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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１９年４月分
No.３８９

片品村のカヲルさん 人生はいーからかん
カヲル組/編集 ヘウレーカ/発行
2019.4 112p 四六判 1500 円
「季刊うかたま」連載の須藤カヲル氏(片品村
在住)の人生相談コーナーを書籍化 【毎日 5/8】

令和元(2019)年 5 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

国体はどのように語られてきたか 歴史学として
の「国体」論
小林敏男/著 勉誠出版/発行
2019.2 8,286p 20cm 3500 円
内村鑑三の不敬事件に関する記述あり 【購入】

・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。

修験道という生き方
宮城泰年･田中利典･内山節/著 新潮社/発行
2019.3 220p 20cm 1200 円
( 新潮選書 ）
上野村の修験信仰に関する記述などあり
内山氏は上野村と東京を往復して暮らす
【上毛 4/28】

・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。

2 歴史･伝記･地理
０ 総記

吾妻エリアルートガイドｔａｂｉ～プレＤＣ特別
号
[群馬県吾妻行政県税事務所/発行]
2019
【上毛 4/26】

適書１５０選 先生方の「私の一冊の本」 読書
感想文入選作品 第１９版
群馬県立前橋高等学校適書 150 選改訂委員会
/編集 群馬県立前橋高等学校図書館/発行
2019.3 133p 19cm
【受贈】

偉人たちの温泉通信簿 武将＆作家＆芸術家＆俳
優・・・が愛した温泉
上永哲矢/著 秀和システム/発行
2019.3 191p 19cm 1500 円
霧積温泉･伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2102 号】

前橋市子ども読書活動推進計画（第三次）つなげ
よう読書のわみんなにとどけ本のちから
前橋市子ども読書活動推進計画策定委員会/編
集 前橋市教育委員会事務局 図書館/発行
2019.3 22p 30cm
【受贈】

内村鑑三 その聖書読解と危機の時代
関根清三/著 筑摩書房/発行
2019.3 382p 19cm 1800 円
( 筑摩選書 0172 ） 【TRC 新刊案内 2103 号】

前橋市子ども読書活動推進計画（第三次）つなげ
よう読書のわみんなにとどけ本のちから 概要版
前橋市教育委員会事務局 図書館 前橋こども図
書館[/発行]
[2019.3] 1 枚(折りたたみ）30 × 42cm【受贈】

太田市古文書研究会四十周年記念誌
太田市古文書研究会/発行
2019 46p A4 判
【上毛 4/17】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．１５
トロワデザイン(motto 編集部)(高崎市)/発行
2019.2 50p 21cm
【受贈】

おでかけ群馬２０１９－２０
ニューズ・ライン/発行
2019.3 168p 26cm 926 円
【受贈、あさひ群馬 4/26】
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〔2019.5〕

金井東裏遺跡 (国)３５３号金井バイパス(上信
自動車道)道路改築事業(国道・連携)に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書 ≪古墳時代編≫
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.3 5 分冊 30cm 付図 8 枚
第 1 分冊：本文編 1 p1-268 写真図版 16p
第 2 分冊：本文編 2 p269-960
第 3 分冊：写真図版編 写真図版 458p
第 4 分冊：観察表編 221p
第 5 分冊：理学分析編･考察編 497p
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
652 集 ）
【受贈】

下原遺跡（３）八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第６１集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.2 162p 写真図版 101p 付図 3 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
647 集 ）
【受贈】
職人見習いは桐生の御霊(みたま)と暮らす
春日康徳/原作 ありこ/作画
大日本印刷･ファンタジスタ/制作
桐生市/発行
2019.4 200p A5 判
日本語版と英語版あり
桐生市の歴史･文化･風景などを題材にした漫画
【上毛 5/3、桐生タイムス 5/3】

関東百名山 １００ Ｆａｍｏｕｓ ｍｏｕｎｔａ
ｉｎｓ ｉｎ Ｋａｎｔｏ
石丸哲也･打田鍈一/著 山と溪谷社/発行
2019.4 175p 26cm 2200 円
群馬県の山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2103 号】

神社が語る関東の古代氏族
関裕二/[著] 祥伝社/発行
2019.3 278p 18cm 860 円
( 祥伝社新書 566 ）
和泉国に住む上毛野氏の末裔に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2102 号】

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる ４ 近
代日本と新しい日本への歩み (明治時代以降)／
日本の世界遺産
こどもくらぶ/編 あすなろ書房/発行
2019.2 47p 31cm 3500 円
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2102 号】

水田と前方後円墳 巨大前方後円墳はなぜ突然現
れまた消えていったのか
田久保晃/著 農文協プロダクション/発行
2018.11 303p 24cm 3200 円
御布呂･同道･黒井峯遺跡、保渡田古墳群に関す
る記述あり
【購入】

今日は風になる明日は光になる
みどり市/作製
2019 24p
みどり市と日光市の観光情報をまとめた冊子
【上毛 4/18】

清冽な水脈 透谷・愛山・明石・坎堂
川崎司/著 三弥井書店/発行
2019.2 327,292p 22cm 8500 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2103 号】

ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ Ｔｒｉｐ桐生・足利
桐生市･足利市/作成
2019 12p B5 判
英語･中国語(繁体字)･タイ語併記
【日刊きりゅう 3/31】

そば屋の親父のひとり言
狩野幸洋/著
つむぎデジタル出版(渋川市)/発行
2017.12 77p 21cm
著者は有限会社そばひろ(前橋市)会長 【受贈】

研究紀要 ３７
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.3 130p 30cm
【受贈】

台遺跡 県立学校施設整備事業(館林特別支援学
校改築整備)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
2019.3 78p 写真図版 18p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
654 集 ）
【受贈】

言霊－ことだま－
大武仁作/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.4 209p 21cm
元前橋市議の自伝
【受贈、上毛 4/12】
古墳人、現る 金井東裏遺跡の奇跡
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.3 16,205p 21cm 1500 円
【受贈、上毛 4/16】

〔 2019.5〕

武井峯岸Ⅴ遺跡 一般県道笠懸赤堀今井線社会資
本総合整備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
2019.2 44p 写真図版 9p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
649 集 ）
【受贈】
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知久平さんへのラブレター
愛をこめて・・・
小倉圭子/著
2017.12 86p 21cm
著者は群馬県生まれ

一途な飛行機王へ、

初めてのソロトレッキング詳細ルートガイド 安
心してひとり登山を楽しむ、首都圏近郊の日帰り
・１泊２日登山コース２４選
枻出版社/発行
2019.3 144p 26cm 1400 円
（ エイムック 4277 ）
尾瀬ヶ原～尾瀬沼に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2101 号】

【受贈】

天空の城下町 真田の里沼田 続日本百名城沼田
城址
沼田市役所/発行
[2018] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

林中原Ⅱ遺跡（３）八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書第６３集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.2 180p 写真図版 46p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
650 集 ）
【受贈】

中棚Ⅰ遺跡 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書第６２集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.2 74p 写真図版 38p 付図 2 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
648 集 ）
【受贈】

ふじおか花めぐり
藤岡市/製作
2019
4 ～ 6 月の市内花の名所を紹介

七日市陣屋跡・七日市古墳群 小原遺跡 上佐鳥
明神前遺跡(前橋市０９３４遺跡) 県立学校施設
整備事業(富岡・甘楽地区新高校整備、吾妻地区
新高校整備、前橋商業高等学校第二グラウンド移
転整備)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
2019.3 108p 写真図版 17,7,4p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
653 集 ）
【受贈】

緣 於富士見偉人們的故事～１２位偉人～

富士見商工会(前橋市)/発行
2019 47p 30cm
富士見ゆかりの偉人物語～１２人の偉人たち～
の繁体字版
【受贈】
ベストスタイル 明治歯科診療所が当たり前にや
ていること
新見隆行[/述] 阿部奈穂子[/著]
つむぎデジタル出版(渋川市)/発行
2018.7 72p 21cm
新見氏は明治歯科診療所(吉岡町)所長 【受贈】

新島襄の教え子たち ジャンル別
本井康博/著 図書印刷同朋舎/発行
2019.2 10,459,14p 22cm 4200 円
【TRC 新刊案内 2102 号】
西久保Ⅰ遺跡（２）西久保Ⅴ遺跡 八ッ場ダム建
設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第６５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.3 54p 写真図版 19p 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
655 集 ）
【受贈

前畑Ｊ遺跡 一般県道笠懸赤堀今井線社会資本総
合整備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
2019.3 163p 写真図版 54p 付図 1 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
656 集 ）
【受贈】

西ノ上遺跡（２）八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書第６４集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2019.2 156p 写真図版 55p 付図 3 枚 30cm
( 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
651 集 ）
【受贈】
ぬまた 観光ガイド 群馬県沼田市
沼田市役所/発行
2018.8 折りたたみ 42 × 60cm

【上毛 4/12】

マンガでわかる！１０才までに覚えたい４７都道
府県 地名・地形・自然●産業・名物・名産●伝
統・歴史●交通
高濱正･佐藤暢昭/監修 永岡書店/発行
2019.3 399p 21cm 1500 円
付属資料：都道府県ポスター(1 枚)
【TRC 新刊案内 2103 号】

【受贈】

棟高西新堀遺跡 住宅建設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
2019.3 14p 写真図版 4p 30cm
( 高崎市文化財調査報告書 第 428 集 ）
【受贈】

ぬまた山歩きガイド 登山＆ハイキング
沼田市経済部観光交流課[/発行]
[2018] 21p 20cm
【受贈】
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〔2019.5〕

わたしたちのくらしと国土 [２] 高い土地のく
らし
井田仁康/監修 金の星社/発行
2019.2 47p 30cm 3100 円
嬬恋村に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2101 号】

手話言語条例のめざす伊勢崎市を実現するために
～手話でつなごうこころの絆～
伊勢崎市手話施策推進委員会/作成
2019 16p A4 判
【上毛 4/20】
松韻 第４１号 平成３０年度
群馬県高等学校長協会/発行
2019.3 130p 26cm

館林市ハザードブック保存版 あなたと家族の命
を守る行動を考える本
片山敏孝(館林市防災アドバイザー)/監修
館林市/発行
2019.3 52p 30cm
【受贈、上毛 4/24】

3 社会科学
安中教育 第１３号
安中市教育委員会/発行
2019.3 64p 30cm

【受贈】

いずみ 第７０号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2019.3 211p 21cm

【受贈】

知事発言要旨 平成３１年第１回定例県議会
群馬県[/発行]
2019 17p 30cm
【受贈】

学校における人権教育 第２２集（平成３０年度）
安中市教育委員会/発行
2019.2 37p 30cm
【受贈】
上川淵地区の伝統行事と祭り
上川淵地区郷土民俗資料館/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.3 90p 21cm 600 円
( 前橋学ブックレット 16 ）【受贈、上毛 4/11】
研究の記録 平成３０年度
伊勢崎市教育研究所[/発行]
2019.3 1 冊 30cm
群馬県企業局史（続）６０周年
群馬県企業局/発行
2018.10 344p 27cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

研修講座案内 平成３１年度
群馬県総合教育センター/発行
2019.3 63p 30cm

【受贈】

【受贈】

定例県議会議案 平成３１年第１回
明書)病院局関係
群馬県[/発行]
2019 50p 30cm

(附予算説

定例県議会議案 平成３１年第１回
年度関係）
群馬県[/発行]
2019 84p 30cm

（平成３０

定例市議会議案書 平成３１年第１回
送付分）
前橋市[/発行]
2019 13p 30cm

【受贈】

【受贈】
（第２次
【受贈】

日本の伝統文化仕事図鑑 [２] 工芸・建築・服
飾ほか
ワン･ステップ/編 金の星社/発行
2019.2 79p 29cm 3900 円
高崎だるま(だるま工房やなせ)に関する記述あ
り
【購入】

群馬大学地域貢献事業報告書 平成２９年年度
群馬大学地域連携推進室[/発行]
2019 27p 30cm
【受贈】
群馬パース大学紀要 第２３号
群馬パース大学/発行
2018.3 30p 30cm

地方大学再生 生き残る大学の条件
小川洋/著 朝日新聞出版/発行
2019.3 244p 18cm 810 円
( 朝日新書 710 ）
共愛学園前橋国際大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2103 号】
定例県議会議案 平成３１年第１回
群馬県[/発行]
2019 148p 30cm

群馬大学地域貢献事業 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－ 平成３
０年度
群馬大学地域連携推進室[/発行]
2019.3 81p 30cm
【受贈】

〔 2019.5〕

【受贈】

ハッピーエンディングノート
渋川市･渋川地区在宅医療介護連携支援センタ
ー[/発行]
2019 36p A4 判
【朝日 5/8】

-4-

包括外部監査の結果報告書
竹原正貴[/著･発行]
2019 288p 30cm

平成３０年度
【受贈】

補正予算説明書 平成３０年度
回定例県議会
群馬県[/発行]
2019 246p 30cm
予算説明書 平成３１年度
群馬県[/発行]
2019 360p 21 × 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
ある土地の物語 中島知久平・ヴォーリズ・レー
モンドが見た幻
樺島榮一郎/著 北樹出版/発行
2019.3 220,3p 22cm 2500 円
【TRC 新刊案内 2101 号】

平成３１年第１
【受贈】

第１回定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成３１年度当初予算
群馬県[/発行]
2019 382p 30cm
【受贈】

上木盛一家所蔵資料－群馬県吾妻郡中之条町－
原眞/調査･執筆
鍛冶職人文化研究会/編集･発行
2018.11 1 冊 30cm
【受贈】
うどんマップ
麺のまち「うどんの里館林」振興会[/発行]
2019 六つ折り B3 判
【上毛 4/16】

4 自然科学
かみつけ Ｎｏ．１２
毛野・秩父虫の会/発行
2019.3 103p 26cm

命を支える「ふとん」のはなし
横尾正美/著
つむぎデジタル出版(渋川市)/発行
2018.8 52p 21cm
著者は丸三綿業株式会社(高崎市)前代表取締役
専務
【受贈】

群馬県の鋸鍛冶職人－歴史と系譜を遡る－
原眞/執筆 鍛冶職人文化研究会/編集･発行
2019.3 140p 30cm
【受贈】

【受贈】

香窓 香川栄養学園誌 Ｖｏｌ．７５
[広報戦略室学園広報課/発行]
2018.8 49p 30cm
特集「疎開学園：群馬･赤城山麓の地を訪ねて
－戦中戦後の栄養学実践に学ぶ－」収録【受贈】

世界の傑作機 ＦＡＭＯＵＳ ＡＩＲＰＬＡＮＥ
Ｓ ＯＦ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ アンコール版
Ｎｏ．３２ ９７式艦上攻撃機
文林堂/発行
2019.4 87p 26cm 1143 円
【TRC 新刊案内 2102 号】

これで安心ヤマビル対策 群馬県内のヤマビル分
布の変遷 人での対策・庭などでの対策
群馬県林業試験場/発行
2019.2 [折りたたみ]
【上毛 5/5】

零戦と一式戦「隼」完全ガイド
本吉隆･野原茂/著 イカロス出版/発行
2019.3 177p 26cm 2037 円
【TRC 新刊案内 2101 号】

自然の森の草花 群馬県立観音山ファミリーパー
ク
群馬県立観音山ファミリーパーク[他]/発行
2019 48p A5 判 500 円
【上毛 4/24】

戦国大名の山城を歩く
小和田泰経/著 新紀元社/発行
2019.3 127p 21cm 2200 円
長野氏・箕輪城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2101 号】

シンポジウム「弘仁地震の実像に迫る－平安の関
東地方北西部の大震災」発表要旨集
早田勉･熊原康博･若井明彦/編集
[広島大学大学院教育学研究科自然地理学研究
室･群馬大学地盤工学研究室･火山灰考古学研究
所/発行]
2018.12 52p 30cm
【受贈】

地域発！つながる・集める施設のデザイン 市町
村・商店街の交流・観光・宿泊施設特集
パイインターナショナル/編･著･発行
2019.2 173p 30cm 5900 円
太田市美術館･図書館に関する記述あり【購入】

中野沼水生動植物群についての調査報告書
邑楽町教育委員会/編集･発行
2019.3 155p 30cm
【受贈】

日本の名作住宅の間取り図鑑 住まいの歴史がマ
ルわかり 改訂版
大井隆弘/著 エクスナレッジ/発行
2019.3 159p 21cm 1600 円
富沢家住宅・旧井上房一郎邸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2101 号】
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〔2019.5〕

和の文化を発見する水とくらす日本のわざ １
生活 井戸・水道・堤防など
中庭光彦/監修 汐文社/発行
2019.2 47p 28cm 2800 円
利根川の東遷に関する記述あり
【購入】

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 ２
関東・北陸
西戸山学/著 岩崎書店/発行
2019.2 55p 29cm 3300 円
【TRC 新刊案内 2101 号】
鉄道伝説 昭和・平成を駆け抜けた鉄道たち 完
全保存版
BS フジ「鉄道伝説」制作班/著 辰巳出版/発行
2019.2 223p 19cm 1700 円
碓氷峠に関する記述あり
【購入】

6 産業
きのこ研だより ４１
日本きのこ研究所/発行
2018.12 60p 26cm
ぐんま絹遺産ガイド
群馬県/作製
2019 八つ折り A2 判

【受贈】

農家民宿開業の手引き
群馬県[/発行]
2019 12p A4 判

【東京 5/9、上毛 5/12】

群馬県森林林業統計書 平成３０年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2019.1 126p 30cm
群馬県畜産試験場研究報告
年２月
群馬県畜産試験場/発行
2019.2 43p 30cm

特用林産物生産・流通の実態 平成３０年版（２
０１８年）
群馬県環境森林部林業振興課/発行
2019 34,43p 30cm
【受贈】

第２５号

平成３０年度嬬恋村カモシカ等食害対策調査 平
成３０年度嬬恋村カモシカ等食害対策調査に係る
普及啓発報告書
群馬県教育委員会文化財保護課･ROOTS[/発行]
2019.2 27,21p 30cm
【受贈】

【受贈】
平成３１

平成３０年の林業災害
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2019.3 15p 30cm

【受贈】

群馬県民有林治山事業の概要 平成３０年度
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2019.3 83p 30cm
【受贈】
ぐんまの園芸 ２０１９
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2019.2 15p 30cm

ありとうま 紙芝居
島田兼之/著
前橋市立大室小学校/企画 前橋市立大室小学
校･地域住民･城南地区社会福祉協議会/制作
2018.11
島田氏(前橋市在住)の戦争体験をまとめたもの
【上毛 5/6】

しるくめぐり
群馬県/作製
2019 20p A5 判
県内の絹に関する施設を紹介するパンフレット
【桐生タイムス 5/7、東京 5/9】

群馬県沼田市文化財ガイド
沼田市教育委員会/編集･発行
2018.3 37p 30cm

世界にはばたけ！明日の農業・未来の漁業 １
大ヒット！野菜と米
教育画劇/発行
2019.2 35p 31cm 3500 円
下仁田ねぎに関する記述あり
【購入】

〔 2019.5〕

【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

【受贈】

群馬の蚕神めぐり
富岡製糸場世界遺産伝道師協会/作製
2019 16p A5 判
蚕神を回る 12 コースの紹介小冊子 【上毛 4/22】

地域森林計画変更計画書
群馬県/発行
2019 15,9,12p 30cm

【毎日 4/25】

【受贈】

群馬陸上競技年鑑 ２０１９年
群馬陸上競技協会･群馬県障がい者陸上競技協
会/編集･発行
2019.3 394p 30cm
【受贈】

平成３０年度
【受贈】
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Ｄａ－ｉＣＥ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
Ｂｏｏｋ
主婦と生活社/発行
2019.3 1 冊 26cm 5000 円
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
Da ‐ iCE のメンバー和田颯は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2100 号】

[石碑の路(いしぶみのみち)の万葉集歌碑をめぐ
る] ハイキングマップ
高崎商科大学地域連携センター/作製
2019 2 冊
高崎市の山名丘陵の万葉集歌碑を紹介。英訳付
【上毛 5/3】
「雲雀の会」詩集 第１２号
前橋文学館友の会 詩サークル「雲雀の会」
/発行
2019.3 28p 26cm
【受贈】

富士見かるた
富士見地区歴史文化遺産活用委員/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.3 108p 21cm 600 円
( 前橋学ブックレット 17 ）【受贈、上毛 4/11】

この二人はあやしい 芥川龍之介と萩原朔太郎―
アフォリズムにみる５つのターム―『月に吠えら
んねえ』龍くんと朔くん篇
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2018.10 71p 21cm
【受贈】

歴代春夏甲子園メンバー表１００年大全集 ２０
１９最新版
ホームラン編集部/編 廣済堂出版/発行
2019.3 303p 26cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2103 号】

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しＢＯＯＫ ｖｏｌ．２４
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2019.3 251p 21cm 1200 円
友井羊(群馬県生まれ)著「スープ屋しずくの謎
解き朝ごはん」収録 【TRC 新刊案内 2102 号】

8 語学
第３８回全国中学生人権作文コンテスト群馬県大
会入賞作文集 平成３０年度「人権の花運動」写
真集 おもいやり
前橋地方法務局人権擁護課･群馬県人権擁護委
員連合会/発行
2019.2 40p 21cm
【 受贈】

上毛新聞ひろば掲載１００回記念
富田和夫/著 上毛新聞社事業局出版部/製作
2019.3 101p 21cm
上毛新聞の「ひろば」欄掲載文章をまとめたも
の。著者は前橋市在住
【受贈、上毛 5/10】
昭和期デカダン短篇集
道籏泰三/編 講談社/発行
2018.10 406p 16cm 2100 円
（ 講談社文芸文庫 み M1 ）
坂口安吾著「勉強記」
「禅僧」収録 【朝日 7/10】

9 文学

心霊殺人事件 安吾全推理短篇
坂口安吾/著 河出書房新社/発行
2019.3 296p 15cm 740 円
（ 河出文庫 さ 1-6 ）

安吾人生案内
坂口安吾/著 三田産業/発行
2019.2 239p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2101 号】
安吾の桐生さんぽ
安吾を語る会/発行
2019 10p A4 判
安吾と桐生の縁を紹介する冊子
家康に訊け
加藤廣/著 新潮社/発行
2019.2 221p 20cm 1600 円
上泉伊勢守に関する記述あり

水煙 第３１集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2019.3 62p 21cm

【上毛 4/23】

【東京 4/28】
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【受贈】

接吻・中本道代 第２６回萩原朔太郎賞受賞者展
水と緑と詩のまち前橋文学館/編集･発行
2019.2 79p 26cm
【受贈】
十津川警部郷愁のミステリー・レイルロード
西村京太郎/[著] 徳間書店/発行
2019.3 282p 18cm 900 円
（ TOKUMA NOVELS ）
「特急「あさま」が運ぶ殺意」収録
【TRC 新刊案内 2102 号】

〔2019.5〕

繭と絆 富岡製糸場ものがたり
植松三十里/著 文藝春秋/発行
2019.3 318p 16cm 820 円
（ 文春文庫 う 26-2 ）
【TRC 新刊案内 2102 号】
武蔵野をよむ
赤坂憲雄/著 岩波書店/発行
2018.10 13,215p 18cm 820 円
（ 岩波新書 新赤版 1740 ）
田山花袋に関する記述あり

引きこもり主婦が３０歳から営業を始めてトップ
セールスになれたマインド術
小倉圭子/著 麻布書院/発行
2015.7 167p 21cm 1670 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

【朝日 3/27】

マネジメントの理論と系譜
松尾洋治･山崎敦俊/著 同文舘出版/発行
2019.3 8,153p 21cm 1900 円
山崎氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2102 号】

県関係者の一般著作
ＩＦＲＳの概念フレームワーク
岩崎勇/著 税務経理協会/発行
2019.3 3,7,197p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2101 号】
医用工学
富永孝宏･坂本重己/著 共立出版/発行
2019.3 12,193p 21cm 2800 円
（ 診療放射線基礎テキストシリーズ 1 ）
坂本氏は群馬パース大学教授
【TRC 新刊案内 2103 号】

視聴覚資料
尾曳の渡し（CD）
水森英夫/作曲 森山愛子/歌
2019.5
館林市の城沼やツツジを歌い上げた曲
【上毛 4/26、読売 5/9】

英語授業・全校での協同学習のすすめ 「主体的
・対話的で深い学び」をめざして
根岸恒雄/著 高文研/発行
2019.3 159p 26cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2103 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯６３ 短歌を
詠もう！歌人が学校に 平成３０年１２月１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】

近世甲斐国社家組織の研究
西田かほる/著 山川出版社/発行
2019.2 7,334,28p 22cm 7000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2102 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯７４ 再放送
⑪挑め！未来の技術者たち 平成３１年２月１６
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】

後悔しない介護サービスの選び方<１０のポイン
ト> イラスト図解
田中元/著 ぱる出版/発行
2019.3 191p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2102 号】

Ｍｙ Ｂｌｕｅ Ｈｅａｖｅｎ（CD）
温井眞理子/作曲･編曲
温井眞理子･岡部洋一･納浩一/演奏
西美友貴/歌
2019.3 9 曲 2000 円(税込)
温井氏は藤岡市在住
【受贈、上毛 5/14】

消費者と社会的課題 ソーシャル・コンシューマ
ーとしての社会的責任
大平修司/著 千倉書房/発行
2019.2 11,356p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2101 号】
数論のはじまり フェルマからガウスへ
高瀬正仁/著 日本評論社/発行
2019.3 4,292p 20cm 2700 円
（ 数学の泉 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2103 号】

〔 2019.5〕

ｆｉｋａ(フィーカ) 世界一幸せな北欧の休み方
・働き方
芳子ビューエル/著 キラジェンヌ/発行
2019.3 237p 19cm 1600 円
（ veggy Books ）
著者はアペックス(高崎市)取締役社長
【ぐんま経済 4/25】

電子資料
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