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発行日
発 行

【上毛 4/3】

新井明選集 ２ 内村鑑三とその周辺
新井明/著 リトン/発行
2019.1 402p 22cm 5000 円
【TRC 新刊案内 2098 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。

飯塚村内遺跡 道路築造に伴う埋蔵文化財発掘調
査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.7 22p 写真図版 5p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 411 集 )
【受贈】

・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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

岩倉使節団の群像 日本近代化のパイオニア
米欧亜回覧の会･泉三郎/編
ミネルヴァ書房/発行
2019.2 25,378,8p 20cm 4000 円
新島襄に関する記述あり
【購入】

・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。

岩宿フォーラム２０１８／シンポジウム 予稿集
大形尖頭器の技術組織－岩宿時代社会の終焉を
探る－
岩宿博物館/編集･発行
2018.11 98p 30cm
【受贈】

０ 総記

大泉外国探検マップ
谷田卓哉/作製
3019 16p A5 判

群馬県図書館大会報告書 第１６回
群馬県図書館協会/編集･発行
2019.2 19p 30cm
【自館作成】

【上毛 3/27】

温泉浴衣をめぐる旅
スタジオクゥ/著 イースト・プレス/発行
2019.2 247p 21cm 1204 円
( コミックエッセイの森 )
四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2099 号】

1 哲学･宗教

上大類薬師遺跡２ 切土工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.5 15p 写真図版 4p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 415 集 )
【受贈】

宗龍禅師研究論集 大而宗龍禅師顕彰会発足十周
年記念
大而宗龍禅師顕彰会/編 考古堂書店/発行
2019.3 501p 22cm 2000 円
宗龍禅師は富岡市生まれ。山中黒瀧(南牧村黒
瀧山不動寺)、赤坂山長松寺(高崎市)に関する
記述あり
【受贈】

上中居荒神遺跡５ 店舗建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査
大和ハウス・高崎市教育委員会・測研/発行
2018.12 12p 写真図版 2p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 421 集 )
【受贈】
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〔2019.4〕

元治元年春、島隆は写真撮影を
村上陽子/著 日本写真企画/発行
2019.2 176p 19cm 1300 円
桐生出身の女性写真家島隆の評伝
【桐生タイムス 3/14、週刊読書人 4/5、毎日 4/11】

小さな会社の大きな仕事（２）～ＳＧＰＬ（ＳＡ
ＮＹＯ Ｇａｌｌｅｎｋａｍｐ ＰＬＣ）Ｓｉｄｅ
ｓｔｏｒｙ～
桑原清市/著･発行
2018.3 113p 30cm
著者は桐生市在住
【受贈】

企画展 第６６回 石槍－時代を変えた石器のラ
イフヒストリー－
岩宿博物館/編集･発行
2018.10 53p 30cm
【受贈】

天皇陛下御即位三十年・御成婚六十年記念写真集
平成を歩まれて
宮 内 庁/監 修 共同 通 信社 ･上 毛 新聞 社 /編 集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.3 242p 31cm 4500 円
16p の特集を組んだ群馬県内版
【上毛 4/7】

群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 ３７（２０１
８）
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2018.12 85p 30cm
【受贈】
ぐんましるべ 旅の周遊ガイド
月現在]
群馬県観光物産課/発行
2018.8 23p 30cm

[２０１８年８
【受贈】

ぐんま東国文化ものがたり 古代群馬の７つの謎
を解き明かす
群馬県/発行
2019.3 22p 30cm
「旅人」役は手島美優(前橋市出身の女優)
【受贈、上毛 3/27、桐生タイムス 3/28】

【受贈】

日本全国境界未定地の事典
浅井建爾/著 東京堂出版/発行
2019.2 226p 21cm 2500 円
群馬県に関する記述あり

【購入】

年報 （３４）
藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2019.1 17p 30cm
【受贈】
日帰りウォーキング関東周辺 [２０１９]－２
JTB パブリッシング/発行
2019.3 191p 21cm 1500 円
( 大人の遠足 BOOK )【TRC 新刊案内 2100 号】

消された「徳川近代」明治日本の欺瞞
原田伊織/著 小学館/発行
2019.2 319p 19cm 1300 円
小栗上野介忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2100 号】

日高村主遺跡 事務所建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査
高崎測量・高崎市教育委員会・測研/発行
2018.12 43p 写真図版 13p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 420 集 )
【受贈】

剣崎東村遺跡 宅地分譲工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2019.1 12p 写真図版 4p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 412 集 )
【受贈】
古代国造制と地域社会の研究
篠川賢/著 吉川弘文館/発行
2019.2 16,264,6p 22cm 11000 円
山上碑に関する記述あり

利根川文化研究 ４２
利根川文化研究会/編集･発行
2019.1 76p 26cm

真鍋博の鳥の眼 タイムトリップ日本６０’ｓ
新装版
真鍋博/著 毎日新聞出版/発行
2019.1 111p 37cm 3700 円
軽井沢に関する記述あり
【購入】

【購入】

群馬ヤクルト販売店建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査
毛野考古学研究所/編集･発行
2018.7 22p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

よみがえる荘園 景観に刻まれた中世の記憶
海老澤衷/編 勉誠出版/発行
2019.2 12,426p 22cm 9800 円
上野国新田荘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2100 号】

小さな会社の大きな仕事 ～ＳＧＰＬ（ＳＡＮＹ
Ｏ Ｇａｌｌｅｎｋａｍｐ ＰＬＣ）の軌跡～
桑原清市/著･発行
2016.5 92p 30cm
著者は桐生市在住
【受贈】

るるぶドライブ関東ベストコース ’２０
JTB パブリッシング/発行
2019.2 165p 26cm 900 円
( るるぶ情報版 )
関越道・上信越道に関する記述あり 【購入】

Ⅽ ５９中栗須光明遺跡

〔 2019.4〕
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群馬県青少年健全育成条例の解説
群馬県こども未来部子育て・青少年課[/発行]
2019.2 147p 30cm
【受贈】

3 社会科学
吾妻郡移住総合ガイドブック Ａｇａｔｓｕｍａ
Ｌｉｆｅ
[群馬県吾妻行政県税事務所/発行]
2019
【上毛 4/6】

群馬県税務統計 平成３０年度版（平成２９年度）
群馬県総務部税務課/発行
2019.2 126p 30cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成３０年第５回
伊勢崎市議会議長/調製･発行
2019.2 171p 30cm
【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書
績報告
群馬県[/発行]
2018.11 57p 30cm

ＥＮＴＯ！(えんと) 創刊号
安中市ファミリー・サポート・センター/発行
2019 12p A5 判
子育て情報のフリーペーパー
【上毛 3/26】
大泉町総合防災マップ
大泉町/製作
2019 40p B4 判
太田市防災マップ
太田市[/発行]
2019 40p B4 判

【受贈】

群馬県の年齢別人口 平成３０年１０月１日現在
群馬県企画部統計課/編集･発行
2018.12 66p 30cm
【受贈】
群馬県立女子大学紀要 第４０号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2019.2 44,211p 26cm

【上毛 4/9】

【上毛 3/15】

学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）
平成３０年度
群馬県企画部統計課[/発行]
2019.1 12p 30cm
【受贈】
教育要覧 平成３０年度
沼田市教育委員会/発行
2019.2 83p 30cm

平成２９年度実

【受贈】

【受贈】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２７回 平
成３０年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団(ぐんまこど
もの国児童会館)/編集･発行
2019.2 109p 21cm
【受贈】
群馬社会科教育研究 第７号
群馬社会科教育学会/編集･発行
2019.1 52p 26cm

【受贈】

群馬の県民経済計算 平成２７年度
群馬県企画部統計課/編集 群馬県[/発行]
2018.12 93p 30cm
【受贈】

近世駆込寺と紛争解決
佐藤孝之/著 吉川弘文館/発行
2019.3 5,181p 22cm 3500 円
館林藩に関する記述あり
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2099 号】

孤児と救済のエポック １６～２０世紀にみる子
ども・家族規範の多層性
土屋敦･野々村淑子編･著 勁草書房/発行
2019.2 6,358,8p 22cm 4200 円
上毛孤児院に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2100 号】

群馬県移動人口調査結果（年報）平成３０年
群馬県企画部統計課[/発行]
[2019.1] 38p 30cm
【受贈】

財政のあらまし 平成３０年１２月
群馬県[/発行]
2018.12 40p 30cm

群馬県議会会議録 平成３０年第３回前期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2019.2 269p 30cm
【受贈】

【受贈】

障害者への配慮マニュアル
伊勢崎市差別解消支援地域協議会/作成
2019 A4 判
【上毛 4/4】

群馬県議会会議録 平成３０年第３回後期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2019.2 283p 30cm
【受贈】

上武大学 雑草精神(あらくさだましい)５０年
上毛新聞社事業局出版部/制作 学文館/発行
2018.12 175p 29cm
【受贈、上毛 3/24】

群馬県議会４か年の回顧 平成２７年～平成３０
年
群馬県議会事務政策広報課・上毛新聞社事業局
出版部/編集 群馬県議会事務局/発行
2019.3 113p 19 × 26cm
【受贈】

消防白書 平成３０年
桐生市消防本部/発行
2019 15p 30cm
-3-

【受贈】

〔2019.4〕

地域貢献活動報告書 平成２９年度
群馬県立県民健康科学大学/発行
[2018.11] 68p 30cm
地域貢献事業概要 平成２９年度
高崎健康福祉大学/発行
[2018.12] 28p 30cm

【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第７８号
前橋市小中学校校長会/発行
2019.3 89p 30cm

【受贈】

【受贈】

前橋市当初予算市長説明
前橋市/発行
2019 16p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成３１年第１回（予算議案
を除く第１次送付分）
前橋市/発行
2019 113p 30cm
【受贈】

予算附属説明書 平成３１年度当初予算
前橋市/発行
2019 465p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成３１年第１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
2019 89p 30cm
【受贈】
統計おおた 平成３０年版
太田市企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2019.2 105p 30cm

4 自然科学
絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石
藤岡達也/著 講談社/発行
2019.1 6,184p 21cm 2200 円
（ 絵でわかるシリーズ ）
鬼押出し・鎌原観音堂に関する記述あり
【購入】

【受贈】

日本の連立政権
岩渕美克･岩崎正洋/編･著 八千代出版/発行
2018.12 3,269p 21cm 2900 円
小渕政権・福田政権に関する記述あり 【購入】
坂東太郎 第１５４号
群馬県立前橋高等学校/発行
2019.3 110p 21cm

【受贈】

平成３０年の少年非行
[群馬県警察本部/発行]
2019 4p 30cm

【受贈】

群馬県衛生環境研究所年報 第５０号
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2018.12 53p 30cm

２０１８
【受贈】

群馬県立がんセンター年報 第４６号（平成２９
年度）
群馬県立がんセンター/編集･発行
2018.12 205p 30cm
【受贈】
ぐんま昆虫の森年報 平成２９年度
群馬県立ぐんま昆虫の森/発行
2019 80p 30cm

法教育資料 中高生の皆さんへ
高崎市教育委員会/作成
2019
【上毛 3/26、産経 3/27】

【受贈】

こころの健康センター所報 第２９号 ２０１７
年度(平成２９年度）
群馬県こころの健康センター/編集･発行
2018.12 58p 30cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書（2月補正予
算議案及び同説明書）平成３０年度
前橋市/発行
2019 387p 30cm
【受贈】

事業概要 平成３０年度作成
前橋市保健所/発行
[2018] 82p 29cm

前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書）平成３１年度
前橋市/発行
2019 603p 30cm
【受贈】

【受贈】

しってる？食物アレルギー
群馬県健康福祉部食品・生活衛生課/発行
2019.2 14p 21cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成３０年度
２月補正予算説明資料（平成３１年第１回定例市
議会）
前橋市/発行
2019 25p 30cm
【受贈】

〔 2019.4〕

平成３１年度

食品の安全等に関する県民意識調査
告書 平成３０年度
群馬県健康福祉部[/発行]
2018.12 390p 30cm
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調査結果報
【受贈】

年報 ２０１７（平成２９年度）
群馬県立自然史博物館/発行
2018.10 144p 30cm

【受贈】

年報 平成２９年度
群馬県立心臓血管センター/発行
2018.10 155p 30cm

【受贈】

Ａ ＬＩＦＥ ＷＩＴＨ ＫＮＩＴ
マウンテンディアー(太田市)/製作
2019 8p A6 判
太田ニットに関する小冊子
【上毛 3/14】

脳血管研究所研究業績集 平成２９年度
研究業績編集委員会/編集 脳血管研究所/発行
2018.12 354p 30cm
【受贈】

群馬県６次産業化事例集 平成３０年度
群馬県商工会連合会･群馬県/作成
2019
【ぐんま経済 4/4】

わたしたちのまちのお医者さん
安中市医師会/作成
2019 29p A4 判

ぐんまちゃんの３０・１０運動幹事用マニュアル
群馬県/作成
2019 4p A5 判
食品ロスを防ぐ啓発マニュアル 【上毛 3/22】

6 産業

【上毛 3/31】

事業概要 平成３０年版（平成２９年度実績）
群馬県食肉衛生検査所/発行
2018.11 42p 30cm
【自館製本】

5 技術･工学･家政学･生活科学

食の社会史 兵食からチェーンレストランへ
茂木信太郎/著 創成社/発行
2019.1 14,218,6p 19cm 1600 円
富岡製糸所の工場給食に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2098 号】

家づくり工務店カタログ ２０１９
上毛新聞社すみかくらぶ編集室/発行
2019.3
【上毛 3/28･29】
群測協 第３６号
群馬県測量設計業協会/発行
2019.1 42p 30cm

シルク博ｉｎ下仁田 シルクカントリーぐんま
上毛新聞社事業局出版部/制作
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会
/発行
2018.8 72p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８７回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2018.12 14p 30cm
付属資料：議案添付図面・参考資料 【受贈】

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ
１０
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019 74p A5 判 648 円
【上毛 4/7】

群馬の家 ｖｏｌ．１５ ２０１９春・夏号
ニューズ・ライン/発行
2019.3 203p 30cm 324 円
【受贈】

民有林林道事業の概要 平成３０年度
群馬県環境森林部林政課/発行
[2018] 119p 30cm

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ．２０
２．５ｌターボを専用チューンＳ２０９
交通タイムス社/発行
2019.3 143p 30cm 1204 円
( CARTOP MOOK ) 【TRC 新刊案内 2099 号】

【受贈】

モリノワ ｖｏｌ．５（２０１９）
群馬県森林ボランティア支援センター/発行
2019 14p 30cm
【受贈】
ヤバタファームのものがたり ａｂｏｕｔ ｕｓ
矢端晴美/著 SUNSET 出版(渋川市)/発行
2018.12 78p 21cm 1200 円
ヤバタファームは前橋市にあり
【受贈】
４７都道府県調べて楽しい！！あなたのまちの凄
い！地場産業めぐり １ 伝統を現代へ 北海道
・東北・関東編
教育画劇/発行
2019.2 55p 29cm 3500 円
【TRC 新刊案内 2100 号】
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〔2019.4〕

ＧＵＮＭＡマンガ・アニメフェスタ作品集 第６
回（平成３０年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
201.2 184p 21cm
付属資料：DVD-ROM1 枚
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
アーツ前橋研究紀要 第１号
アーツ前橋/編集･発行
2018.3 55p 30cm
アーツ前橋年報 Ｎｏ．５
２９年度）
アーツ前橋/発行
2018.11 71p 29cm

平成２９年度
【受贈】

廣習流人形陶芸 めぐりめぐる
[廣習(新藤廣子)/作･著]
2019 108p 1400 円

２０１７年度（平成
【受贈】

ことばをながめる、ことばとあるく
る風景
太田市美術館・図書館/編･著
リトルモア/発行
2018.9 121p 21cm 1600 円

アーティスト・イン・スクール事業報告書 平成
２９年度
アーツ前橋/発行
2018 折りたたみ 30 × 63cm
【受贈】

詩と歌のあ

【受贈】

時代に生き、時代を超える 板橋区立美術館コレ
クションの日本近代洋画１９２０ｓ－１９５０ｓ
群馬県立館林美術館/編集･発行
2018.9 111p 30cm
【受贈】

安中のやきもの 秋間古窯跡群から自性寺焼へ
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2018.12 119p 30cm
【受贈】
飯塚小 玕 齋 絵画から竹工芸の道へ
飯塚 小玕 齋/[作 ] 太 田市美術 館・図書 館/編･
著 アートダイバー/発行
2019.2 131p 25cm 1800 円
【受贈】

声優道 名優５０人が伝えたい仕事の心得と生き
るヒント
声優グランプリ編集部/編
主婦の友インフォス/発行
2019.3 269p 21cm 1400 円
野沢雅子氏(沼田女子高校卒業)に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2098 号】

いけ花文化研究 第５号
国際いけ花学会/編集[･発行]
2017.12 128p 30cm
「翻刻 群馬大学附属図書館新田文庫蔵『花傳
書』」小磯まり子/著収録
【受贈】

総体ニュース ＶＯＬ．１
平成 32 年度全国高等学校総合体育大会群馬県
実行委員会他/編集･発行
2019 折りたたみ 73 × 32cm
【受贈】

エッセイ＆フォト ボタン工場をめぐる
絲山秋子/エッセイ 吉江淳/フォト
太田市美術館・図書館/発行
2018.11 1 冊 19 × 19cm 800 円
【受贈】

高崎映画祭パンフレット 第３３回
[高崎映画祭委員会/発行]
2019 27p 21cm

太田市美術館・図書館年報 ｖｏｌ．１ ２０１
６年度－２０１７年度
太田市美術館・図書館/編集･発行
2019.2 56p 30cm
【受贈】

【受贈】

超現実主義の１９３７年 福沢一郎『シュールレ
アリズム』を読みなおす
伊藤佳之･大谷省吾[/著] みすず書房/発行
2019.2 421p 22cm 6800 円
【TRC 新刊案内 2100 号】

小栗トランプ
高崎市立倉渕小学校/製作
2019 52 枚
小栗上野介忠順の没後 150 年を機に製作
【上毛 3/31】

ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所
アーツ前橋・萩原朔太郎記念･水と緑と詩のま
ち前橋文学館/企画・監修 左右社/発行
2017.11 203,32p 21cm 2200 円
【受贈】

群馬の空手道２０１９総集編 高校生・中学生・
小学生
ありがと!Gsports/編 綜合プランニング/発行
2019.2 86p 30cm 926 円
( 群馬の総集編シリーズ 2019Vol.3 ) 【受贈】

〔 2019.4〕

【上毛 4/3】

ホンダオートバイレース史 浅間レースからマン
島ＴＴまで 新装版
中沖満/著 三樹書房/発行
2019.2 270p 20cm 2400 円
【TRC 新刊案内 2098 号】
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湯浅正次撮影記録
湯浅正次[/著･発行]
[2010] 1 冊 29cm
湯浅氏は群馬県生まれ

基地 ｂａｓｅ
八木澤高明/編 皓星社/発行
2019.2 301p 19cm 2000 円
( 紙礫 13 )
田山花袋「一兵卒」収録
【TRC 新刊案内 2100 号】

【受贈】

わたしの中のアートに出会う アーツ前橋ラーニ
ング・プログラムガイド
山田歩･辻瑞生(アーツ前橋)･小田久美子/編集･
執筆 アーツ前橋/発行
2018.10 18p 21cm
【受贈】

群馬県高校生文学賞作品集 第１３集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/発行
2019.3 48p 21cm
【受贈】
群馬県文学賞作品集 第５６回（平成３０年度）
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2019.2 175p 19cm 1000 円
【受贈】

8 語学

坂口安吾エンタメコレクション 伝奇篇 女剣士
坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店/発行
2019.2 412p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2100 号】

中学生の税についての作文 平成３０年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
[2019] 50p 30cm
【受贈】
はやくあしたになーれ
飯塚祥則[/発行]
2019 218p A5 判 1296 円
飯塚氏は渋川市在住

【上毛 3/30】

絲的ココロエ 「気の持ちよう」では治せない
絲山秋子/著 日本評論社/発行
2019.3 173p 19cm 1300 円
著者は群馬県在住
【上毛 3/28】

おそろしくへんなローリー
はらふう/絵 はらひで/作
みらいパブリッシング/発行
2019.2 1 冊 16cm 1200 円
はら氏は高崎市出身

追想の山 詩集
川田悦子/著 群馬詩人会議/発行
2019.2 74p 21cm
1200 円(頒価)
著者は桐生市在住

【受贈】

東日本大震災、福島第一原発事故 被災地巡礼・
絵日記帳
堀泰雄/著 ホリゾント出版/発行
2019 48p A4 判 800 円
エスペラント語併記
著者は前橋市在住
【上毛 3/29】

【受贈】

遠望 第５１号
高崎市文化協会群馬支部/編集･発行
2019.2 184p 21cm

【受贈】

西上州の鈍牛 随想録
篠原幹夫/著 上毛新聞社/発行
2019 105p A5 判
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章他をまとめた
もの。著者は富岡市在住
【上毛 3/27】

9 文学

馬を育てた古墳時代の村の謎
能美彰英/絵･文･発行
2019.3 74p 31cm
「上毛野国」に関する物語

十周年記念句集 俳句を楽しむ会
俳句を楽しむ会(藤岡市)/発行
2018.9 203p 19cm

明寿俳句集 第３６号（平成３０年度）
明寿大学俳句クラブ(前橋市)/発行
[2019] 34p 26cm
【受贈】

【受贈】

落慶 句集
竹市漣/著 文學の森/発行
2019.1 215p 20cm 2667 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 4/3】
【読売 3/19】
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ルルとララのおまじないクッキー
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2019.2 71p 22cm 1000 円
( おはなしトントン 65 )
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2100 号】

〔2019.4〕

統一朝鮮が日本に襲いかかる
豊田有恒[/著] 祥伝社/発行
2019.2 209p 18cm 820 円
( 祥伝社新書 564 )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2098 号】

県関係者の一般著作
１回１０秒健康オタクが辿り着いた世界一シンプ
ルで簡単な健康法 医者 セラピスト カウンセラ
ー ヒーラーが知らない
坂庭鳳/著 セルバ出版/発行
2019.3 159p 19cm 1500 円
著者は前橋市在住
【上毛 3/29･4/1】

ねん菌＜へんけい菌＞
川上新一/監修 新井文彦/写真
農山漁村文化協会/発行
2019.3 32p 29cm 2500 円
( 菌の絵本 )
新井氏は富岡市在住

経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター
入門
森平爽一郎/著 朝倉書店/発行
2019.2 14,222p 21cm 4000 円
( 統計ライブラリー )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2098 号】

ノーベル 未来への伝言 新装版
大野進/文 藤原カムイ/絵 講談社/発行
2018.12 177p 18cm 740 円
( 講談社火の鳥伝記文庫 18 )
1983 年刊の改訂
大野氏は渋川市在住
【上毛 4/6】

自治体職員のためのアンガーマネジメント活用法
上手なセルフコントロールでパワハラ防止
安藤俊介/著 第一法規/発行
2019.2 9,155p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2099 号】

バドミントンの理論と実技 初歩から基本技術の
指導まで
岸一弘/著 大学教育出版/発行
2019.2 7,156p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2100 号】

白川静さんに学ぶこれが日本語
小山鉄郎/著 論創社/発行
2019.2 3,215p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2099 号】
事例で学ぶ家族法 第５版
田山輝明/著 法学書院/発行
2019.2 15,281p 21cm 2600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2100 号】

視聴覚資料
祭りのあと、記憶のさき 桐生まち映画 （DVD）
藤橋誠/監督 桐生まち映画製作委員会/製作
2018 本篇 95 分･特典映像約 15 分
【受贈】

精神分析/精神科・小児科臨床セミナー総論 精
神分析的アセスメントとプロセス
木部則雄/編･著 福村出版/発行
2019.2 8,204p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2099 号】
育てて楽しむはじめてのオリーブ 人気の２１種
小野塚千穂･パワジオ倶楽部・前橋/監修
家の光協会/発行
2019.3 127p 21cm 1400 円
小野塚氏は群馬県出身
【受贈】
通訳者・通訳ガイドになるには
鑓田浩章/著 ぺりかん社/発行
2019.2 140p 19cm 1500 円
( なるには BOOKS 10 )
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2100 号】
デジタル記号論 「視覚に従属する触覚」がひき
よせるリアリティ
松本健太郎/著 新曜社/発行
2019.2 276p 21cm 2800 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2098 号】

〔 2019.4〕

【上毛 3/23】
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電子資料

