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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１９年８月分
No.３９３

神さまとのご縁を結ぶ日本の聖地８８カ所案内
祈りの神社詣で
天野雅道/監修 笠倉出版社/発行
2019.9 144p 21cm 1300 円
（ SAKURA MOOK 50 ）
榛名神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2122 号】

令和元(2019)年 9 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

恐い旅 異界探訪記
松原タニシ/著 二見書房/発行
2019.8 398p 19cm 1450 円
群馬の森･芝桜観音に関する記述あり 【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。
・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
青の帰り道 [ロケ地マップ]
前橋シネマハウス･吉井栄里佳/制作
2019 [二つ折り]
「青の帰り道」は岡本麻里氏(藤岡市出身)原案
で、主に前橋市内で撮影した映画
吉井氏は安中市出身
【上毛 8/21】

０ 総記

明日へのスキャット
由紀さおり/著 集英社/発行
2019.7 167p 19cm 1389 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2121 号】

いづみ読書会文集 あしあと 平成３０年度 第
３２号
いづみ読書会(大泉町)/発行
2019.7 47p 26cm
【受贈】

吾妻の里山
後藤信雄/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.8 216p 21cm 1000 円
【受贈】

軽井沢高原文庫通信 第９３号
軽井沢高原文庫/発行
2019.6 6p 30cm
「わたしの軽井沢」久保木宗一(前橋市生まれ)/
著収録
【受贈】

伊勢崎市稲荷町いま・むかし物語
岡本克則/編･著･作成
2018.10 26p 30cm
著者は伊勢崎市在住

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．１６
トロワデザイン(motto 編集部)/編集･制作･発行
2019.5 50p 21cm
【受贈】
要覧 令和元年度
群馬県立図書館/編集･発行
2019.7 34p 30cm

【受贈】

岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。
岩田聡/[述] ほぼ日刊イトイ新聞/編
ほぼ日/発行
2019.7 219p 20cm 1700 円
糸井重里氏(群馬県生まれ)のインタビュー収
録
【TRC 新刊案内 2122 号】

【自館作成】

ＮＨＫ Ｅテレで学びなおす知らないとは言えな
い「世界のいま」が１０分で身につく<地理>
NHK「10min.ボックス地理」制作班/編
NHK 出版/発行
2019.7 205p 19cm 1200 円
「なぜ、群馬県には多くの外国人が暮らしてい
るのか?」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2121 号】
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〔2019.9〕

大島田Ⅱ遺跡 沼田遺跡 西毛広域幹線道路整備
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
2019.7 79p 写真図版 41p 30cm 付図 2 枚
（ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第
657 集 ）
【受贈】

東国文化副読本 古代ぐんまを探検しよう ２０
１９年度版
群馬県文化振興課/企画･編集
群馬県･群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
委員会/発行
2019.4 72p 30cm
【受贈】

温泉やど関東・甲信越 ’２０
昭文社/発行
2019.8 224,15p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
【TRC 新刊案内 2120 号】

徳川家康の源流を探る 徳阿弥新田・松平紀行
東毛中世史研究会/発行
2019.5 342p 26cm
【受贈、上毛 8/10】

桐生郷土誌 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 308p 21cm 3800 円(頒価)
桐生史苑 第５８号
桐生文化史談会/発行
2019.3 135p 21cm

利根源流探検記
小林一二雄/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.8 244p 21cm
著者は安中市生まれ
【受贈】

【受贈】

懐かしの昭和ドライブイン
越野弘之/著 グラフィック社/発行
2019.7 159p 21cm 1600 円
永井食堂･谷川岳ドライブイン･茂木ドライブイ
ンに関する記述あり
【購入】

【受贈】

群馬県案内 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 290,6p 21cm 10400 円(頒価) 【受贈】
群馬県古墳概観 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 33p 21cm 2200 円(頒価)

七日市Ⅲ遺跡 平成３０年度地域関連道路事業地
方道事業費補助駒寄スマートＩＣ関連に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2019.3 20p 写真図版 8p 30cm
（ 吉岡町文化財調査報告書 第 38 集 ）
【受贈】

付図 1 枚
【受贈】

首都圏発１泊２日大人の小さな旅 思い立ったら
すぐ行ける好奇心をくすぐる少し贅沢な旅 [２
０１９]
昭文社/発行
2019.8 111p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ） 【TRC 新刊案内 2120 号】
高崎志 上 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 1 冊 26cm 5300 円(頒価)

【受贈】

高崎志 中 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 1 冊 26cm 5300 円(頒価)

【受贈】

高崎志 下 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 1 冊 26cm 5300 円(頒価)

白球の世紀 Century of High School Baseball
１９１５－２０１８ 高校野球１００回秘史
朝日新聞「白球の世紀」取材班/著
朝日新聞出版/発行
2019.6 319p 19cm 1600 円
小島英司氏(群馬県出身)に関する記述あり
【購入】
ふるさと再発見―赤堀の歴史と文化を学ぶ―
茂木克/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2019.7 71p 21cm
「赤堀の歴史や文化を学ぶ会」の活動成果をま
とめた本。著者は元伊勢崎市教育委員長
【受贈、上毛 8/11】
ＹＡＭＡ ａｎｄ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ぐんまの稜
線観光ガイドブック
群馬県/作成
2019 24p A5 判
昨年度作成につづく第 2 弾 【ぐんま経済 9/5】

【受贈】

ちゃんと知りたい歴史に輝く女性たち
榎本秋/編･著 榎本事務所/著 清水書院/発行
2019.7 191p 22cm 2300 円
新島八重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2121 号】

〔 2019.9〕

４７都道府県・名字百科
森岡浩/著 丸善出版/発行
2019.7 6,310p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
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【購入】

るるぶ温泉＆宿関東 伊豆箱根 信州 新潟
’２０
JTB パブリッシング/発行
2019.9 217p 26cm 1000 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 2123 号】
歴史人物ケンミンバトル 時空を超えて英雄が集
結！
大宮耕一/文 ジュニアエラ編集部/編
朝日新聞出版/発行
2019.7 143p 19cm 1200 円
新田義貞･関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2120 号】

【受贈】

業務概要 平成３０年度
群馬県立点字図書館/発行
2019.7 23p 30cm

【受贈】

組合案内 令和元年５月現在
群馬県交通安全施設業協同組合/発行
2019.5 1 枚(折りたたみ) 30 × 62cm 【受贈】
群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成３１年
度
群馬県教育委員会事務局高校教育課/発行
2019 1 冊 30cm
【受贈】

若者たちの夢の跡
藤生静枝/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.7 69p 22cm
著者は太田市在住
【受贈、上毛 8/16】

ぐんまの介護・福祉就職ガイドブック ２０１９
－２０２０
上毛新聞社介護・福祉就職ガイドブック係/編
集･発行
2019.6 80p
【上毛 8/15】
県民経済計算（確報概要版） 平成２８年度
群馬県/発行
2019.7 20p 30cm
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 令和元年第１回
伊勢崎市議会議長/調製･発行
2019.6 150p 30cm
【受贈】

公営企業の概要 令和元年度
群馬県企業局/編集･発行
2019.5 61p 30cm

伊勢崎市統計書 平成３０年版
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係/編集
伊勢崎市/発行
2019.6 81p 30cm
【受贈】

【受贈】

これから社会で働くために知っておくべき７つの
ルール
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2019.6 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

いつまでも自分らしく 地域包括ケアシステム
群馬県多職種連携推進協議会/発行
2019.3 47p 30cm
【受贈】

ＴＨＥ留学 ２０１７－２０１８
群馬県立女子大学外国語教育研究所/発行
2019 1 冊 30cm
【受贈】

いのち尊し いじめ克服体験記
金井みどり/著･[発行]
2019.7 596p 22cm
著者は安中市在住 【受贈、上毛 8/21、朝日 8/30】
太田市議会４年のあゆみ
３１年３月
太田市議会/編集･発行
2019.6 145p 21cm

共愛学園前橋国際大学論集 第１９号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2019.3 151p 30cm

児童・生徒保健活動の実践記録 第４５号 平成
３０年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2019 1 冊 30cm
【受贈】

平成２７年４月～平成

渋川北群馬保護区の歩み(平成２１年度から平成
３０年度) 更生保護制度施行５０周年記念誌
渋川北群馬保護区保護司会/発行
2019.5 78p 30cm
【受贈】

【受贈】

各市町村文化協会等活動概要 令和元年度
群馬県文化協会連合会/発行
2019.6 66p 30cm
【受贈】

消防年報 ２０１９年（令和元年）刊行
高崎市等広域消防局警防課/編集
高崎市等広域消防局/発行
2019.6 73p 30cm
【受贈】

学校要覧 令和元年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2019.6 57p 30cm
【受贈】

館林市統計書 平成３０年版
館林市総務部行政課/編集 館林市役所/発行
2019.4 162p 30cm
【受贈】
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〔2019.9〕

地域・社会貢献活動報告書 ２０１８
群馬県立女子大学[/発行]
2019.3 二つ折り 30 × 42cm
定例県議会議案 令和元年第２回
群馬県/発行
2019 163p 30cm

【受贈】

前橋市の教育 令和元年度
前橋市教育委員会事務局総務課/編集･発行
2019.7 133p 30cm
【受贈】

【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2019 52p 21cm

令和元年度版
【受贈】

定例市議会議案書 令和元年第２回（第１次送付
分）
前橋市/発行
2019 67p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書
分）
前橋市/発行
2019 4p 30cm

4 自然科学

令和元年第２回（第２次送付

命をつなげ！ドクターヘリ ２ 前橋赤十字病院
より
岩貞るみこ/文 講談社/発行
2019.7 203p 18cm 680 円
（ 講談社青い鳥文庫 C い 2-8 ）
【TRC 新刊案内 2119 号】

【受贈】

定例市議会議案説明資料(条例関係）令和元年第
２回（第１次送付分）
前橋市/発行
2019 48p 30cm
【受贈】
出前なんでも講座 令和元年度
群馬県総務部広報課/発行
2019.5 43p 30cm

ぐんままるごと健康チャレンジ２０１９
群馬県生活協同組合連合会[/発行]
2019 [二つ折り]
【上毛 8/9】

【受贈】
国立療養所栗生楽泉園内門衛所跡の発掘調査
大成エンジニアリング/編集
重監房資料館/発行
2019.4 77p 30cm
【受贈】

利根沼田生涯学習・社会教育要覧 令和元年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2019 48p 30cm
【受贈】

ＴｅｐｈｒｏＡｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ ｉｎ ｔｈ
ｅ Ｎｏｒｔｈ Ｐａｃｉｆｉｃ(北太平洋域の火
山灰考古学)
Gina L. BARNES,SODA Tsutomu/編 集
Archaeopress/発行
2019.3 329p 28cm
群馬県に関する記述あり
早田勉氏･能登健氏ほか群馬県在住者の論文掲
載
【受贈】

とみおか暮らしの便利帳 ２０１９年版
富岡市･ゼンリン前橋営業所/発行
2019.6 86p 30cm
【受贈】
板木 第６７集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究会･群
馬県へき地教育振興会[/発行]
2019.3 43p 30cm
【受贈】
文化ふじおか 第４号 平成３１年３月
協会誌編集委員会/編集 藤岡市文化協会/発行
2019.3 22p 30cm
【受贈】
保健の歩み ６６
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2019.3 93p 30cm

【受贈】

補正予算説明書 令和元年度
群馬県/発行
2019 272p 30cm

【受贈】

日本全国池さんぽ
市原千尋/著 三才ブックス/発行
2019.8 191p 21cm 2000 円
華蔵寺沼･草津温泉湯畑に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2122 号】
リアルサイズ古生物図鑑 古生物のサイズが実感
できる！ 中生代編
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修
技術評論社/発行
2019.8 255p 19 × 27cm 3200 円
【TRC 新刊案内 2120 号】

第２回定例県議会

前橋市各会計補正予算の概要 令和元年度 ６月
補正予算説明資料（令和元年第２回定例市議会）
前橋市/発行
2019 7p 30cm
【受贈】

〔 2019.9〕
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街道を歩く 沼田街道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 7 ）
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
会報 第４６号
群馬県食品工業協会/発行
2019.3 28p 30cm

【受贈】

群馬県水防計画 平成３１年度
群馬県/発行
2019 436p 31cm

【受贈】

街道を歩く 清水峠越え道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 9 ）
【受贈】

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成３０年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2019.6 53p 30cm
【受贈】

街道を歩く 足尾銅山街道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 11 ）
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１８９回
群馬県県土整備局都市計画課
2019.6 10p 30cm
付属資料：議案添付図面、参考資料 【受贈】

街道を歩く 日光例幣使道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 12 ）
【受贈】

群馬県の工業 平成３０年工業統計調査結果報告
書
群馬県企画部統計課/発行
2019.6 152,35p 30cm
【受贈】

街道を歩く 古戸・桐生道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 14 ）
【受贈】

ｆｉｋａ 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 ）
著者は高崎でカフェやインテリアショップを経
営
【受贈】

きっと見に行きたくなるすごい産業遺産
昭文社/発行
2019.8 95p 30cm 800 円
（ 昭文社ムック ）
碓氷第三橋梁･富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2119 号】

６０歳からのおしゃれのコツ
中山庸子/著 海竜社/発行
2019.5 119p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ

業務報告 平成３０年度(２０１８)
群馬県林業試験場/発行
2019.6 119p 30cm

【受贈】

群馬県農会報紀念号 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.6 154p 21cm 2800 円(頒価)

【受贈】

研究報告 第２３号
群馬県林業試験場/編集･発行
2019.5 136p 30cm

【受贈】

【上毛 9/2】

6 産業
街道を歩く 中山道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 2 ）
【受贈】

産業遺産巡礼 日本編
市原猛志/文･写真 弦書房/発行
2019.7 316p 21cm 2200 円
碓氷峠煉瓦造アーチ橋梁群に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2121 号】

街道を歩く 十石街道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 5 ）
【受贈】

島村ここに在り 境島村及びぐんま島村蚕種の会
に関する新聞報道等 その１０≪平成２９年４月
１日～平成３０年３月３１日≫
ぐんま島村蚕種の会[/発行]
2018 1 冊 30cm
【受贈】

街道を歩く 三国街道
群馬県教育委員会/発行
[2019] 1 枚(折りたたみ) 21 × 60cm
（ 群馬県歴史の道シリーズ 6 ）
【受贈】
-5-

〔2019.9〕

島村ここに在り 境島村及びぐんま島村蚕種の会
に関する新聞報道等 その１１≪平成３０年４月
１日～平成３１年３月３１日≫
ぐんま島村蚕種の会[/発行]
2018 1 冊 30cm
【受贈】

筑井孝子の描く大間々物語
筑井孝子/絵[･発行]
[2019] 16 枚 16cm
筑井氏は前橋市生まれ

高崎市の遊園地 カッパピアからケルナー広場へ
高崎経済大学地域科学研究所[/編集]
[日本経済評論社/発行]
2019
【上毛 9/10】

絵はがき
【受贈】

8 語学

玉原高原におけるブナ林復元と湿原保全のための
１５年間の成果報告書
玉原高原の自然を守り育てる会[/発行]
2019.3 59p 30cm
【受贈】
我が村を語る
ぐんま島村蚕種の会/発行
2019.2 14p 21cm
（ 境島村関係資料 第 13 号 ）

9 文学
阿部智里ＢＯＯＫ
[阿部智里/著] 文芸春秋/編集協力
2019 36p A5 判
阿部氏は群馬県生まれ
【上毛 9/10】

【受贈】

うしろから歩いてくる微笑
樋口有介/著 東京創元社/発行
2019.7 379p 20cm 1900 円
（ 創元クライム・クラブ ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2120 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
絵手紙は心のお薬です
あべなお/著 吉岡直子/発行
2019.5 67p 15 × 22cm 1800 円

風

【受贈】

Ｋｉｓｓ！
小原玲/著 小学館/発行
2019.7 95p 15 × 15cm 1200 円
著者は幼児期から高校まで群馬県に在住
【TRC 新刊案内 2121 号】

企 画展 第１ ００ 回 蛇 崩の 歌 人・ 佐 藤 佐 太 郎
(１９０９－１９８７)―その珠玉の短歌を味わう
―光とかがやきに溢れて
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2018.4 32p 30cm
【受贈】

郷土のアルバム 群馬の旬を捉えた写真集
大辻徹禅/著･発行
2019.6 27p 30cm
著者は桐生市在住
【受贈】

企画展 第１０１回 童謡詩人金子みすゞの世界
―みんなちがって、みんないい。―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2018.7 8p 30cm
【受贈】

きりえ沼田かるた 改訂
沼田市教育委員会/発行
2019.9 89 枚 20cm 600 円(税込)
1987 年発行の改訂版
【受贈、毎日 9/6】

企画展 第１０２回 『南総里見八犬伝』と群馬
＃浮世絵＃絵草紙＃ジュサブロー人形
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2018.10 40p 30cm
【受贈】

県民芸術祭報告集 第４２回（平成３０年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2019.6 37p 30cm
【受贈】

企画展 第１０３回 文学者の書 筆に込められ
た思い
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2019.1 32p 30cm
【受贈】

鈴の鳴る道 Ｒｏａｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｉｎｋｌ
ｉｎｇ Ｂｅｌｌ 英語で読む星野富弘
星野富弘/著 茅野美ど里/訳 偕成社/発行
2019.8 128p 25cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2122 号】

〔 2019.9〕

第２２号 平成３０（２０１８）年度
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2019.3 42,40p 30cm
【受贈】

月球儀 第７号（２０１９年）
山本掌/編集･発行
2019.8 57p 21cm 1000 円
山本氏は前橋生まれ
-6-

【受贈】

詩と思想 ７月号 通巻３８５号
土曜美術社出版販売/発行
2019.7 169p 21cm 1300 円
「マキさんよ 一つの直接性よ―浅川マキ、貴
女へ―」久保木宗一(前橋市生まれ)/著収録
【受贈】

ハムタのひまわり
伊藤純子/作･発行 粕川みさ子/絵
2019 32p A4 変型判 1500 円
伊藤氏は伊勢崎市在住
粕川氏は前橋市在住
【上毛 8/23】

すいかばたけのラベル
赤澤圭子/制作
2019 1 冊 1000 円
赤澤氏は桐生市在住 【桐生タイムス 8/23･30】
素晴らしき哉、貧乏！ あるいは、日々の暮らし
に隠れる「創意工夫」の源
大塩俊/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2019.1 265p 19cm 1200 円
著者はみなかみ町在住
【上毛 9/5】

無実の君が裁かれる理由
友井羊著 祥伝社/発行
2019.8 251p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ

【上毛 8/25】

蓆籏群馬嘶 第二編(上・中・下合本）復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.7 1 冊 19cm 3600 円(頒価) 【受贈】
蓆籏群馬嘶 第三編(上・中・下合本）復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.7 1 冊 19cm 3600 円(頒価) 【受贈】

【受贈】

弥酔の句集 第二十七回
白井宿弥酔の句会実行委員会/発行
2019.7 49p 21cm

泥酔文学読本
七北数人/著 春陽堂書店/発行
2019.5 310p 19cm 2400 円
「坂口安吾の酒」収録
【桐生タイムス 8/21】
てんしちゃんのおはなし
根岸彩乃/絵 木村裕美/文字
オレンジレター(伊勢崎市)/作･編集･発行
2019.7 32p 22 × 27cm
【受贈】

【受贈】

県関係者の一般著作
海辺を行き交うお触れ書き 浦触の語る徳川情報
網
水本邦彦/著 吉川弘文館/発行
2019.8 9,265p 19cm 1800 円
（ 歴史文化ライブラリー 486 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2121 号】

頭 足 類 身体 の 諸 相 乳 幼 児 ・ エ レ ア 派 ・ 詩 人 ・
『猫町』・タコ
中井孝章/著 日本教育研究センター/発行
2019.7 2,72p 21cm 1200 円
（ 頭足類身体シリーズ 2 ）
萩原朔太郎が著した「猫町」に登場する主人公
の頭足類身体に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2121 号】

音楽と絵画 上 バロック、古典派からロマン派
まで
倉林靖/著 芸術現代社/発行
2019.5 158p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2120 号】

督戦隊 復刻版
別院一郎/著 ハート出版/発行
2019.7 294p 19cm 1800 円
初版：教材社 昭和 13 年刊
著者は吉井町出身
【TRC 新刊案内 2122 号】
奔れ！六連銭
竹咲満/著･発行
2019.6 398p A5 判
著者は沼田市在住

【上毛 8/22】

蓆籏群馬嘶 第一編(上・中・下合本）復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.7 1 冊 19cm 3600 円(頒価) 【受贈】

セミクジラのぬけがら ミッチの道ばたコレクシ
ョン
如月かずさ/作 コマツシンヤ/絵 偕成社/発行
2019.8 78p 21cm 1200 円
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2120 号】
多行形式百句 俳句詞華集
林桂/編･著 鬣の会/発行
2019.8 143p 15cm 1000 円
著作は前橋市在住

窓辺にいて
房内はるみ/著 思潮社/発行
2019.7 92p 21cm 2400 円
著者は前橋市在住

音楽と絵画 下 マーラーとクリムト、民族楽派
から２０世紀まで
倉林靖/著 芸術現代社/発行
2019.5 186p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2120 号】

【週間利根 8/11･18】
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〔2019.9〕

鎌倉幕府の転換点 『吾妻鏡』を読みなおす
永井晋/著 吉川弘文館/発行
2019.9 213p 19cm 2200 円
（ 読みなおす日本史 ）
日本放送出版協会 2000 年刊の再刊
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2123 号】

美術・神話・総合芸術 「贈与としての美術」の
源へ
白川昌生/著 水声社/発行
2019.8 270p 20cm 2800 円
著者は前橋市立工科大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2121 号】

黒古一夫近現代作家論集 第３巻 村上春樹論
黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ/発行
2019.7 297p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2121 号】

方形の円 偽説:都市生成論
ギョルゲ･ササルマン/著 住谷春也/訳
東京創元社/発行
2019.6 213p 20cm
（ 海外文学セレクション ）
住谷氏は前橋市在住
【上毛 9/3】

ケアマネ＆介護リーダーのための「多職種連携」
がうまくいくルールとマナー 全図解
田中元/著 ぱる出版/発行
2019.8 222p 21cm 1500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2123 号】

視聴覚資料

自治体職員のための住民と共につくる自治のかた
ち 人口減少、無関心、担い手不足を乗り越えて
相川俊英/著 第一法規/発行
2019.8 6,197p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2122 号】

奥多野旅情（CD）
下境和男/作詞 吉崎悠美子/歌･制作
2019 1200 円
下境氏･吉崎氏は前橋市在住
【上毛 9/6】

写真で見る鋼管平面ビーム実用化の話 次世代の
電車線路用ビーム
大塚節二/著 日刊工業新聞社/発行
2019.7 5,84p 21cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2122 号】

初孫（CD）
下境和男/作詞 瀬戸文吉/歌･制作
2019 1200 円
下境氏･瀬戸氏は前橋市在住
【上毛 9/6】
やさづき(優月)／磯部慕情（CD）
原のぶえ/歌･制作
2019 1 枚 1200 円
原氏は安中市在住

てつどうだいしゅうごう
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2019.7 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2119 号】
何のための「教養」か
桑子敏雄/著 筑摩書房/発行
2019.7 182p 18cm 780 円
（ ちくまプリマー新書 329 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2119 号】

電子資料

日本ＳＦ誕生 空想と科学の作家たち
豊田有恒/著 勉誠出版/発行
2019.8 22,203p 19cm 1800 円
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 2123 号】
日本の未来を創る「啓育立国」
下村博文/著 アチーブメント/発行
2019.8 255p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2123 号】

〔 2019.9〕
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【上毛 8/30】

