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2 歴史･伝記･地理
朝倉･広瀬古墳群 群馬の古墳時代はここから始
まった！
前橋市教育委員会 /作製
[2013.6] 16p A4 判
【上毛 6/21】

・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。

あんなか 心を彩る 旬の花巡り
安中市産業部商工観光課･松井田支所商工観光
係 /企画･発行
[ 2012] [ 4p] 30cm
【受贈】

・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。

ウォーターウォーキング 誰でも楽しめる超カン
タン沢歩き ２ 東京周辺･尾瀬･日光･東北･北ア
ルプス他
丹沢ネットワーク /編 白山書房 /発行
2013.6 165p 21cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1820 号】
宇田恵下原遺跡（うだえげはらいせき） 小規模
土地改良事業恵下原地区に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
富岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 54p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

０ 総記
紀要 第４８号（平成２４年度）
群馬県高等学校教育研究会図書館部会 /発行
2013.3 66p 30cm
【受贈】

エルトゥールル号の遭難 トルコと日本を結ぶ心
の物語
寮美千子 /文 磯良一 /絵
小学館クリエイティブ /発行
2013.6 62p 27cm 1200 円
山田寅次郎(上州沼田藩家老の次男)に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1820 号】

ぼくは、図書館がすき 漆原宏写真集
漆原宏 /著 日本図書館協会 /発行
2013.4 87p 15 × 22cm 2800 円
草津町立図書館、館林市立図書館に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】
土曜の会三十五周年記念誌
土曜の会(伊勢崎市)/発行
2013.5 75p 21cm

大人になった虫とり少年
宮沢輝夫 /編著 朝日出版社 /発行
2012.6 259p 20cm 1600 円
布施英明氏(藤岡市在住)に関する記述あり
【朝日 6/4】

【 受贈 】

楽遊人 Ｒ－ｓｔｙｌｅ ぐんま版 春号
２０１２ ｖｏｌ.１ ＳＰＲＩＮＧ
プロジェクト(前橋市)/発行
2012 40p 26cm
【受贈】

大人のまち歩き
秋山秀一 /著 新典社 /発行
2013.5 231p 21cm 1600 円
館林市に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1818 号】
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〔 2013.7 〕

思い出の風景 ～心のふるさと～ 上毛新聞創刊
１２５周年記念
上毛新聞社 /発行
[ 2013.6] 168p A4 判 1500 円【上毛 6/25】
おもしろ科学教室 第２３集
群馬県生涯学習センター /編集･発行
2013.3 42p 30cm

郷帳、国絵図から見た江戸時代の群馬県
富岡守 /著 2009.3 55p 21cm
『双文 ＶＯＬ２６』抜刷
【受贈】
古代の災害復興と考古学
高橋一夫･田中広明 /編 高志書院 /発行
2013.5 252p 22cm 5000 円
（ 古代東国の考古学 2 ）
「弘仁の地震と上野国の瓦葺き建物」･「榛名
山二ツ岳の噴火」･「足利～太田地域における
自然災害被災遺構」収録
【 TRC 新刊案内 1818 号】

【受贈】

風と煙を伴にして １９６０年代汽車の旅
北田稔彦 /著 丸善書店 /発行
2013.3 141p 22cm
群馬県に関する記述あり
著者は群馬県立前橋高等学校卒業
【受贈】
関東管領上杉氏
黒田基樹 /編著 戎光祥出版 /発行
2013.6 375p 21cm 6500 円
（ シリーズ･中世関東武士の研究 第 11 巻 ）
【 TRC 新刊案内 1818 号】

サムライウーマン新島八重 再刷
守部喜雅 /著
いのちのことば社フォレストブックス /発行
2013.4 143p 19cm 1200 円
（ 聖書を読んだサムライたち ）
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

群馬学の確立にむけて 群馬学連続シンポジウム
５
群馬県立女子大学 /編
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.6 262p 21cm 1524 円
【上毛 6/30、 TRC 新刊案内 1822 号】

史跡 旧富岡製糸場 内容確認調査報告書１（し
せき きゅうとみおかせいしじょう ないようか
くにんちょうさほうこくしょいち） 西置繭所周
囲 蚕種製造所跡
富岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 120p 写真図版 31p 30cm 【受贈】

ぐんまちゃんとお散歩 群馬のいいとこ、めっけ
た
河野英喜 /写真 群馬県 /協力 中経出版 /発行
2013.6 91p 19cm 1000 円
【読売･朝日 6/7、 TRC 新刊案内 1820 号】

好きです前橋α 創刊号
前橋観光コンベンション協会 /企画･監修
朝日印刷工業 /編集･印刷
2012 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】
戦国期武田氏領の地域支配
柴辻俊六 /著
岩田書院 /発行
2013.5 416p 22cm 8900 円
「第１章第３節 西上野の支配」収録
【 TRC 新刊案内 1819 号】

企画展 第５５回 山の恵み－みどり市の林業史
岩宿博物館 /編集
2013.2 37p 30cm
【受贈】
桐生市菱町 芳ヶ入遺跡（きりゅうしひしまち
よしがいりいせき）
毛野考古学研究所 /編集
群馬県桐生市教育委員会 /発行
2013.3 168p 写真図版 2,54 30cm 【受贈】

戦後道徳教育の再考 天野貞祐とその時代
貝塚茂樹 /著 文化書房博文社 /発行
2013.4 247p 19cm 2200 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1812 号】

上野三碑（こうずけさんぴ） 特別史跡 山上碑
及び古墳 特別史跡 多胡碑 特別史跡 金井沢碑
高崎市教育委員会文化財保護課 /発行
2009.6 折りたたみ 37 × 52cm
【 受贈 】

太平記の里 おおた歴史めぐり 徳川発祥の地
２刷
群馬県東部県民局東部行政事務所 /編集･発行
2013.5 [ 15,] 138p 21cm
【受贈】

上野國分寺文字瓦譜
小山宏 /作成
2013.6 23p 31cm
小山氏は北群馬渋川郷土館(吉岡町)館長
【受贈】

〔 2013.7 〕

伝えたい ふくしまの心―２０１２年度うつくし
ま復興大使の軌跡
福島民報社 /発行
[2013.6] 196p B5 判 1050 円
復興大使２人が群馬県で大沢正明知事や上毛新
聞社の渡辺幸男社長と懇談した様子が収録され
ている
【上毛 6/29】
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庭上一寒梅（ていじょうのいちかんばい）
安中市 /作成
[2013.6] 8p A4 判
新島襄と妻･八重を紹介する小冊子
【上毛 6/22】

馬場三太夫重久ものがたり 養蚕の先駆者
紙芝居
わらべの会 /脚本･絵 吉岡町図書館 /監修･製作
[2013] 13 場面 30 × 42cm
【受贈】
東平遺跡調査報告書（ひがしだいらいせきちょう
さほうこくしょ） 平成７年度第２次発掘調査報
告
群馬県吾妻郡嬬恋村教育委員会 /編集･発行
2013.3 38p 写 真図版 3,4p 30cm 【受 贈】

東国の古代官衙
須田勉･阿久津久 /編 高志書院 /発行
2013.5 335p 22cm 7000 円
（ 古代東国の考古学 1 ）
上野国府跡、上野国群馬郡家、上野国佐位郡衙
正倉院、上野国新田郡家に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1818 号】

前橋再発見ウォーク まちなかを散策しよう
前橋街づくり協議会[/発行]
[ 2012.6] 折りたたみ 42 × 30cm 【受贈】

徳川某重大事件 殿様たちの修羅場
徳川宗英 /著 PHP 研究所 /発行
2013.5 229p 18cm 780 円
（ PHP 新書 865 ）
忠長自刃事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

みどり市遺跡地図
みどり市教育委員会 /編集･発行
2013.3 77p 30 × 42cm

【受贈】

名勝及び天然記念物「三波石峡」保存管理計画書
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課 /編集･発
行
2012.3 76p 30cm
【 受 贈】

富岡製糸場レトロ散歩 ＪＲ東日本小さな旅
ジェイアール東日本企画高崎支店 /企画･編集
JR 東日本高崎支社 /発行
[ 2012.8] 8p 30cm
【受贈】

るるぶＦＲＥＥ 草津･伊香保･四万･赤城 秋/冬
'１２－'１３ Ｖｏｌ.８
JTB パブリッシング /発行
2012.9 19p 26p
【受贈】

新島八重と幕末会津を生きた女たち
『歴史読本』編集部 /編 中経出版 /発行
2013.5 319p 15cm 733 円
（ 新人物文庫 れ -1-37 ）
新島八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1816 号】

わが若き日 決死の日本脱出記
新島襄 /著 毎日ワンズ /発行
2013.6 207p 20cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1819 号】

２時間でよくわかる新島八重 永久保存版
吉海直人 /著 アスコム /発行
2013.6 246p 19cm 1200 円
新島八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1818 号】

私と読みきかせ 一つの自分史
小林茂利 /著
2012.10 21p 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

Ｎｅｗｓ ＪＲ東日本 夏のおでかけ ２０１０
ｓｕｍｍｅｒ 夏だ！Ｄ５１だ！イベ ント列 車
だ！
[JR 東日本高崎支社営業部販売促進課宣伝グル
ープ /発行]
2010 三つ折り 30 × 63cm
【受贈】
花ログ ぐんま ＪＲ東日本小さな旅
ジェイアール東日本企画高崎支店 /企画･編集
JR 東日本高崎支社 /発行
[2012.3] 15p 30cm
【受贈】
はばたけ群馬 観光博覧会 総合パンフレット
２０１２.１０－２０１３.３
群馬県観光物産国際協会 /発行
2012.7 [32p] 26cm
【受贈】
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〔 2013.7 〕

公営企業の概要 平成２５年度
群馬県企業局 /編集･発行
2013 59p 30cm

3 社会科学
大泉高校百年史
群馬県立大泉高等学校「大泉高校百年史」編集
委員会 /編集
群馬県立大泉高等学校創立百周年記念事業実行
委員会 /発行
2013.3 [22,] 347p 31cm
【受贈】

工業都市･群馬県太田市の発展と社会基盤整備－
戦前の都市計画事業を出発点として－
朝海彩子･松浦茂樹[/著] 2013.3 [28p] 30cm
『国際地域学研究 第１６号』抜刷 【受贈】
国勢調査 群馬県結果の概要－職業等基本集計－
平成２２年
[群馬県企画部]統計課人口社会係 /発行
2013.3 6[ ,14] p 30cm
【受贈】

キノピーパスポート協賛店マップ
[桐生市観光交流課 /発行]
[2013.4] 四つ折り 60 × 42cm
【受贈、上毛 4/24】
教育行政の主要施策 平成２５年度
群馬県教育委員会 /発行
2013.3 7,163p 30cm

【受贈】

子ども･若者支援機関ガイドブック
る子ども･若者、その保護者の方へ
群馬県少子化対策･青少年課 /発行
2013.3 16p 21cm

【受贈】

困難を抱え
【 受 贈】

教育要覧 平成２５年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所 /発行
2013 7p 30cm
【受贈】

産業研究（高崎経済大学産業研究所紀要）
第４８巻第２号 通巻７９号
高崎経済大学産業研究所 /発行
2013.3 44p 26cm
【受贈】

群馬県子ども･若者計画 広げよう つなげよう
ぐんまの子ども･若者育成支援
群馬県生活文化部少子化対策･青少年課 /発行
2013.3 2,76p 30cm
【受贈】

社会生活基本調査 群馬県結果の概要－生活時間
に関する結果－ 平成２３年
[群馬県企画部]統計課人口社会係 /発行
2013.3 6[ ,11] p 30cm
【受贈】

群馬県地震被害想定調査 報告書
[群馬県総務部危機管理室 /発行]
2012.6 1 冊 30cm

群馬県地震被害想定調査 報告書概要
群馬県総務部危機管理室 /企画･発行
2012.6 53p 30cm
【 受贈 】

小学校青年教員の解職－高崎南小 森銑三･沼田小
鹽野筍三 『スケッチ群馬の学校１００年 中』
別巻 史料
一倉喜好 /著
2013.5 218p 19cm
（ 朝倉だより 8 ）
著者は前橋市生まれ
【受贈】

群馬県地震防災戦略
群馬県総務部危機管理室 /編集･発行
2013.3 95,4,45p 30cm

少年非行 平成２４年の
[群馬県警察本部 /発行]
[ 2013] [ 4p] 30cm

群馬県の治安情勢 平成２５年版
群馬県警察本部 /発行
2013 12p 30cm

【受贈】

【受贈】

「好き！」から始める未来の職業探しハンドブッ
ク ２０１３
群馬労働局 /監修
エフエム群馬･パリッシュ出版 /制作
[2013.6] 44p A5 判
【朝日 6/19】

【受贈】

ぐんま青少年基本調査報告書 第６回
(平成２４年２月現在)
群馬県生活文化部少子化対策･青少年課 /発行
2013.3 198p 30cm
【受贈】

高崎経済大学地域政策研究センター年報
２０１２年度 第１１号
高崎経済大学地域政策研究センター /編集･発行
2013.3 44p 30cm
【受贈】

ぐんまの介護保険 平成２５年度版
[群馬県健康福祉部介護高齢課 /発行]
2013 30p 30cm
【受贈】

みどり市総合計画〈後期基本計画〉
平成２５年度▶平成２９年度
総務部企画課 /編集 みどり市 /発行
2013.3 107p 30cm

ぐんまの経済－データで見る３０年－ ２０１３
創立３０周年記念
群馬経済研究所 /編集･発行
2013.3 73p 30cm
【 受贈 】

〔 2013.7 〕

【受贈】
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【受贈】

名曲茶房「あすなろ」小史
藤井浩 /著 あすなろ忌発起人会 /発行
2013.6 64p 21cm
「あすなろ」は高崎市にあった喫茶店
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 6/13】

前橋市自然環境調査(魚類･水生生物)報告書
前橋市 /発行
2013.3 79p 30cm
【受贈】
前橋市の魚類･水生生物 平成２４年度 前橋市
自然環境調査(魚類･水生生物) 概要版
前橋市 /発行
2013.3 6p 30cm
【 受贈】
良好な自然環境を有する地域学術調査報告書
ⅩⅩⅩⅧ
群馬県環境森林部自然環境課 /編集･発行
2013.3 137p 30cm
【 受 贈】

4 自然科学
化石ウォーキングガイド関東甲信越版 太古のロ
マンを求めて化石発掘２８地点
相場博明 /編著 丸善出版 /発行
2013.6 7,196p 19cm 1900 円
梅田町(桐生市)、高崎市吉井町池に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1820 号】
群馬県医療費適正化計画（第２期）
群馬県 /編集･発行
2013.3 54p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
赤城南麓ぐるめガイド
メディアブレーン /編集
前橋観光コンベンション協会 /発行
[2012] 折りたたみ 30 × 42cm

【 受贈 】

群馬県歯科医学会雑誌 Ｖｏｌ．１７ ２０１３
群馬県歯科医学会 /発行
2013.3 127p 30cm
【 受贈 】

群馬がはばたくための７つの交通軸構想
群馬県県土整備部道路整備課(道路企画室) /発
行
2013.4 [ 4p] 30cm
【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 １７号
群馬県立自然史博物館 /編集･発行
2013.3 163p 30cm
【 受贈 】

ぐんまの住まいづくり ｖｏｌ.３
２０１３初夏号
すまいポート 21 高崎 /発行
2013.5 162p 30cm 457 円

群馬生物 第６２号 ２０１３
群馬県高等学校教育研究会生物部会会誌
会誌編集委員会 /編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会 /発行
2013.5 45p 30cm
【受贈】
三波川(サクラ)保存管理計画書
藤岡市教育委員会 /発行
2013.3 119,64p 30cm
別添資料： CD-ROM1 枚

【受贈】

【受贈】

健康メニューではじめましょう朝ごはん
健康を育てる会群馬(前橋市)/発行
[2013.6] 1000 円
【朝日ぐんま 6/21】
新･廃墟の歩き方 探訪編
栗原亨 /著 二見書房 /発行
2013.6 271p 21cm 1900 円
カッパピア、松井田町営火葬場に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1819 号】

【受贈】

高崎市医師会特別講演会講演録 平成２４年度
医療をめぐる消費税問題について
高崎市医師会学術委員会 /編集
高崎市医師会 /発行
2013.1 35p 30cm
付属資料：「 今こそ考えよう医療における消費
税問題－第２版」 24p 26cm
【受贈】
渋川市赤城歴史資料館秋季企画展
「春の女神ヒメギフチョウ」展
渋川市教育委員会文化財保護課 /発行
2012.10 16p 30cm
【受贈】
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〔 2013.7 〕

地域森林計画変更計画書 平成２４年度 １西毛
森林計画区 ２利根下流森林計画区
群馬県 /発行
[ 2013] 5,4p 30cm
【受贈】

6 産業
吾妻地域森林計画書（吾妻森林計画区）
計画期間：自平成25年4月1日至平成35年3月31日
群馬県 /発行
2013 4,44,29p 30cm
【受贈】

富岡製糸場創業１４０周年記念
上毛新聞社事業局出版部 /制作
富岡製糸場創業 140 周年記念実行委員会 /発行
2012.12 61p 30cm
【受贈】

神園 第九号
明治神宮国際神道文化研究所 /編集･発行
2013.5 190p 21cm
「絹－皇后の殖産興業－」小平美香 /著収録
群馬県に関する記述あり
【受贈】

富岡製糸場総合研究センター報告書
度
富岡市 /編集･発行
2013.3 151p 30cm

巨樹めぐり 埼玉･茨城･栃木･群馬
大久根茂 /写真･文 幹書房 /発行
2013.5 135p 21cm 1500 円
【産経 6/27、 TRC 新刊案内 1817 号】

東日本名城紀行 一度は訪れたい厳選された７５
の城を徹底解説
小林祐一 /著 メイツ出版 /発行
2013.6 144p 21cm 1500 円
金山城、高崎城、箕輪城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1820 号】

ぐんま絹遺産ガイドブック ぐんま発見！絹遺産
群馬県･シルクカントリーぐんま連絡協議会[ /
発行]
[2013.3] 16p 30 × 11cm
【受贈】

林業災害 平成２４年の
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2013.3 15p 30cm

【受贈】

交通事故相談の概要 平成２４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
2013.4 8p 30cm
【 受贈】
史跡高山社跡整備活用基本計画
藤岡市教育委員会 /発行
2013.3 87p 30cm

【 受贈 】

史跡高山社跡保存管理計画
藤岡市教育委員会 /発行
2012.3 131,45p 30cm

【受贈】

シルクカントリーｉｎ藤岡 絹の物語 未来へ
～世界遺産が拓く藤岡の輝く未来～
シルクカントリーぐんま連絡協議会･フィール
ドミュージアム「 21 世紀のシルクカントリー
群馬」推進委員会 /発行
2013.3 56p 30cm
【 受贈 】

〔 2013.7 〕

【受贈】

日本百名宿
柏井壽 /著 光文社 /発行
2013.5 322p 18cm 880 円
（ 光文社新書 644 ）
つつじ亭(草津町)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

近世関東の水運と商品取引 渡良瀬川・荒川・多
摩川流域を中心に
丹治健蔵 /著 岩田書院 /発行
2013.5 488p 22cm 14800 円
（ 近世史研究叢書 33 ）
【 TRC 新刊案内 1816 号】

群馬の交通事故統計 平成２４年
群馬県警察本部 /発行
2012 40p 21 × 30cm

平成２４年
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【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

おおた 光と風の中に 群馬県太田市写真集
太田市企画部広報課 /企画･編集
太田市 /発行
2013.3 137p 20 × 21cm 【 受贈 、上毛 4/20】

今までの自分にサヨナラを
Salala/著 スターツ出版 /発行
2013.5 287p 19cm 1000 円
著者は千代田町在住
【上毛 6/26、 TRC 新刊案内 1817 号】

渋川市北橘歴史資料館夏季企画展
県指定重要無形民俗文化財「下南室太々御神楽の
養蚕の舞」展
渋川市教育委員会文化財保護課 /発行
2012.8 16p 30cm
【 受贈 】

ヴィレッジ
荒井曜 /著 枻出版社 /発行
2013.5 537p 19cm 1200 円
（ ゴールデン･エレファント賞シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1816 号】

高崎の銅像･石像等 雁行川今昔 句集『雁行川
の四季』Ⅴ
金井勝太郎 /著 あさを社 /発行
2013.5 155p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 6/19、産経 6/26】

江口きち歌集 『武尊の麓』より
川場村歴史民俗資料館 /発行
[2013.6] 151p 1000 円

改訂版
【上毛 6/15】

かまさん
門井慶喜 /著 祥伝社 /発行
2013.5 462p 20cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

釣れる「大鱒フィールド」セレクト２１ 本州･
四国･九州のワイルドトラウトをルアーでねらう
河川＆湖沼徹底ガイド
つり人社 /発行
2013.6 145p 29cm 1800 円
（ 別冊つり人 vol.351 ）
群馬県･利根川に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1818 号】

教室の亡霊
内田康夫 /著 中央公論新社 /発行
2013.5 409p 16cm 648 円
（ 中公文庫 う 10-29 ）
物語の舞台として群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1817 号】

前橋市における美術館構想 プレイベントの記録
２０１２・４－１３・３
アーツ前橋 /編集
前橋市文化国際課芸術文化推進室／アーツ前橋
/発行
2013.3 96p 26cm
【 受贈 】

草の実との２７年間
草の実短歌会(渋川市)/編
2013.4 74p 21cm

【受贈、上毛 6/8】

群馬県立女子大学国文学研究 第三十三号
群馬県立女子大学国語国文学会 /編集･発行
2013.3 115,15p 21cm
【受贈】

幻の絵画『詩人と雲雀』
野本文幸 /著 2013.5 [3p] 26cm
『群馬県医師会報 第７７８号』抜刷
萩原朔太郎に関する記述あり
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

坂口安吾復興期の精神 <いま>安吾を読むこと
坂口安吾研究会 /編 双文社出版 /発行
2013.5 205p 21cm 2600 円
【 TRC 新刊案内 1818 号】
坂口安吾歴史を探偵すること
原卓史 /著 双文社出版 /発行
2013.5 290p 22cm 4600 円
【 TRC 新刊案内 1818 号】
先生のあさがお
南木佳士 /著 文藝春秋 /発行
2013.6 198p 16cm 500 円
（ 文春文庫 な 26-20 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1819 号】

8 語学
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〔 2013.7 〕

雑華（ぞうげ） 漢詩
渋沢一真 /著
[2013.6] 291p B5 判
著者は伊勢崎市在住

県関係者の一般著作
【上毛 6/13】

遊びをせんとや生まれけむ スポーツクラブルネ
サンス創業会長斎藤敏一の挑戦
中村芳平 /著 東洋経済リサーチセンター /発行
2013.6 255p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1818 号】

それでも人は生きていく 冤罪･連合赤軍･オウム
･反戦･反核
瀬戸内寂聴 /著 皓星社 /発行
2013.5 255p 20cm 2300 円
連合赤軍事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

岡潔とその時代 評傳岡潔 虹の章 １ 正法眼
藏
高瀬正仁 /著 みみずく舎 /発行
2013.5 9,351,4p 20cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

大東京繁昌記 下町篇
講談社文芸文庫 /編 講談社 /発行
2013.5 401p 16cm 1700 円
（ 講談社文芸文庫 こ J28 ）
「日本橋附近」田山花袋 /著収録
【 TRC 新刊案内 1816 号】

岡潔とその時代 評傳岡潔 虹の章 ２ 龍神温
泉の旅
高瀬正仁 /著 みみずく舎 /発行
2013.5 3p,p354~584 48p 20cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

ちいさなやたいのカステラやさん
堀直子 /作 神山ますみ /絵 小峰書店 /発行
2013.5 62p 22cm 1100 円
（ おはなしだいすき ）
堀氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

小原鉄心と大垣維新史
徳田武 /著 勉誠出版 /発行
2013.5 2,362,11p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1818 号】

ぬかるみ集 第六集 創刊七〇〇号記念
ぬかるみ俳句会(館林市)/発行
2013.5 289p 19cm
（ ぬかるみ選集 第 15 巻 ）【受贈、上毛 7/1】

気療講座 自他治癒力を身につけよう
神沢瑞至 /著 文芸社 /発行
2013.5 252p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

乱世疾走 禁中御庭者綺譚 下
海道龍一朗 /著 講談社 /発行
2013.5 417p 15cm 743 円
（ 講談社文庫 か 119-7 ）
登場人物として上泉伊勢守に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

国債がわかる本 政府保証の金融ビジネスと債務
危機
山田博文 /著 大月書店 /発行
2013.5 157p 19cm 1500 円
著者は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1819 号】

乱世疾走 禁中御庭者綺譚 上
海道龍一朗 /著 講談社 /発行
2013.5 422p 15cm 743 円
（ 講談社文庫 か 119-6 ）
登場人物として上泉伊勢守に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1816 号】

子どもの生活を支える家庭支援論
小野澤昇･田中利則 /編著
ミネルヴァ書房 /発行
2013.5 12,287p 21cm 2700 円
小野澤氏は育英短期大学保育学科長･教授
【 TRC 新刊案内 1819 号】

ランタン灯る窓辺で アパートメント・ストーリ
ーズ
吉永南央 /著 東京創元社 /発行
2013.6 316p 15cm 740 円
（ 創元推理文庫 M よ 3-2 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1820 号】

古墳時代ガイドブック ビジュアル版
若狭徹 /著 新泉社 /発行
2013.6 94p 21cm 1500 円
（ シリーズ「遺跡を学ぶ」 別冊 04 ）
著者は高崎市教育委員会教育部文化財保護課係
長
【 TRC 新刊案内 1818 号】
史上最強図解よくわかるフロイトの精神分析
久能徹･太田裕一 /編著 ナツメ社 /発行
2013.6 255p 21cm 1380 円
太田氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1816 号】

〔 2013.7 〕
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じつはスゴい股関節
深代千之 /著 ポプラ社 /発行
2013.5 158p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1816 号】

鉢花ハンディ事典 栽培カレンダーですぐわかる
秋～早春編 １４０の鉢花約４００品種を収録。
長岡求 /著 NHK 出版 /発行
2013.5 255p 19cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1818 号】

社会人へのパスポート 若者必読の贈り物
渡部平吾 /著 ごま書房新社 /発行
[2013.6] 1200 円
著者はパンジー保育園(渋川市)園長
【上毛 6/18】

武術と医術 人を活かすメソッド
甲野善紀･小池弘人 /著 集英社 /発行
2013.6 243p 18cm 760 円
（ 集英社新書 0693 ）
小池氏は群馬大学大学院医学研究科卒業
【 TRC 新刊案内 1820 号】

主体と文体の歴史
亀井秀雄 /著 ひつじ書房 /発行
2013.5 12,590p 20cm 4700 円
（ 未発選書 第 19 巻 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1819 号】
主要な教材･教具の変遷 中等生物系教科目にお
ける
富樫裕 /著･発行
2013.4 17,18,616p 27cm
著者は前橋市在住
【受贈】
資料で綴る日本生物学史（下巻）
富樫裕 /著･発行
2013.4 1 冊 27cm
著者は前橋市在住
資料で綴る日本生物学史（上巻）
富樫裕 /著･発行
2013.4 16,27,656p 27cm
著者は前橋市在住

視聴覚資料
鬼石夏祭り 祭り囃子集（全五巻 ）（DVD）
鬼石祭囃子保存会 /製作
[2013.6]
上町、三杉町、相生町、本町、仲町の町内に伝
わるお囃子を収録
【上毛 6/21】

【受贈】

ぐんま一番 甘楽町で殿様気分
５日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]

【受贈】

資料で綴る日本生物学史 主要な教材･教具の変
遷 中等生物系教科目における〈抄録〉
富樫裕 /著･発行
2013.4 23,5,388p 27cm
著者は前橋市在住
【受贈】

平成２５年４月

【受贈】

ぐんま一番 こども時代へタイムスリップ！？
平成２５年４月１２日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
【受贈】

地域物流とグローバル化の諸相
吉岡秀輝 /著 時潮社 /発行
2013.5 269p 22cm 3200 円
著者は高崎商科大学商学部教授
【 TRC 新刊案内 1817 号】

ぐんま一番 白い妖精のおもてなし～尾瀬～ 平
成２５年６月１４日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
【受贈】

彫刻刀で楽しむ仏像 続 釈迦如来･聖観音菩薩
関侊雲･紺野侊慶 /監修
スタジオタッククリエイティブ /発行
2013.6 175p 26cm 2500 円
関氏は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1817 号】

ぐんま一番 つるっと満喫！水沢街道
年５月１７日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]

農業超大国アメリカの戦略 ＴＰＰで 問われ る
「食料安保」
石井勇人 /著 新潮社 /発行
2013.6 281p 20cm 1600 円
著者は共同通信社前橋支局長
【上毛 6/30、 TRC 新刊案内 1821 号】

ぐんま一番 ナチュラルヒストリー
４月１９日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
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平成２５

【受贈】
平成２５年

【受贈】

〔 2013.7 〕

ぐんま一番 民話と出会うほっこり休日（ 猿ヶ京 ）
平成２５年５月３日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
【受贈】
ぐんま一番 森の学校～わくわくがとまらない～
平成２５年５月１０日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[群馬県企画部広報課 /発行]
2013 [ 30 分]
【受贈】

百周年記念映像 群馬県立大泉高等学校（DVD）
[群馬県立大泉高等学校 /発行]
[ 2013.3] 21,63 分
【受贈】

スカイツリーで逢いましょう！／お山の公園（ CD）
心奏(らら)/歌
[2013.4]
「お山の公園」真下純(渋川市出身) /作詞は渋
川市をイメージした作品
心奏氏は渋川市出身
【上毛 6/7】
ずっと夢を見ていたいから（CD）
江原隆昭[/歌･ギター]
オアシス(前橋市)/販売
2009.9 18 曲 2500 円
江原氏は前橋市在住

【受贈】

水質年報 平成２３年度（CD-ROM）
群馬県企業局水質検査センター /発行
[ 2012]
【受贈】

旅の午後（CD)
西麻由美 /歌 さかたひとし /作曲
キングレコード[/発売]
2012.12
西氏は太田市出身
さかた氏は音楽工房 Moderato(伊勢崎市)代表
【ぐんま経済 6/20･ 22】
誕生日の夜（DVD）
小暮淳 /原作 須賀りす /朗読
[ 2013.6] 26 分 1000 円(原作絵本とセット)
小暮氏と須賀氏は前橋市在住
【上毛 6/29】
富岡製糸場（DVD）
[富岡市 /発行]
[2013] 20 分
日本語、英語、フランス語のメニューあり
【受贈】

〔 2013.7 〕

吉井めぐり／牛伏山哀歌（CD)
春山寛次 /歌 戸ケ崎隆史 /作詞 南浩二 /作曲
[2013.6] 2 曲
春山氏と戸ケ崎氏は高崎市在住
南氏は前橋市在住
【上毛 6/15】

電子資料

創設『旧時報鐘楼物語 』（DVD）
景観サポーター実行委員会(伊勢崎市)[ /発行]
[2013.6]
「伊勢崎駅物語」も収録
【上毛 6/27】

始まりの一歩（CD）
RICO/歌[･ピアノ]
[2013.6] 2 曲 1200 円
RICO 氏は藤岡市在住

ハッピー･カウチ ＲＡＤＩＯ ＴＡＫＡＳＡＫＩ
１９６２(昭和３７)年８月の思い出（利根川下り
－銚子･高崎２２０ｋｍ ）（CD）
久林純子 /パーソナリティ
若杉昌敬･渡部保[/出演]
2013.2 [30 分]
【受贈】

【上毛 6/19】
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