋谷氏は群馬県在住【 TRC 新刊案内 1805 号】

文学者の「核･フクシマ論」 吉本隆明･大江健三
郎･村上春樹
黒古一夫 /著 彩流社 /発行
2013.3 235,11p 20cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1808 号】

聴診器 歌集
橋田昌晴 /著 ながらみ書房 /発行
2012.11 230p 20cm 2500 円
著者は館林市在住

僕はお父さんを訴えます
友井羊 /著 宝島社 /発行
2013.3 297p 16cm 648 円
（ 宝島社文庫 C と -2-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1806 号】

【受贈】

妻の超然
絲山秋子 /著 新潮社 /発行
2013.3 267p 16cm 490 円
（ 新潮文庫 い -83-4 ）
著者は群馬県在住 【 TRC 新刊案内 1806 号】

Ｍｙ Ｆａｔｈｅｒ’ｓ Ｓｔｏｒｙ
てくれた父の生きざま
田口眞理子 /著･発行
2012.7 223p 22cm
著者は高崎市在住

ナイルとちびっこくじら 本物のクジラに会いに
行く
空羽ファティマ /原作
[2013.3] 44p 1785 円(税込)
空羽氏は平成 24 年度前橋市立荒牧小学校ＰＴ
Ａ会長
前橋市立荒牧小学校の児童がさし絵を描いた絵
本
【朝日 3/5】

安らぎ 句歌集
込谷惇雨 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2012.6 251p 22cm
著者は前橋市在住
【 受贈 、上毛 12/30】
ルルとララのにこにこクリーム
あんびるやすこ /作･絵 岩崎書店 /発行
2013.2 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 39 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1805 号】

【上毛 3/30】
渡良瀬川 田中正造と直訴事件
大鹿卓 /著 河出書房新社 /発行
2013.3 471p 15cm 950 円
（ 河出文庫 お 28-1 ）
【 TRC 新刊案内 1807 号 】

はなのの絵本りょうの空 句集
林桂 /著 鬣の会 /発行
2013.2 122p 15cm 1000 円(税込)
（ 風の花冠文庫 10 ）
著者は前橋市在住、俳句同人誌「鬣ＴＡＴＥＧ
ＡＭＩ」同人(前橋市)代表【受贈、上毛 3/31】
はなみずき 句集 第４集
城山俳句会(高崎市)[/発行]
[2013.3] 42p A5 版

【受贈】

マルマくんかえるになる
片山令子 /文 広瀬ひかり /銅版画
ブロンズ新社 /発行
2013.2 1 冊 26cm 1400 円
片山氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1805 号】

虹の歌 宮下木花童話集
宮下木花 /作･絵 銀の鈴社 /発行
2013.3 115p 22cm 1200 円
（ 鈴の音童話 ）
宮下氏は藤岡氏在住
【読売 3/26、 TRC 新刊案内 1808 号】
ハートにあっぷっぷ
青木いづみ /著 文芸社 /発行
[2013.3] 107p 630 円
著者は富岡市在住

勇気を与え

【上毛 3/31】

県関係者の一般著作

一隅の管見 [随筆集]
山本輝通 /著 桐生タイムス社 /発行
2013.1 267p 20cm 1143 円
（ 桐生タイムス叢書 ）
著者は 2009 年 10 月まで桐生市で内科医院を開
業していた
【受贈、桐生タイムス 3/1】

１からの病院経営
木村憲洋･的場匡亮 /編著 碩学舎 /発行
2013.3 2,11,308p 21cm 2400 円
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情
報学科准教授
【 TRC 新刊案内 1808 号】
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〔 2013.4 〕

教育心理学
松原達哉 /編 丸善出版 /発行
2013.2 10,234p 21cm 2500 円
松原氏は東京福祉大学･大学院学長
【 TRC 新刊案内 1806 号】

正しい「歯の矯正」の本 本当に健康でうつくし
い歯並びを手に入れる
海老澤博 /著 農山漁村文化協会 /発行
2013.3 150p 21cm 1400 円
（ 健康双書 ）
著者は丸橋全人歯科(高崎市)審美･矯正治療担
当
【 TRC 新刊案内 1808 号】

近代日本におけるプロジェクト･メソッドの受容
遠座知恵 /著 風間書房 /発行
2013.2 5,302p 22cm 9000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1807 号】

哲学の自然
中沢新一･國分功一郎 /著 太田出版 /発行
2013.3 245p 20cm 1600 円
（ at プラス叢書 03 ）
國分氏は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1807 号】

ぐずる子、さわぐ子は食事で変わる！
岡部賢二 /著 角屋敷まり子 /料理
廣済堂出版 /発行
2013.3 190p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1806 号】

とうとう一千兆円の借金 取り返す事は不可能
玉田忍 /著
2012.6 240p 21cm 500 円
著者は渋川市在住
【受贈】

５０歳からのおしゃれのコツ
中山庸子 /著 海竜社 /発行
2013.3 117p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1807 号】

トルコ語文法ハンドブック
林徹 /著 白水社 /発行
2013.3 269p 21cm 4200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1805 号】

子どもの生活を支える社会的養護
小野澤昇･田中利則 /編著
ミネルヴァ書房 /発行
2013.3 10,266p 21cm 2500 円
小野氏は育英短期大学保育学科長･教授
【 TRC 新刊案内 1806 号】

日照条件でわかる宿根草ガイドブック 日なた
も、日陰も！あなたの庭に合った宿根草が見つか
る
小黒晃 /著 NHK 出版 /発行
2013.3 155,4p 26cm 1400 円
（ 生活実用シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1806 号】

思想としての「医学概論」 いま「いのち」とど
う向き合うか
高草木光一 /ほか編 岩波書店 /発行
2013.2 12,391,8p 22cm 4000 円
高草木氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1807 号】

平家物語屋代本とその周辺
千明守 /著 おうふう /発行
2013.2 462p 22cm 15000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1805 号】

「失敗率０%」の営業術 ダメ営業マンでも１年
でトップセールスマンになれる！
吉成篤 /著 ブックマン社 /発行
2013.3 175p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1807 号】

もっと知りたい円山応挙 生涯と作品
樋口一貴 /著 東京美術 /発行
2013.3 79p 26cm 1800 円
（ アート ･ビギナーズ ･コレクション ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1806 号】

シニア起業の成功術 独立起業のやり方からビジ
ネスプランの策定まで
志村和次郎 /著 中央経済社 /発行
2013.2 4,6,180p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1804 号】

山に咲く花 写真検索 増補改訂新版
永田芳男 /写真 畔上能力 /編･解説
門田裕一 /改訂版監修 山と溪谷社 /発行
2013.3 616p 21cm 4200 円
（ 山溪ハンディ図鑑 2 ）
永田氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1808 号】

証人尋問ノート ３０問３０答
大塚武一 /著 東京図書出版 /発行
2012.10 168p 20cm 1200 円
著者は群馬弁護士会所属
【受贈、 TRC 新刊案内 1786 号】
植民地朝鮮の新女性 「民族的賢母良妻」と「自
己」のはざまで
井上和枝 /著 明石書店 /発行
2013.3 232p 22cm 4000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1808 号】

〔 2013.4 〕
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みんなの時間 地域が支える小中学校 玉村町立
上陽小学校 平成２５年１月８日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

視聴覚資料
秋畑小学校校歌･愛唱歌（CD）
吉井清香･横山孝一 /ピアノ伴奏
佐藤真樹 /企画･録音
2013.3 9 曲
佐藤氏は甘楽秋畑小学校教諭
【受贈、上毛 3/8】

みんなの時間 地域が支える小中学校 長野原町
立応桑小学校 平成２５年１月２２日放映（ DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

桐生市立昭和小学校校歌（CD）
平成 24 年度 5･6 年生 /歌
[ 2013.3]

みんなの時間 地域が支える小中学校 明和町立
明和西小学校 平成２５年２月５日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

【上毛 3/4】

ぐんま一番 ＃２９情熱の国のアート！
平成２５年２月１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】

みんなの時間 地域が支える小中学校 上野村立
上野中学校 平成２５年１月１５日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 昭和村立
大河原小学校 平成２５年１月２９日放映（ DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

ぐんま一番 ＃３０標高８８５メートルからの招
待状 平成２５年２月８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】
ぐんま一番 特別編 群馬の国際戦略
平成２５年３月１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]

みんなの時間 地域が支える小中学校 長野原町
立応桑小学校 平成２５年１月２２日放映（ DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 明和町立
明和西小学校 平成２５年２月５日放映（DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

【受贈】

日本農民史 今井善一郎述 昭和４４年９月１８
日（CD）
今井善一郎 /述 [今井善之輔 /制作]
[2013.1]
今井善之輔氏は渋川市在住
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
細野小学校 平成２４年１２月１１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 片品村立
片品中学校 平成２４年１２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 昭和村立
大河原小学校 平成２５年１月２９日放映（ DVD）
群馬県教育委員会 /提供 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 館林市立
美園小学校 平成２４年１２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】
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ゆで加減 ｓｏ ｇｏｏｄ（CD）
ばん☆びぃーな /歌
中里見富康 /作詞 小暮哲朗 /作曲
チャレンジレコード(前橋市)/発売
2013.2
中里見氏は高崎市在住
小暮氏は前橋市在住
【上毛 1/30】
Ｒｅｂｏｒｎ（CD）
エミイ /歌
[2013.3] 5 曲
エミイ氏は安中市在住

【上毛 3/2】

浪漫紀行～富岡製糸場から（CD）
谷川明 /歌 石井信子 /作詞 双葉あきら /作曲
[2013.3] 1200 円
谷川氏は渋川市出身
石井氏は富岡市在住
双葉氏は前橋市在住
【上毛 3/31】

〔 2013.4 〕

電子資料
桐生インフォメーションマガジン ２０１４企業
ガイド（CD-ROM）
桐生商工会議所･桐生地区勤労対策協議会 /編集
･企画･制作
[ 2013.3]
【受贈】
群馬の体育･スポ－ツ 平成２３年度（CD-ROM）
[群馬県教育委員会スポーツ健康課 /発行]
[ 2012]
【受贈】

〔 2013.4 〕
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