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坂東三十三所観音巡礼 改訂新版
坂東札所霊場会/編 朱鷺書房/発行
2019.4 230p 19cm 1500 円
付属資料：詳細地図 【TRC 新刊案内 2112 号】
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・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。

赤城山ハイキング・トレッキングマップ
前橋市･前橋観光コンベンション協会/作製
2019 六つ折り A3 判
テレビアニメ「ヤマノススメ」のキャラクター
を使った登山マップ
【読売 6/14、東京 6/16】

・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。

伊勢崎城跡１ 伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事
業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市/発行
2019.3 41p 写真図版 11p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 128 集 ）
【受贈】

・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。

いろは 夏号 情報誌
群馬銀行(前橋市)/発行
2019 40p A4 判

岩鼻歴史マップ集 第８編 新岩鼻八景
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会/編集･発行
2019.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

０ 総記
群馬県立歴史博物館紀要 第３９号（２０１８）
群馬県立歴史博物館/発行
2018.3 75p 30cm
【受贈】

海老名彈正関係資料
關岡一成/編 教文館/発行
2019.4 308p 22cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2111 号】

群馬県立歴史博物館紀要 第４０号（２０１９）
群馬県立歴史博物館/発行
2019.3 96p 30cm
【受贈】

おいがみ温泉さんぽみち
大野正人･横浜商科大学学生/製作
2019.3 折りたたみ A3 判
大野氏は沼田市と観光分野で連携協定を結んで
いる横浜商科大学教授。
【日経 6/19】

にったとしょかんだより ２０１３．６月号～
２０１９．３月号
太田市立新田図書館/発行
2019.4 1 冊 30cm
【受贈】

尾瀬ハイキングガイド
尾瀬保護財団[/発行]
2019.3 折りたたみ 42 × 60cm

1 哲学･宗教
神社に隠された大和朝廷統一の秘密
武光誠/著 河出書房新社/発行
2019.5 231p 19cm 1600 円
赤城神社に関する記述あり

【上毛 7/2】

【受贈】

おてんま もっと下仁田とつながる小さな本
Ｖｏｌ．１
おてんま編集部/編集
下仁田町役場地域創生課地域振興係/発行
2019.1 1 冊 21cm
【受贈】
【購入】
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〔2019.7〕

おてんま もっと下仁田とつながる小さな本
Ｖｏｌ．２ 特集：ロックな下仁田
おてんま編集部＆まちの人/編集
下仁田町役場地域創生課(4 月から企画課)地域
振興係/発行
2019.3 1 冊 21cm
【受贈】

下谷Ａ号墳－後期前方後円墳の調査－ 分譲住宅
地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
山下工業株式会社/編集･発行
2017.7 42p 写真図版 13p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 ）
【受贈】
市内遺跡２５
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2019.3 24p 30cm

外国人が見た日本 「誤解」と「再発見」の観光
１５０年史
内田宗治/著 中央公論新社/発行
2018.10 3,274p 18cm 880 円
（ 中公新書 2511 ）
ブルーノ・タウトの日光東照宮批判に関する記
述あり
【朝日 5/8】

シニアライフ 還暦、自我の壁を破って貢献の人
生が始まった 人は、学びその実践で生涯進化・
成長する
原田あつ子/著 ひまわり出版/発行
2017.4 49p 21cm
吉井町での活動に関する記述あり
【受贈】

家族でおでかけ夏休み 関東・首都圏発 [２０
１９]
昭文社/発行
2019.7 176,31p 30cm 580 円
（ まっぷるマガジン ）
【TRC 新刊案内 2113 号】

上武絹の道ＩＣ降りてぶらっと３時間周遊＆ちょ
い寄りグルメ Ｖｏｌ．２
NPO 産業観光学習館/発行
2019
【上毛 7/2】

観光列車旅百科
「旅と鉄道」編集部/編 天夢人/発行
2019.6 159p 21cm 1700 円
（ 旅鉄 BOOKS 017 ）
トロッコわたらせ渓谷号に関する記述あり
【購入】

上毛の偉人 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.4 104p 19cm 2800 円(頒価)
旅ルミネ
ルミネ/発行
2019.4
中之条町の魅力を紹介する冊子

企画展 第６７回 地中からのメッセージ－遺跡
から読み解く“みどり市”の歴史－
岩宿博物館/編集･発行
2019.2 37p 30cm
【受贈】

【受贈】

【上毛 7/4】

中世瓦の考古学
中世瓦研究会/編 高志書院/発行
2019.5 325p 27cm 15000 円
「上野」木津博明(群馬県埋蔵文化財調査事業
団)/著収録
【TRC 新刊案内 2112 号】

「北関東三県」の不思議と謎 群馬・栃木・茨城
くらべてみたら？
風来堂/編 実業之日本社/発行
2019.6 191p 18cm 980 円
（ じっぴコンパクト新書 364 ）
【TRC 新刊案内 2113 号】

低山手帖 低山歩きは知的な大冒険
大内征/著 日東書院本社/発行
2019.4 191p 19cm 1500 円
戸神山に関する記述あり

『公武和双論』を読む
茂原璋男/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2019.5 150p 19cm 1000 円(税込)
著者は元群馬県副知事
【受贈、上毛 6/22】

なかのじょう地域散歩
中之条町教育委員会/発行
2019.3 193p A4 判 3000 円

古代東国の国分寺瓦窯
須田勉･河野一也/編 高志書院/発行
2019.5 301p 22cm 6500 円
（ 古代東国の考古学 5 ）
上野国分寺の瓦窯に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2113 号】

日本古代の氏と系譜
篠川賢/編 雄山閣/発行
2019.3 363p 22cm 7800 円
「上毛野氏の形成と展開」収録

【購入】

【上毛 6/18】

【購入】

ニッポン１０大トレイル
シェルパ斉藤/[著] 枻出版社/発行
2019.6 256p 21cm 1500 円
尾瀬縦断トレイルに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2113 号】

史跡上野国分寺跡保存活用計画
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2019.3 104p 30cm
【受贈】

〔 2019.7〕

【受贈】
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沼田義民伝 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.4 252p 19cm 3800 円(頒価)

【受贈】

はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．３９
尾瀬保護財団/発行
2019.3 16p 30cm

【受贈】

3 社会科学
育英大学研究紀要第１号 育英短期大学研究紀要
第３６号
紀要編集専門委員会/編集
育英大学･育英短期大学/発行
2019.3 112p 30cm
【受贈】

人になれ人、人になせ人 クリスチャン・サムラ
イ海老名彈正
關岡一成/著 教文館/発行
2019.4 168p 20cm 1000 円
安中教会牧師就任に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2111 号】
平成２８年度市内遺跡確認調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2019.3 36p 写真図版 7p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 127 集 ）
【受贈】

おもしろ科学教室教材集 ２９
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2019.3 35p 30cm

【受贈】

教育行政の主要施策 平成３１年度
群馬県教育委員会/発行
2019.3 95p 30cm

【受贈】

教育要覧 平成３１年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所/発行
2019 7p 30cm
【受贈】

【購入】

教科書から消える！？偉人たち
初田景都/著 辰巳出版/発行
2019.4 197p 19cm 1000 円
（ もっと知りたい日本史(のこと) ）
新田義貞に関する記述あり
【購入】

ヘンな名湯 いますぐいける！
岩本薫/著 みらいパブリッシング/発行
2019.5 143p 21cm 1450 円
赤城温泉御宿総本家･奈女沢温泉釈迦の霊泉に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2112 号】

群馬県教育振興基本計画 第３期（２０１９年度
～２０２３年度）
群馬県教育委員会事務局総務課/編集
群馬県/発行
2019.3 113p 30cm
【受贈】

保泉・丸山東２遺跡２－古代用水路跡と旧流路跡
の発掘調査－ 都市計画３・４・７１号線道路改
良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
山下工業/編集 伊勢崎市/発行
2019.3 19p 写真図版 4p 30cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 129 集 ）
【受贈】

群馬県教育振興基本計画 第３期 概要版
[群馬県/発行]
[2019.3] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】
群馬県の治安情勢 平成３１年版
群馬県警察本部/発行
2019 12p 30cm

【受贈】

前橋風 第３号 酒井忠清申渡状１０９通の翻刻
まやはし/発行
2019.5 251p 30cm 2800 円 【受贈、上毛 7/8】

群馬県労働委員会年報 平成３０年版
群馬県労働委員会事務局/発行
2019.3 67p 30cm

【受贈】

棟高南八幡街道遺跡３ 店舗建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
山下工業株式会社/編 高崎市教育委員会/発行
2019.2 54p 写真図版 11p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 423 集 ） 【受贈】

群馬大学教育実践研究 第３６号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2019.3 310p 30cm
【自館製本】

平成野球３０年の３０人
石田雄太/著 文藝春秋/発行
2019.4 314p 19cm 1700 円
（ Sports Graphic Number Books ）
斎藤佑樹氏に関する記述あり

群馬で学ぶ多文化共生
西舘崇･大嶋果織/編･著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.6 72p 21cm 1000 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット

もっと日本が好きになる！なるほど都道府県
３１２
篠原靖/監修 えほんの杜/発行
2019.5 175p 21cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2113 号】
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10 ）
【受贈】

〔2019.7〕

ぐんまの健康福祉 ２０１９
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2019.3 21p 30cm

【受贈】

群馬歴史民俗 第４０号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2019.3 120p 21cm

【受贈】

台湾・台南そして安平！ 日本公務員の駐在日記
阿部真行/編･著 上毛新聞社/発行
2019.7 107p 18cm 1000 円
著者はみなかみ町職員 【受贈、上毛 6/30･7/6】
地域をまわって考えたこと
小熊英二著 東京書籍/発行
2019.6 191p 19cm 1600 円
南牧村に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2114 号】

健康福祉研究 第１５巻第２号（２０１８）
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
2019.3 47p 26cm
【受贈】

富岡市防災マップ
富岡市/発行
2019 折りたたみ
9 年ぶりの全面刷新

事業概要 平成３１年度
群馬県こども未来部こども政策課総務予算係･
群馬県健康福祉部健康福祉課企画予算係/編集･
発行
2019.4 144p 30cm
【受贈】
施策の概要 平成３１年度(２０１９年度)
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
2019 48p 30cm
【受贈】
ジャパン・ストーリー Ｊａｐａｎ Ｓｔｏｒｙ
昭和・平成の日本政治見聞録
ジェラルド・L.カーティス/著 村井章子/訳
日経 BP/発行
2019.5 293p 20cm 1800 円
中曽根康弘氏インタビュー収録
【TRC 新刊案内 2112 号】

日本地域政策研究 第２２号
日本地域政策学会/編集･発行
2019.3 102p 30cm

【受贈】

藤岡市勢要覧 ２０１９
藤岡市/規格･編集[･発行]
2019.3 37p 30cm
付属資料：資料編

【受贈】

藤岡市まちづくりシンポジウム 平成３０年度事
業報告
藤岡市まちづくりシンポジウム実行委員会/編
集･発行
2019.3 37p 30cm
【受贈】
明和学園短期大学紀要 第２８集（２０１８）
明和学園短期大学/編集･発行
2019.3 138p 30cm
【受贈】

生涯学習要覧 平成３１年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯学
習係[/発行]
2019 26p 30cm
【受贈】

臨江 第三十八号（平成三十年度）
明寿大学同窓会/発行
2019.3 131p 26cm

上州路の伝承わらべうたの旅 解説編・楽譜編
酒井正保/著[･発行]
2019.6 137,51p 26cm 2000 円(税込)
著者は群馬県在住
【受贈】
「好き！」から始める未来の職業探しハンドブッ
ク ２０１９
エフエム群馬･中広群馬支社/発行
2019 40p A5 判
【上毛 6/27】

【受贈】

4 自然科学
赤城姫 第３１号
赤城姫を愛する集まり/発行
2019.3 109p 26cm

戦後日本の地域金融 The Regional Finance of
Postwar Japan:Bankers' Challenges バンカー
たちの挑戦
伊藤正直･佐藤政則/編･著
日本経済評論社/発行
2019.5 20,327p 22cm 4600 円
群馬銀行に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2112 号】

〔 2019.7〕

【上毛 7/2】

【受贈】

火山はめざめる
はぎわらふぐ/作 早川由紀夫/監修
2019.6 40p 27cm 1500 円
（ 福音館の科学シリーズ ）
浅間山で起こった 4 種類の噴火についての絵本
早川氏は群馬大学教授
【上毛 6/16】
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感染症発生動向調査報告書 平成３０年
（２０１８年）
群馬県感染症情報センター/編集･発行
2019.3 64p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾鉱毒事件と農学者の群像
山本悠三/著 随想舎/発行
2019.5 183p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2113 号】

群馬県食品安全検査センター業務報告 ＮＯ．７
２０１８
群馬県食品安全検査センター/編集･発行
2019.3 49p 30cm
【受贈】

街道のグルメ 関東版
刈部山本/著 辰巳出版/発行
2019.7 144p 21cm 1500 円
（ タツミムック ）
【TRC 新刊案内 2114 号】

群馬県立自然史博物館研究報告 第２３号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2019.3 110p 30cm
【受贈】

活動報告書 平成３０（２０１８）年度第１８号
南橘の自然観察と環境を守る会/発行
2019 37p 30cm
【受贈】

健康福祉統計年報 平成３１年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課地域福祉推進室地
域福祉係/編集･発行
2019.3 1 冊 30cm
【自館製本】
昭和六年九月廿一日 北関東地震報告
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.4 42p 21cm 2200 円(頒価)

近世新潟の城と陣屋
杉浦昭博/著 随想舎/発行
2019.4 271p 21cm 2000 円
高崎藩一ノ木戸出張陣屋･館林藩海老江出張陣
屋に関する記述あり
【購入】

復刊版
【受贈】

中・高生への科学の教室 さらに関心を高めるた
めに
藤嶋昭/監修 東京応化科学技術振興財団/編
学研プラス/発行
2019.6 152p 21cm 1440 円
（ 開け!科学の扉 7 ）
片山豪氏(高崎健康福祉大学教授)による実践例
の記述あり
【TRC 新刊案内 2112 号】

群馬県地域防災計画 風水害・雪害対策編 火山
災害対策編 事故災害対策編 火災対策編
群馬県防災会議/発行
2019.3 366p 30cm
【受贈】
群馬県地域防災計画 震災対策編
群馬県防災会議/発行
2019.3 235p 30cm

年報 平成２９年度
群馬県立精神医療センター/編集･発行
2019.2 78p 30cm
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８８回
群馬県県土整備局都市計画課/発行
2019.2 4,12p 30cm
【受贈】

フィールド・バイオロジスト ２５巻２号（２０
１８年６月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2018.6 54p 26cm
【受贈】
前橋市自然環境調査（植物）報告書
前橋市/発行
2019.3 70p 資料 93p 30cm

【受贈】

群馬県の廃棄物 平成２８年度版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課/編集･
発行
2019.3 84p 30cm
【受贈】
事業年報 平成２９年度
群馬県下水道総合事務所/発行
2019.3 174p 30cm

【受贈】

まえばしの植物 平成３０年度前橋市自然環境調
査（植物）概要版
前橋市環境部環境政策課[/発行]
2019 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

ＳＵＢＡＲＵサンバープチレストア＆改メンテ
内外出版社/発行
2019.5 194p 26cm 1389 円
（ NAIGAI MOOK ）
オートメカニック特別編集
【TRC 新刊案内 2110 号】

４７都道府県・花風景百科
西田正憲/編･著 上杉哲郎/著 丸善出版/発行
2019.5 4,316p 20cm 3800 円
【TRC 新刊案内 2111 号】

天命・天明鋳物師の足跡
髙橋久敬/編集･発行
2019.4 216p 26cm
群馬県の鋳物師に関する記述あり

-5-

【受贈】

〔2019.7〕

にっぽん 醬 油蔵めぐり
高橋万太郎/著 東海教育研究所/発行
2019.5 269p 19cm 1400 円
（ かもめの本棚 ）
岡直三郎商店･有田屋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2112 号】

群馬県水産試験場研究報告
群馬県水産試験場/発行
2018.12 1 冊 30cm

第２４号（２０１８）

群馬県農業技術センター研究報告
成３１年３月
群馬県農業技術センター/発行
2019.3 35p 30cm

日本発酵紀行 Ｆｅｒｍｅｎｔａｔｉｏｎ Ｔｏ
ｕｒｉｓｍ Ｎｉｐｐｏｎ
小倉ヒラク/著
D&DEPARTMENT PROJECT/発 行
2019.6 217p 20cm 1800 円
高崎の酒まんじゅう･前橋の焼きまんじゅうに
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2111 号】

群馬の交通事故統計 平成３０年
群馬県警察本部/発行
2019 40p 21 × 30cm

【自館製本】
第１６号

平

【受贈】

【受贈】

交通事故相談の概要 平成３０年度
群馬県県土整備部交通政策課･群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2019.4 6p 30cm
【受贈】

農家ごはんと旬野菜レシピ エダモンが畑からお
届け！
枝元なほみ/著 家の光協会/発行
2019.5 95p 26cm 1300 円
嬬恋村のキャベツに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2111 号】

ご当地弁当惣菜ガイド ２１７店３８７品厳選
日本食糧新聞社/発行
2019.4 238p 30cm 2000 円
（ 日食外食レストラン新聞別冊 ）
登利平･フレッセイ･高崎弁当に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2110 号】

Ｂｕｉｌｄｅｒ ｃａｔａｌｏｇ ２０１９ 家
づくり工務店カタログ
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2019.3 102p 30cm
【受贈】
前橋市立地適正化計画 平成３１年（２０１９年）
３月
前橋市都市計画部都市計画課･市街地整備課/編
集 前橋市/発行
2019.3 199p 30cm
【受贈】
前橋市立地適正化計画 概要版 平成３１年
（２０１９年）３月
前橋市都市計画部都市計画課･市街地整備課/編
集 前橋市/発行
2019.3 12p 30cm
【受贈】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成３０年度
群馬県農政部技術支援課/発行
2019 74p 30cm
【受贈】
第９回人と環境にやさしい交通をめざす全国大会
ｉｎ前橋 大会プログラム
[「人と環境にやさしい交通をめざす全国大会
㏌前橋」実行委員会/発行]
2019.3 28p 30cm
【受贈】
高山社の養蚕改革－養蚕農家とともに求めた繭質
・糸質の改良－
関口覺/著･発行
2019.4 30cm
著者は藤岡市在住
【上毛 6/25】
地価公示標準地価格
群馬県/発行
2019 118p 30cm

6 産業

平成３１年
【受贈】

きらりと輝くぐんま農業女子～Ｍａｇａｚｉｎｅ
～ Ｖｏｌ．３
群馬県農政部農業構造政策課/発行
2019.3 24p 30cm
【受贈】

畜産施策の概要 平成３１(２０１９)年度
群馬県農政部畜産課/発行
2019 58p 30cm
【受贈】

群馬県広域道路交通計画
群馬県/発行
2019.3 78p 30cm

中世の巨大用水路『女堀』の謎に迫る！－考古学
と歴史学の対話－ 史跡女堀シンポジウム記録集
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2019.3 41p 30cm
【受贈】

２０１９－２０３８
【受贈】

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２９年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2019.2 41p 30cm
【自館製本】

〔 2019.7〕

ＴＷＥＮＴＹ ＹＥＡＲＳ ＡＦＴＥＲ ～碓氷峠
に挑んだ技術とその後の２０年
水瀬雅美/著 Lavender Blue/発行
2019.5 94p 26cm
【受贈】
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「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報平成２９年度
群馬県企画部世界遺産課/編集･発行
2018.2 34p 30cm
【受贈】

群馬青年ビエンナーレ２０１９ ＴＨＥ１４ＴＨ
群馬県立近代美術館/編集･発行
2019.2 30p 28cm
【受贈】

農業農村整備事業のあゆみ 平成３０年度
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2019.3 153p 30cm
【受贈】

ぐんま版画展第３５回記念画集
群馬版画家協会/発行
2018.6 63p 30cm

人と環境にやさしい交通をめざす全国大会論集
２０１９・前橋
第 9 回人と環境にやさしい交通をめざす全国大
会･論集編集委員会/編集
人と環境にやさしい交通をめざす協議会〔交通
まちづくりの広場〕/発行
2019.3 108,17p 30cm
【受贈】

シマエナガちゃんの日々 ぼくはここにいるよ
小原玲/写真 堀田あけみ/文
ワニ・プラス/発行
2019.7 95p 18cm 1350 円
小原氏は幼児期から高校まで群馬県に在住
【読売 6/29、上毛 7/3】

緑化だより ２０１９年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2019 3p 30cm

【受贈】

下川淵カルタ
下川淵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
2019.5 107p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 18 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2114 号】

【受贈】

若者力
日本農業新聞取材班/著 筑波書房/発行
2019.5 12,232p 19cm 2000 円
くらぶち草の会(高崎市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2112 号】

神話機械 Ｍｙｔｈ Ｍａｃｈｉｎｅｓ
やなぎみわ/著 羽鳥書店/発行
2019.3 125p 29cm 2800 円
アーツ前橋で 2019 年 4 月 19 日～ 6 月 23 日開
催の展覧会の図録
【受贈】
生誕１５０年 湯浅一郎
群馬県立近代美術館/編集･発行
2018.4 119p 24cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

【受贈】

全国高等学校野球選手権大会１００回史 上巻
甲子園編 全試合収録
朝日新聞社/編･著
日本高等学校野球連盟/監修
朝日新聞出版/発行
2019.3 704p 31cm 7500 円
【受贈】

アザラシの赤ちゃん かわいいのヒミツ
小原玲/著 講談社ビーシー/発行
2019.6 95p 15 × 15cm 1300 円
著者は幼児期から高校まで群馬県に在住
【上毛 7/3】
雨宮栄子作詞作曲集 「子供の風景」
雨宮栄子[/著] 雨宮音楽教室(高崎市)/発行
2017.6 119p 30cm 2000 円
【受贈】

全国高等学校野球選手権大会１００回史 下巻
都道府県編 全国選手権大会出場全登録選手名
地方大会全試合収録
朝日新聞社/編･著
日本高等学校野球連盟/監修
朝日新聞出版/発行
2019.3 928p 31cm 7500 円
【受贈】

雨宮栄子作詞作曲集 「輪唱」
雨宮栄子[/著] 雨宮音楽教室(高崎市)/発行
2016.4 119p 30cm 2000 円
【受贈】
ＧＩＦＴ
MARI KATAYAMA(片山真理)/[作]
United Vagabonds/発行
2019.1 133p 31cm 5000 円
片山氏は伊勢崎市在住
【上毛 6/18】

蕪村と崋山 小春に遊ぶ蝶たち
冨田鋼一郎/著 郁朋社/発行
2019.4 224p 図版 16p 21cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2110 号】

群馬県立近代美術館年報 平成２９年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2019.1 73p 30cm
【受贈】

松本竣介子どもの時間
大川美術館/編集･発行
2019 118p 23cm
（ 松本竣介没後 70 年・大川美術館開館 30 周年
記念企画 vol. 3 ）
【受贈】
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〔2019.7〕

8 語学

小説すばる ５月号
集英社/発行
2019.5 21cm 920 円(税込)
綾部卓悦(前橋市生まれ)/著「ビショップの射
線」(第２回仙台短編文学賞大賞受賞)収録
【上毛 6/28】

9 文学

節分草 歌集
塚越郁子/著 ピース・ライフ書房/発行
2019.5 213p 20cm
著者は群馬県生まれ
【受贈】

仇討ち用心棒 裏八州無頼剣
深水越/著 コスミック出版/発行
2019.6 318p 15cm 650 円
（ コスミック・時代文庫 ふ 3-1 ）
高崎藩に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2114 号】

空色トパーズとあたらしい友だち
あんびるやすこ/作･絵 講談社/発行
2019.4 125p 22cm 1100 円
（ わくわくライブラリー ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2110 号】

いつか金色の馬車に乗って 三澤章子作品集
三澤章子/著 文芸社/発行
2019.6 178p 19cm 1200 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 6/15】

タイムトンネル（Ｔｉｍｅ Ｔｕｎｎｅｌ）
浦野惠司/著･発行
2019 1 冊 13 × 19cm
著者は渋川市生まれ
【受贈】

弥栄の烏
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2019.5 387p 16cm 700 円
（ 文春文庫 あ 65-6 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2110 号】

デッドヒート ＤＥＡＤ ＨＥＡＴ 中 マラソ
ンランナー・走水剛
須藤靖貴/著 角川春樹事務所/発行
2019.5 422p 16cm 820 円
（ ハルキ文庫 す 4-10 ）
ハルキ文庫 2012 ～ 2015 年刊の加筆･修正
群馬県を舞台にした駅伝物語
【TRC 新刊案内 2110 号】

産土(うぶすな)風景 詩集
大塚史朗/著 土曜美術社出版販売/発行
2019.5 131p 22cm 2000 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

花ひいらぎの街角
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2019.6 243p 16cm 590 円
（ 文春文庫 よ 31-8 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 2114 号】

おふろおふろ
高橋徹/作･絵 絵本塾出版/発行
2019.5 [32p] 25cm 1300 円
高橋氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2112 号】
企画展 第１０４回 ミステリー小説の夜明け－
江戸川乱歩、横溝正史、渡辺啓助、渡辺温－
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2019.4 8p 30cm
【受贈】

磔茂左衛門 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.4 303p 19cm 3800 円(頒価)

群馬県立女子大学国文学研究 第３９号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2019.3 236p 21cm
【受贈】
好日 歌集
岡田正子/著[･発行]
2019.5 236p 19cm
（ 地表叢書 第 162 篇 ）
著者は桐生市生まれ

不良少年とキリスト
坂口安吾/著 新潮社/発行
2019.6 253p 16cm 490 円
（ 新潮文庫 さ-2-4 ）【TRC 新刊案内 2113 号】
本のパーキング ２９号
hashoma-do/発行
2019.6 14p 21cm 200 円(頒価）
「老夫婦の愛の形 アズオ･イシグロ『忘れら
れた巨人』」アラマキマリコ(前橋市在住)/著収
録
【受贈】

【受贈】

少女の時間
樋口有介/著 東京創元社/発行
2019.5 352p 15cm 800 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-17 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2112 号】

〔 2019.7〕

【受贈】
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まど・みちおという詩人の正体
大橋政人/著 未來社/発行
2019.4 161p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/25、東京 6/30、桐生タイムス 7/3、
TRC 新刊案内 2110 号】
めぐりめぐって 詩集
田口三舩/著 明文書房/発行
2019.3 74p 17cm 1000 円
（ えぽ叢書 15 ）
著者は群馬県教育委員会在住

黒古一夫近現代作家論集 第２巻 大江健三郎論
林京子論
黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ/発行
2019.6 341p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 7/2】
現場で使える訪問介護サービス提供責任者便利帖
第２版
田中元/著 翔泳社/発行
2019.6 159p 21cm 2200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2114 号】

【受贈】
心と付き合うための心理学
木下まゆみ/著 北樹出版/発行
2019.5 10,170p 21cm 1900 円
著者は高崎経済大学経済学部教授
【TRC 新刊案内 2111 号】

県関係者の一般著作

自治体議会の取扱説明書(トリセツ) 住民の代表
として議会に向き合うために
金井利之/著 第一法規/発行
2019.5 336,12p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2111 号】

ＩＡＳＢの概念フレームワーク
岩崎勇/編･著 税務経理協会/発行
2019.5 2,7,186p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2111 号】
移民解禁 受け入れ成功企業に学ぶ外国人材活用
の鉄則
永井隆/著 毎日新聞出版/発行
2019.5 239p 19cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2111 号】

実践型レファレンス・サービス入門 補訂２版
斎藤文男･藤村せつ子/著
日本図書館協会/発行
2019.5 8,203p 19cm 1800 円
（ JLA 図書館実践シリーズ 1 ）
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2113 号】

歌人の行きつけ
田村元/著 いりの舎/発行
2018.12 175p 19cm 1800 円
（ りとむコレクション 107 ）
著者は旧新里村(現桐生市)出身

春風亭一之輔のおもしろ落語入門 おかわり！
春風亭一之輔/落語 山口晃/画 小学館/発行
2019.6 123p 22cm 1500 円
山口氏は桐生市藝術大使
【TRC 新刊案内 2114 号】

【上毛 6/25】

演じられる性差 日本近代文学再読
関礼子/著 翰林書房/発行
2019.5 411p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2114 号】

Ｓｃｒａｔｃｈでつくる！たのしむ！プログラミ
ング道場 ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ Ｊａｐａｎ公式
ブック 改訂第２版
角田一平･とがぞの/著 ソーテック社/発行
2019.5 191p 26cm 1850 円
とがぞの氏は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2112 号】

看護の現場ですぐに役立つ消化器看護のキホン
患者さんの思いをつなげてケアに生かす方法を学
ぶ！
中澤真弥/著 秀和システム/発行
2019.6 169p 26cm 1600 円
（ ナースのためのスキルアップノート ）
著者は高崎市の医院勤務の看護師 【上毛 6/12】

スタッフに「辞める！」と言わせない介護現場の
マネジメント できる介護職を守り育てる現場管
理者の実践マニュアル 第３版
田中元/著 自由国民社/発行
2019.5 247p 21cm 1900 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2113 号】

恐竜・古生物ビフォーアフター
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監
イースト・プレス/発行
2019.5 207p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2110 号】

旅するパリより住みたいパリ パリの魅力と住み
方を紹介します
今井干美/著 ごま書房新社/発行
2019.6 210p 19cm 1300 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2113 号】
-9-

〔2019.7〕

知性を高め未来を創る理科授業
益田裕充/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.5 193p 21cm 1800 円
著者は群馬県教育委員会教育委員
【受贈】
点と線の数学 グラフ理論と４色問題
瀬山士郎/著 技術評論社/発行
2019.5 159p 19cm 1780 円
（ 数学への招待 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2111 号】
ドキュメント皇室典範 宮沢俊義と高尾亮一
高尾栄司/著 幻冬舎/発行
2019.5 255p 18cm 840 円
（ 幻冬舎新書 た-24-1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2113 号】
農耕文化複合形成の考古学 上 農耕のはじまり
設楽博己/編 雄山閣/発行
2019.5 387p 22cm 7500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2113 号】
フィーディング・イン・バーテブレイツ（脊椎動
物における摂食）
シュプリンガー(本部･ドイツ)/発行
2019.5 865p
浅見知市郎(群馬パース大学保健科学部教授)他
/著の「舌」をテーマとした研究論文(50p)収録
【上毛 6/12】
メディアコミュニケーション学講義 記号／メデ
ィア／コミュニケーションから考える人間と文化
松 本 健太 郎 ･塙 幸枝 /著 ナ カ ニ シヤ 出版 /発行
2019.5 14,195p 21cm 2400 円
松本氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2111 号】
優生思想との決別 山本宣治と歴史に学ぶ
本庄豊/著 群青社/発行
2019.5 227p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2113 号】

視聴覚資料
島村小唄（DVD）
栗原誠治/企画･撮影･編集
2019.3 1 枚

若草の会/発行
【受贈】

新天使革命Ｔｙｐｅ－Ａ（CD）
2019.5 1 枚
群馬県代表であかぎ団の「責任者でてこいっ! 」
収録
【読売 6/29】

〔 2019.7〕
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前橋は恋の街夢の街（CD）
石井のぶや(石井伸明)/作詞･歌･制作
内山暁一/作曲
2019 1 枚 1200 円
カップリング曲「あの人は前橋の人」は駒あき
子とのデュエット
石井氏･内山氏･駒氏は前橋市在住 【上毛 6/25】
風雲高山長五郎（DVD）
柳耕平/作詞 江原太一湖/作曲 鈴木実留/唄
[2019] 1 枚
唄入り＆カラオケ
第 29 回群馬県作詞作曲家協会ふるさとに唄う
心の歌謡曲発表曲
【受贈】
プリマ・デル・トラモント（CD）
山中千尋/ピアノ
ユニバーサルミュージック合同会社/発行
2019.6 10 曲
DVD 付限定盤もあり
山中氏は桐生市出身
【上毛 7/2】

電子資料
群馬県水産試験場研究報告
（CD-ROM）
群馬県水産試験場/発行
2018.12 1 枚

第２４号（２０１８）
【受贈】

群馬大学教育実践研究 第３６号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2019.3 1 枚
【受贈】
健康福祉統計年報 平成３１年刊（CD-ROM）
群馬県健康福祉部/発行
2019 1 枚 602 円(税込)
【受贈】

