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温泉博士が教える最高の温泉 本物の源泉かけ流
し厳選３００
小林裕彦/著 集英社/発行
2019.12 302p 図版 8 枚 19cm 1600 円
群馬県の温泉に関する記述あり
【購入】

本
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群馬県立図書館
（編集：調査相談係）
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「亀さん夫婦」の歴史散歩 上州沼田藩「三浦沼
田氏発祥から真田氏改易」への旅
小野万亀夫･小野知子/著[･発行]
2019.11 99p A4 判
著者は沼田市在住 【週間利根 1/5･12 合併号】

・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。

クレヨンしんちゃんの４７都道府県なるほど地図
帳 地図とマンガでまるわかり！ 改訂新版
臼井儀人/キャラクター原作
有木舎/編集･構成 双葉社/発行
2019.12 207p 19cm 950 円
（ クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ）
【TRC 新刊案内 2139 号】

発行日
発 行

・分類は「群馬県郷土資料分類法」に基づいてい
ます。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。

群馬県藤岡市谷地Ｆ遺跡－公立藤岡総合病院導入
路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
パリノ･サーヴェイ/編集･発行
2019.3 78p 写真図版 23p 30cm
【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。

ぐんまの源泉パスポート 日帰り入浴
－２１年版
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.12 82p 21cm 800 円

２０２０
【受贈】

群馬の山歩きベストガイド 安心して登れる１２
６コース
上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.12 267p 21cm 1400 円
【受贈】

０ 総記
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．１８ ２０１９ ＷＩＮＴ
ＥＲ
トロワデザイン(motto 編集部)(高崎市)/発行
2019.11 41p 21cm
【受贈】

上野三碑と多胡碑に似せた“多胡碑”の拓本展
令和元年度特別展
[高崎市歴史民俗資料館/発行]
[2020.1] 折りたたみ 30 × 63cm
【受贈】
古墳学習プログラム 郷土群馬を学ぼう 小学校
教員向け古墳体験学習のためのガイドブック
群馬県教育委員会/作成
2020
【上毛 2/3】

1 哲学･宗教

古墳時代の須恵器と地域社会
藤野一之/著 六一書房/発行
2019.12 6,296p 27cm 10000 円
群馬県の須恵器に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2139 号】

2 歴史･伝記･地理

下芝内出畑遺跡 和田山天神前２遺跡 主要地方
道前橋安中富岡線社会資本総合整備(活力・重点)
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
2019.12 163p 写真図版 46p 30cm
（ 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調
査報告書 第 660 集 ）
【受贈】

尾瀬の自然保護－群馬県尾瀬保全対策事業調査報
告書－ 第４１号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2019.3 52p 30cm
【受贈】
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〔2020.2〕

新上毛外史 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2019.12 453p 19cm 4200 円(頒価) 【受贈】

3 社会科学
Ａｌｅｖｅｌ（エラベル）関東版 ２０１９年
東京商工リサーチ東京支社/発行
2018.2 495p 30cm 463 円
【受贈】

征夷大将軍になり損ねた男たち トップの座を逃
した人物に学ぶ教訓の日本史
二木謙一/編･著 ウェッジ/発行
2019.12 231p 18cm 1300 円
新田義貞に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2140 号】

Ａｌｅｖｅｌ（エラベル）関東版 ２０２０年
東京商工リサーチ東京支社/発行
2019.2 495p 30cm 463 円
【受贈】
Ａｌｅｖｅｌ（エラベル）関東版 ２０２１年
東京商工リサーチ東京支社/発行
2019.12 527p 30cm 454 円
【受贈】

呑龍さまマップ
地域の魅力 PR 事業実行委員/作成
2019.12 三つ折り A4 判
太田市金山町の大光院境内のイラストマップ
【上毛 1/17、朝日 1/18、読売 1/30】

教育要覧 令和元年度
沼田市教育委員会/発行
2019.12 90p 30cm

中曽根康弘の霊言 哲人政治家からのメッセージ
大川隆法/著 幸福の科学出版/発行
2019.12 157p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2141 号】

群馬県議会会議録 令和元年第１回臨時会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2019.11 16p 30cm
【受贈】

にいたの遺産 太田の歴史を探究する
矢島力/著 矢島靖巳/編集 DiPS.A/発行
2020.1 452p 27cm 2000 円
「広報おおた」に連載されたコラムをまとめた
もの
【受贈】
奴郷３遺跡 群馬県多野郡神流町
技研コンサル/編集 神流町教育委員会/発行
2019.12 52p 写真図版 15p 30cm
【受贈】
はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．４１
尾瀬保護財団/発行
2019.12 12p 30cm

【受贈】

群馬県町村会史 平成編
上毛新聞社事業局出版部/編集･制作
群馬県町村会/発行
2019.11 733p 27cm

【受贈】

財政のあらまし 令和元年１２月
群馬県/発行
2019.12 38p 30cm

【受贈】

青雲塾・中曽根康弘賞論文募集受賞作品
第１１回
青雲塾/発行
2019.11 85p 21cm
【受贈】

【受贈】

冷水牛池遺跡－認定こども園建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査－
測研(文化財研究室)/編集 小祝会･高崎市教育
委員会･測研(文化財研究室)/発行
2019.12 34p 写真図版 15p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 442 集 ）
【受贈】

創立３０周年記念誌 未来のかけ橋
創立 30 周年記念事業実行委員会校史編纂委員
会/編集 群馬県立前橋東高等学校創立 30 周年
記念事業実行委員会/発行
2009.11 78p 30cm
【受贈】

ＭＡＥＢＡＳＨＩ ＴＩＭＥＳ ｖｏｌ．０（め
ぶく号）
前橋まちなかエージェンシー/企画･編集
前橋デザインコミッション/発行
2019.11 1 冊 40cm
【受贈】

創立４０周年記念
創立 40 周年記念事業実行委員会記念会報編集
委員会/編集 群馬県立前橋東高等学校創立 40
周年記念事業実行委員会/発行
2019.11 18p 30cm
【受贈】

棟高西弥三郎街道遺跡－宅地造成に伴う埋蔵文化
財発掘調査－
測研(文化財研究室)/編集
高崎市教育委員会･測研(文化財研究室)/発行
2019.8 52p 写真図版 21p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 435 集 ）
【受贈】

創立７０周年記念誌
群馬県公立小中学校事務研究会情報推進部/編
集 群馬県公立小中学校事務研究会/発行
2019.12 115p 30cm
【受贈】

〔 2020.2〕

高崎商科大学紀要 第34号（２０１９年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2019.12 197p 30cm
【受贈】
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高崎ユネスコ５０年の歩み
50 周年記念誌部会/編集
高崎ユネスコ協会/発行
2019.11 127p 30cm

【受贈】

武尊山周辺地域学術調査報告書－良好な自然環境
を有する地域学術調査－
群馬県森林環境部環境局自然環境課/編集･発行
2019.9 143p 30cm
【受贈】

定例県議会議案 令和元年第３回後期（附 予算
説明書）
群馬県/発行
2019 203p 30cm
【受贈】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書
第４５号 ２０１９年９月
群馬県森林環境部環境局自然環境課/編集･発行
2019.9 129p 30cm
【受贈】

定例市議会議案書
付分）
前橋市/発行
2019 4p 30cm

令和元年第４回

（第２次送
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

伝統高校１００ 東日本篇
猪熊建夫／/著 武久出版/発行
2019.11 391p 19cm 1800 円
太田高校･桐生高校に関する記述あり 【購入】

行政／観光協会／アンテナショップの担当者が推
す！あたらしい手みやげ＆お取り寄せ ２０２０
八重洲出版/発行
2019.11 97p 30cm 1500 円
（ ヤエスメディアムック 615 ）
【TRC 新刊案内 2139 号】

日本全国祭りと行事図鑑 ４７都道府県４８５の
祭りと行事を集録
スタジオタッククリエイティブ/発行
2019.12 287p 26cm 3500 円
【TRC 新刊案内 2140 号】

県指定重要文化財不動寺仁王門保存修理工事報告
書
文化財建造物保存技術協会/著･編集
不動寺/発行
2019.12 49p 図版[20]枚 30cm
【受贈】

連盟双書 第１４５集 令和元年度
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
群馬県教育研究所連盟双書刊行会事務局/発行
2019.12 102p 30cm
【受贈】

下仁田町指定文化財春秋館跡調査報告書 町史編
纂文書等調査報告書
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会事務局/発行
2019.3 78p 30cm
【受贈】

4 自然科学

スバル ヒコーキ野郎が作ったクルマ
野地秩嘉/著 プレジデント社/発行
2019.12 257p 20cm 1700 円
【TRC 新刊案内 2140 号】

群馬医学 第１０９号
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2019.12 36,22p 30cm
【受贈】

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [３] すし ちら
しずし・巻きずし・押しずしなど
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2019.11 127p 26cm 2800 円
群馬県の巻きずしに関する記述あり 【購入】

こころの健康センター所報 第３０号 ２０１８
年度(平成３０年度）
群馬県こころの健康センター/編集･発行
2019.10 58p 30cm
【受贈】
日本の古生物たち 北海道 東日本 西日本あなた
の“地元”の古生物は！？
土屋健/著 芝原暁彦/監修 笠倉出版社/発行
2019.12 192p 19cm 1200 円
群馬県の化石･群馬県立自然史博物館･神流町恐
竜センター･コノドント館に関する記述あり
【購入】

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [６] 魚のおかず
いわし・さばなど
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2019.11 130p 26cm 2800 円
群馬県のなまりと野菜の煮つけ･いかと里芋の
煮つけに関する記述あり
【購入】

フィールド・バイオロジスト ２６巻１号（２０
１９年６月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2019.6 24p 26cm
【受贈】
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〔2020.2〕

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [８] 肉・豆腐・
麩のおかず
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2019.11 128p 26cm 2800 円
群馬県の鶏肉とねぎの煮こみ･もつ煮･鉱泉豆腐
に関する記述あり
【購入】

Ｊａｐａｎ Ｂｒａｎｄ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
群馬版 日本の一流店大図鑑 ２０２０ 東京五
輪特別号
サイバーメディア/発行
2020.1 126p 30cm 1091 円
（ メディアパルムック ）
【TRC 新刊案内 2141 号】

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [１０]
かず 秋から冬
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2019.11 127p 26cm 2800 円
群馬県のきんぴらに関する記述あり

鉄道珍百景 “ツボ”にはまる！！
坪内政美/著 天夢人/発行
2019.12 159p 21cm 1600 円
（ 旅鉄 BOOKS 022 ）
上信越自動車道横川 SA･JR 上越線土合駅に関
する記述あり
【購入】

野菜のお

【購入】

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [１３] 小麦・い
も・豆のおやつ
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2019.11 127p 26cm 2800 円
群馬県の焼きもち･炭酸まんじゅうに関する記
述あり
【購入】

特急「あさま」
「旅と鉄道」編集部/編 天夢人/発行
2020.1 77p 15 × 21cm 1600 円
（ 旅鉄 Collection 004 ）
【TRC 新刊案内 2141 号】
日本全国特急大百科 特急列車が大集合！
「旅と鉄道」編集部/編 天夢人/発行
2019.12 79p 26cm 1200 円
草津･あかぎ･スワローあかぎに関する記述あり
【購入】

トヨタ８６＆スバルＢＲＺ Ｎｏ．１３
三栄/発行
2020.1 207p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ） 【TRC 新刊案内 2139 号】

農家住宅 ２０１９
農林水産省/発行
2019.5
オオガネホーム(沼田市)の農家住宅の建設事例
を紹介
【上毛 1/30】

目指せ！全国制覇御城印ガイド お城版“御朱印
”をもらおう！
萩原さちこ/監修 徳間書店/発行
2019.12 191p 19cm 1700 円
岩櫃城･沼田城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2140 号】

農と食と地域をデザインする 旗を立てる生産者
たちの声
長岡淳一･阿部岳/著 新泉社/発行
2019.12 221p 19cm 2200 円
森農園(倉渕町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2140 号】

ワークマン超凄アイテム＆完全テスト 本気で実
験して導き出した本当に“買い”の神アイテム
コスミック出版/発行
2020.1 95p 30cm 727 円
（ COSMIC MOOK ） 【TRC 新刊案内 2141 号】

まちなか商店取材記 ～太田市立西中学校編～
学校周辺子ども歴史体験及び地域の魅力 PR 事
業実行委員/編集･発行
2019.12
太田市金山町の大光院と門前町の商店を紹介す
る冊子
【上毛 1/17、朝日 1/18】

6 産業
写真報道５０年の軌跡
藤田観龍/撮影 本の泉社/発行
2019.10 285p 22 × 31cm 3636 円
日航機墜落関連の写真あり

モノクロームの軽便鉄道 写真で巡る１９６０年
代
諸河久/著 イカロス出版/発行
2019.12 164p 26cm 2300 円
（ イカロス MOOK ）
草軽電鉄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2139 号】

【購入】

Ｊａｐａｎ’ｓ ＷＯＲＬＤ ＨＥＲＩＴＡＧＥ
ＳＩＴＥＳ ＵＮＩＱＵＥ ＣＵＬＴＵＲＥ，Ｕ
ＮＩＱＵＥ ＮＡＴＵＲＥ 第２版
ジョン･ドゥーギル/著
チャールズ・イー・タトル出版/発行
2019.12 208p 27cm 2700 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 2141 号】
〔 2020.2〕
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

癒やしの仲間たち 永井かづ江掲載作品集
永井かづ江/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.12 90p 16 × 22cm
著者は群馬県在住
【受贈】
演歌詩選集
野村紫雲(忠雄)/著･発行
2019.11 22p 26cm
著者は群馬県在住
群馬県書道展覧会作家名鑑
３回県民芸術祭参加
[群馬県書道協会/発行]
2019 66p 30cm

9 文学
あしあと 小説集
関口高志/著[･発行]
2020 125p B6 判
著者は高崎市在住

【受贈】
第７０回記念

第４

【上毛 2/4】

鰯雲(いわしぐも) エッセイ集
臼井淳一/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2019.10 82p 19cm 1000 円
著者は群馬県在住
【受贈】

【受贈】

高校バスケウインターカップ選手名鑑 ＨＩＧＨ
ＳＣＨＯＯＬ ＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬ ＷＩＮＴ
ＥＲ ＣＵＰ ２０１９
エス･アイ･ジェイ/発行
2020.1 128p 30cm 1000 円
（ サンエイムック ） 【TRC 新刊案内 2141 号】

海底の魚(うなそこのうを)
井田善啓/著･発行
2019.12 198p 20cm
（ 黄花叢書 第 81 篇 ）
著者は高崎市在住

ｓｋｉｅｒ ２０２０ＷＩＮＴＥＲ 特集北海道
・長野・新潟スキー場最新ガイド
山と溪谷社/発行
2019.12 146p 30cm 1300 円
付属資料：親子版(40p 28cm)
『山と溪谷』別冊
群馬エリアのスキー場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2139 号】

歌集

【受贈、上毛 1/29】

銀の花芽 歌集
後藤香/著 短歌研究社/発行
2019.9 170p 20cm 2500 円
（ 草木叢書 第 66 篇 ）
著者は前橋市在住

【上毛 1/25】

小松とうさちゃん
絲山秋子/著 河出書房新社/発行
2019.12 187p 15cm 720 円
（ 河出文庫 い 40-3 ）
著者は群馬県在住
【TRC 新刊案内 2139 号】

高崎市文化財保護年報 平成３０（２０１８）年
度
高崎市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2019.10 196p 30cm
【受贈】

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん [５] 子ども
食堂と家族のおみそ汁
友井羊/著 宝島社/発行
2019.12 251p 16cm 650 円
（ 宝島社文庫 C と-2-7 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 1/10、TRC 新刊案内 2139 号】

楽しき囲碁人生 上達の秘訣と思い出の対局
鎌田清/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2019.12 219p 21cm 1000 円(税込)
上毛特選碁の対局の記述あり
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 1/30】
ＴＯＰ ＲＵＮＮＥＲ Ⅲ 坂本幸重・井田昌明
・若山卓・須藤和之
高崎市タワー美術館/編集･発行
2019.11 32p 21 × 30cm
【受贈】

過ぎ去りし、哀愁の日々！！
金井尋子/著 [文芸社/発行]
[2020] 218p 四六判 1210 円
著者は伊勢崎市生まれ

北橘イーグルス ４０年の歩み
北橘イーグルス 40 周年記念誌編集委員会/編集
･発行
2019.12 58p 30cm
【受贈、上毛 1/27】

【上毛 1/11】

短歌スコアよ 名歌を選べ
家坂利清/著 土曜美術社出版販売/発行
2019.11 105p 22cm 1500 円
著者は群馬県在住
【受贈】
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ハイキングガイドブック [石碑の路ハイキング]
高崎商科大学地域連携センター/作製
[2020] 30p B5 判
自然遊歩道「石碑の路」に設置された万葉歌碑
を紹介
【上毛 1/28、読売 2/5】

県関係者の一般著作
朝３０分早く起きるだけで仕事も人生もうまく回
りだす 「夜型だった」自分が残業０、収入３倍、
自分の時間１０倍になった黄金時間活用術
菊原智明/著 青春出版社/発行
2020.1 188p 20cm 1400 円
著者は高崎市の営業コンサルタント【上毛 1/25】

萩原恭次郎生誕１２０年記念展 何物も無し！進
むのみ！
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2019.11 47p 26cm
【受贈】

足利義輝・義昭 天下諸侍、御主に候
山田康弘/著 ミネルヴァ書房/発行
2019.12 20,370,8p 20cm 3200 円
（ ミネルヴァ日本評伝選 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2141 号】

ばばちゃんのひとり誕生日
堀田京子/作 味戸ケイコ/絵
コールサック社/発行
2019.12 1 冊 19 × 27cm 1500 円
堀田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2140 号】
梁太き家
須永和子/著[･発行]
2019.10 186p 19cm
群馬県に関する記述あり

駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告
Ｑ＆Ａ 令和版
桑原清幸/著 玄光社/発行
2019.12 207p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2139 号】

【受贈】
ジャクソン・ポロック－前衛への軌跡－
河内世紀一/著 DiPS.A(前橋市)/発行
2019.9 158p 21cm
【受贈】

人それを俳句と呼ぶ 新興俳句から高柳重信へ
今泉康弘/著 沖積舎/発行
2019.10 242p 19cm 2500 円
著者は桐生市生まれ
【上毛 1/26】

「育てにくい子」と感じたときに読む本 新装版
佐々木正美/著 主婦の友社/発行
2020.1 221p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2141 号】

文芸家族の碑
山口タツ子/著[･発行]
[2019.10] 1 冊 21cm
みなかみ町に建立した歌碑･句碑に関する資料
【受贈】

大学教職員のための大学組織論入門
中島英博/著 ナカニシヤ出版/発行
2019.11 5,191p 21cm 2700 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2139 号】

文豪が泊まった温泉宿５０ “裸”になって本音
を見せた
週刊朝日編集部/著 朝日新聞出版/発行
2019.11 111p 19cm 1500 円
湯宿温泉･伊香保温泉･四万温泉･丸沼温泉･田山
花袋･坂口安吾に関する記述あり
【購入】

弥生時代 邪馬台国への道
設楽博己/著 敬文舎/発行
2019.12 127p 21cm 2000 円
（ ヒスカルセレクション 考古 3 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2139 号】

ルキとユリーカのびっくり発明びより
如月かずさ/作 柴本翔/絵 講談社/発行
2019.12 184p 19cm 1200 円
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2140 号】

視聴覚資料

レジェンド文豪のありえない話 総勢六十数余名
の神をも恐れぬ…ご乱痴気
ダイアプレス/発行
2020.1 169p 21cm 891 円
（ DIA Collection ）
田山花袋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2139 号】

電子資料

若菜摘 句集
工藤弘子/著 ウエップ/発行
2020.1 217p 20cm 2700 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 1/31】

〔 2020.2〕
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