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２０２０年１２月分
No.４０９

赤城南麓の覇者が眠る大室古墳群
前原豊/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2020.12 62p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 24 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈】

令和 3(2021)年 1 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

あの日あの頃この町で～写真で振り返る安中市～
安中市学習の森ふるさと文学館(安中市教育委
員会文化財保護課)/編集･発行
2020.4 122p 30cm
【受贈】

・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。
・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。

伊勢崎案内記 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2020.11 1 冊 19cm 3200 円(頒価)

大牛中原遺跡 松義西部地区遺跡群Ⅱ 県営農地
整備事業松義西部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
2019.3 395p 写真図版 224p 付図 7 枚 30cm
（ 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 48 集）
【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。

女ひとり温泉をサイコーにする５３の方法
永井千晴/著 幻冬舎/発行
2020.11 304p 19cm 1400 円
付属資料：おすすめ温泉チャート(1 枚)
法師温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2187 号】

０ 総記
双文 第３５号
群馬県立文書館/編集･発行
2020.3 79p 30cm

【受贈】

国指定重要文化財山上多重塔 建立１２００年記
念歴史講演会
群馬県新里村教育委員会/編集
2001.7 40p 26cm
【受贈】

【自館製本】

群馬県富岡市富岡坪之内遺跡Ⅱ 市道６０１９号
線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
シン技術コンサル/編集
富岡市･シン技術コンサル･富岡市教育委員会
/発行
2018.12 136p 写真図版 42p 30cm 【受贈】

1 哲学･宗教

群馬のトリセツ
昭文社/発行
2020.12 127p 22cm 1600 円
（ 地図で読み解く初耳秘話 ）
【TRC 新刊案内 2187 号】
酒井忠清申渡状を繙く
野本文幸/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2020.11 62p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 23 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 12/31】
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〔2021.1〕

菅谷・村東遺跡 第６次調査 宅地造成工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査
飯塚組/編集･発行
2020.11 26p 写真図版 8p 30cm
（ 高崎市文化財発掘調査報告書 第 455 集 ）
【受贈】
戦国・織豊期と地方史研究
久保田昌希/編 岩田書院/発行
2020.9 359p 22cm 7900 円
群馬県に関する記述あり

めくっておぼえるにほん地図
Storm Machine Graphics[/画] コクヨ/発行
2020.11 1 冊 26cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2185 号】
本動堂の歴史・文化～史跡を訪ねて
[藤岡市本動堂(もとゆるぎどう)の住民有志/
作製]
2020
【上毛 12/30】

【購入】

山上多重塔 群馬県新里村国指定重要文化財
[新里村教育委員会/発行]
折りたたみ 1 枚 21 × 30cm
【受贈】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第３２回 高崎
市中原Ⅱ遺跡１号古墳出土埴輪の世界
高崎市観音塚考古資料館/編集･発行
2020.11 41p 30cm
【受贈】
高崎藩墓誌録 県外編
中村茂/編集･発行
2020.12 292p 21cm

よくわかる！日本の都道府県 見て遊んで楽しく
覚える！ 第２版
ユーキャン地理歴史研究会/編
ユーキャン学び出版/発行
2020.11 175p 26cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2184 号】

【受贈】

富岡市内遺跡確認調査報告書 平成２８・２９
年度
富岡市教育委員会/編集･発行
2019.3 28p 写真図版 8p 30cm
（ 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 49 集 ）
【受贈】
富岡清水遺跡２ 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
測研(文化財研究室)/編集
大和リース群馬支店･測研(文化財研究室)･富岡
市教育委員会/発行
2019.1 20p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

４７都道府県・名門／名家百科
森岡浩/著 丸善出版/発行
2020.10 5,313p 20cm 4000 円
（ 47 都道府県百科シリーズ ）
【TRC 新刊案内 2184 号】

3 社会科学

渡来人がつくった土器―高崎市内出土の韓式系土
器―
高崎市観音塚考古資料館/編集･発行
2020.3 8p 30cm
（ 令和 2 年度高崎市観音塚考古資料館ミニ企
画展 ）
【受贈】
日本の絶景超完全版 Ｓｕｐｅｒｂ Ｖｉｅｗ
ｉｎ ＪＡＰＡＮ
JTB パブリッシング/発行
2020.12 511p 21cm 2200 円
47 都道府県の絶景を収録
【TRC 新刊案内 2186 号】
日本の歴史を原点から探る 地域資料との出会い
地方史研究協議会/編 文学通信/発行
2020.10 270p 18cm 1500 円
（ シリーズ 地方史はおもしろい 02 ）
「寺に駆け込むということ－上州館林藩にみる
入寺と寺訴訟」収録
【購入】

伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2020.11 229p 30cm

令和２年第５回

伊勢崎市議会臨時会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2020.11 33p 30cm

令和２年第４回

【受贈】

【受贈】

学友報知 第２５５号
県立太田女子高等学校新聞部/発行
2020.2 2p 40cm

【受贈】

花群 第４６号
群照会/発行
2020.11 110p

【受贈】

21cm

学校基本統計（学校基本調査）結果速報 令和２
年度 令和２年５月１日現在
群馬県総務部統計課(人口社会係)/発行
2020.8 18p 30cm
【受贈】
教育年報 第６４号
[群馬県教育委員会事務局総務課/発行]
2020 141p 30cm
【自館製本】

〔 2021.1〕
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教育便覧 令和２年度
群馬県教育委員会/発行
2020 76p 30cm

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会/発行
2020.10 9,2,33p 30cm

【自館製本】

教育要覧 令和２年度
沼田市教育委員会/発行
2020.10 82p 30cm

令和元年度

群馬県市町村要覧 令和２年度
群馬県総務部市町村課/発行
2020 148p 30cm

【受贈】

全４７都道府県幸福度ランキング ２０２０年版
寺島実郎/監修 日本総合研究所/編
東洋経済新報社/発行
2020.9 18,305p 26cm 3600 円
群馬県･高崎市･前橋市に関する記述あり
【購入】

【自館製本】

群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員/発行
2020 55p 30cm

令和２年

【受贈】

創立７０周年記念誌
桐生市中学校体育連盟[/発行]
2020 71p A4 判
2010 年度から 10 年間の記録集
【桐生タイムス 12/8】

【受贈】

群馬県立館林高等特別支援学校創立１０周年記
念誌
群馬県立館林高等特別支援学校/発行
2020.10 52p 30cm
【受贈】

【受贈】

高崎商科大学コミュニティ・パートナーシップ・
センター紀要 第６号
高崎商科大学コミュニティ･パートナーシップ･
センター紀要編集委員会/編集
高崎商科大学地域連携センター/発行
2020.8 60p 30cm
【受贈】

ぐんまの国際化の現状 令和２年度
[群馬県知事戦略部地域外交課/発行]
2020 1 冊 30cm
【自館製本】

知的障害を理解するためのハンドブック
群馬県手をつなぐ育成会/作成
2020
【上毛 12/21】

子ども学研究論集 第６号
新島学園短期大学/発行
2020.7 84p 30cm

「地と知から（価）値」を創出する地域密着型大
学を目指して ２０１９年度・成果報告書
高崎商科大学地域連携センター/編集･発行
2020.8 73p 30cm
【受贈】

ぐんまの介護保険 令和２年度版
群馬県/発行
2020 30p 30cm

【受贈】

実録昭和の大事件「中継現場」
久能靖/著 河出書房新社/発行
2020.11 253p 19cm 1900 円
浅間山荘事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2186 号】

町内会だより ２０１４年～２０２０年
高崎市飯塚町第一町内会/編集･発行
2020.12 71p 29cm
【受贈、上毛 12/30】
定例市議会議案書 令和２年第４回（第１次送付
分）
前橋市/発行
2020 136p 30cm
【受贈】

渋川高校 創立１００周年記念誌
群馬県立渋川高等学校創立 100 周年記念事業実
行委員会･記念誌発行委員会/編集
群馬県立渋川高等学校･群馬県立渋川高等学校
創立 100 周年記念事業実行委員会/発行
2020.11 291p 31cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 令和２年第４回（第１
次送付分）(条例関係）(公の施設の指定管理者の
指定議案関係）
前橋市/発行
2020 50p 30cm
【受贈】

消費者行政の概要 令和２年度 (令和２年度消費
者施策と令和元年度実績）
群馬県生活こども部消費生活課/発行
2020.10 49p 30cm
【受贈】
職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2020 171p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 令和２年度 １２
月補正予算説明資料（令和２年第４回定例市議会）
前橋市/発行
2020 14p 30cm
【受贈】

令和２年
【受贈】
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全国繊維企業要覧 ｖｏｌ．５４(２０２１)東日
本３ 北海道・東北・関東・甲信越
信用交換所総合事業部/編集
信用交換所大阪本社/発行
2020.10 382p 30cm 13571 円
【TRC 新刊案内 2185 号】

4 自然科学
感染症対策実施店舗マップ
みどり市商工会/作製
[2020] 二つ折り A3 判 【桐生タイムス 1/5】
健康福祉統計年報 令和２年刊行
[群馬県健康福祉部健康福祉課総務係/発行]
2020 1 冊 30cm
【自館製本】

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [４] そば・うど
ん・粉もの
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2020.11 127p 26cm 2800 円
群馬県の大根そば･手打ちうどん･おっきりこみ
･おつみっこに関する記述あり
【購入】

5 技術･工学･家政学･生活科学

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [７] 魚のおかず
地魚・貝・川魚など
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2020.11 127p 26cm 2800 円
群馬県の鮭の粕煮･なまずのたたき揚げ･鮎の塩
焼きに関する記述あり
【購入】

伊香保・榛名湖周辺グルメマップ
伊香保温泉旅館協同組合青年部/作製
[2020] A3 判
【上毛 1/7】
群馬県立産業技術センター業務報告
度（２０１９）
群馬県立産業技術センター/発行
2020.9 30p 30cm

平成３１年

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 [１２]
つともち
日本調理科学会/企画･編集
農山漁村文化協会/発行
2020.11 127p 26cm 2800 円
群馬県のきみもちに関する記述あり

【受贈】

国宝旧富岡製糸場西置繭所保存修理工事報告書
文化財建造物保存技術協会/編集
富岡市･富岡市教育委員会/発行
2020.8 3 分冊 30cm
建造物編：392p
建造物図面編：24p
発掘調査編：47p 写真図版 44p
（ 旧富岡製糸場建造物保存修理工事報告書 2 ）
【受贈】

【購入】

6 産業

この秋冬、絶対必要な機能服ＷＯＲＫＭＡＮ コ
スパ最前線のＧＯもＳＴＡＹもつかえる３００
マガジンボックス/発行
2020.12 98p 30cm 727 円
（ M.B.MOOK ）
WORKMAN( ワ ーク マ ン)本社 は 伊 勢崎 市 にあ
り
【TRC 新刊案内 2184 号】

駅弁掛け紙図録 １
南部町祐生出会いの館/編集･発行
2020.5 119p 26cm
（ 祐生コレクション 2 ）
横川駅･高崎駅･桐生駅･前橋駅･大間々駅の駅弁
掛け紙図収録
【購入】
国道１６号線 「日本」を創った道
柳瀬博一/著 新潮社/発行
2020.11 230p 20cm 1450 円
「富岡製糸場と水運と鉄道が拓いた明治日本」
収録
【TRC 新刊案内 2186 号】

“ジュウデンケン”って、なに？
桐生市近代化遺産 絹撚記念館/作成
2020.11 24p
桐生市の国の重要伝統的建造物群保存地区(重
伝建)についての子ども向けパンフレット
【桐生タイムス 12/30】

史跡旧富岡製糸場 内容確認調査報告書 ３
診療所北 便所１５部分 西置繭所周辺 西置繭
所北・社宅７１西 繰糸場・揚返工場西・寄宿舎
南 遺構編
富岡市教育委員会/編集･発行
2019.3 184p 30cm 付図(遺構平面図)15 枚
【受贈】

スバル・インプレッサ／ＷＲＸ ＩＭＰＲＥＺＡ
ＷＲＸ Ｎｏ．１６
三栄/発行
2020.12 151p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ） 【TRC 新刊案内 2184 号】

〔 2021.1〕

米のおや
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渋沢栄一伝 道理に欠けず、正義に外れず
井上潤/著 ミネルヴァ書房/発行
2020.11 12,288,4p 19cm 2400 円
富岡製糸場に関する記述あり
【購入】

群馬県体操協会７０年史
群馬県体操協会/発行
2020.9 215p 27cm
付属資料：CD1 枚(群馬県体操協会競技記録)
【受贈】

追跡！まぼろしの八高線衝突事故
昭島市教育委員会生涯学習部社会教育課文化財
係/発行
2020.11 142p 21cm 600 円
（ 昭島近代史調査報告書 ブックレット 2020 ）
群馬県出身の犠牲者が多数いた列車衝突事故に
ついての調査報告書
【上毛 1/4】

ぐんまこどもの国児童会館かるた
群馬県児童健全育成事業団(ぐんまこどもの国
児童会館)/制作
2020.10 92 枚
開館 30 周年を記念し作成 【受贈、上毛 12/25】

富岡製糸場―継承される革新の歴史
Echelle-1/発行
2020.10 143p 21 × 22cm
付属資料：歴史年表 4 枚

小林真二 赤城山を愛した洋画家 生誕１３０年
記念
みどり市大間々博物館(コノドント館)/発行
2020 二つ折り 1 枚 30 × 42cm
小林真二は旧山田郡大間々町(現みどり市)生ま
れ
【受贈】

【受贈】

目で見る沼田藩真田用水群の魅力 地図と写真で
各用水を分かりやすく説明
真田用水研究会[/発行]
2020 32p A4 判
【週間利根 12/13･20】

詳解新陰流兵法教範
島正紀/著 新陰流正伝上泉会/発行
2020.6 253p 21cm 4000 円(頒価)

【受贈】

刀匠大隅俊平図録 大隅俊平美術館開館記念
太田市教育委員会/発行
2012.11 99p 30cm
大隅俊平は太田市生まれ
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

年報 第４０号（令和元年度実績）
群馬県スポーツ協会/発行
2020.9 79p 30cm

イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 ＩＬＬＵ
ＳＴＲＡＴＯＲＳ ＡＮＮＵＡＬ ２０２０
日本国際児童図書評議会(JBBY)/発行
2020.8 184p 28cm
2021 年 1 月 5 日～ 1 月 24 日開催の太田市美術
館･図書館の展覧会図録
【受贈】

【受贈】

ＵＮＴＩＴＬＥＤ ＲＥＣＯＲＤＳ
Ｖｏｌ．１９
KITAJIMA KEIZO[/撮影] KULA/発行
2020.10 1 冊(ページ付なし) 30cm 2000 円
富岡の風景を撮影した写真収録
【TRC 新刊案内 2183 号】

共振
町田久美/絵 中川素子/文 水声社/発行
2020.12 61p 27cm 2800 円
町田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2187 号】
郷土の画家 高橋三兄弟作品集―明治生まれの澤
三・五郎・重朗―
郷土の画家 高橋三兄弟作品集編集委員会/発
行
2020.12 87p 30cm 1500 円(税込･頒価)
高橋三兄弟澤三･五郎･重朗は富岡市生まれ
【受贈、上毛 12/17･23】

8 語学

銀河鉄道の夜 ｎｅｗ ｖｅｒｓｉｏｎ四次稿編１
宮沢賢治/原作 ますむらひろし/作画
風呂猫(嬬恋村)/発行
2020.10 168p 27cm 1700 円
【TRC 新刊案内 2185 号】
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〔2021.1〕

ドラねこまじんのボタン
如月かずさ/作 コマツシンヤ/絵 偕成社/発行
2020.11 78p 21cm 1200 円
（ ミッチの道ばたコレクション ）
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2183 号】

9 文学
命の限り あるＡＬＳ患者の半生
美才治幸子/著 文芸社/発行
2021.1 186p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身

【受贈】

日本現代詩選 第３９集(２０２０)
『日本現代詩選』編集委員会/編
日本詩人クラブ/発行
2020.7 670p 21cm 3000 円
「この風景の静けさの向こうには」久保木宗一
(群馬県生まれ)著収録
【購入】

江見水蔭―無名の花袋を支えた小説家― 田山花
袋記念文学館花袋没後９０年記念特別展
館林市教育委員会文化振興課(田山花袋記念文
学館)/発行
2020 18p 30cm
田山花袋との交流に関する記述あり 【受贈】

年刊歌集 令和２年度
群馬県歌人クラブ/発行
2020.11 157p 19cm 3000 円

隠れ真田の秘密 傑作長編時代小説
倉阪鬼一郎/著 コスミック出版/発行
2020.11 292p 15cm 650 円
（ コスミック・時代文庫 く 5-9 ）
「上州すき焼き鍋の秘密」(宝島社文庫 2017 年
刊)の改題、加筆訂正 【TRC 新刊案内 2184 号】

夫婦二人三脚 生きた証しの語録集
妹尾信孝/著
[2020] 48p A5 判 500 円
著者は太田市在住
【上毛 1/5】

鬼城俳句俳論集 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2020.12 370p 19cm 3800 円(頒価) 【受贈】

ふゆくさ＋往還集
土屋文明[/著]
群馬県立土屋文明記念文学館/編
群馬県立土屋文明記念文学館ミュージアムショ
ップの会/発行
2020.9 270p 21cm 900 円
【上毛 12/22】

群馬年刊詩集 第４３集（２０２０）
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2020.11 148p 21cm 2000 円(頒価)
【受贈、上毛 12/29】
上野歌解 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2020.12 68p 19cm 2200 円(頒価)
讃岐の空へ 歌集
東條貞子/著 けやき書房/発行
2020.11 233p 20cm
（ 地表叢書 第 168 篇 ）
著者は群馬県在住

本のパーキング ３１号
hashoma-do/発行
2020.11 18p 21cm 200 円(頒価)
「七面鳥の叫び 米原万里『オリガ･モリソヴナ
の反語法』」アラマキマリコ(前橋市在住)著
収録
【受贈】

【受贈】

万葉集上野国歌 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2020.12 37p 19cm 2000 円(頒価)
【受贈】

【受贈】

村上鬼城顕彰小中学生俳句大会作品集 第３３回
村上鬼城顕彰小中学生俳句大会実行委員会/発
行
2020.9 24p 26cm
【受贈】

Ｓｅｖｅｎ Ｓｔｏｒｉｅｓ 星が流れた夜の車
窓から
糸井重里･井上荒野他/著 文藝春秋/発行
2020.11 184p 20cm 1500 円
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2187 号】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第３４回
第３３回村上鬼城賞作品集
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局/編集
村上鬼城顕彰会/発行
2020.9 71p 26cm
【受贈】

時は来れり―太田高校応援団グラフィティ
浅沼義則/著 三省堂書店･創英社/発行･発売
2020.12 157p 19cm 1200 円
著者は太田高校応援団 4 代目団長
【受贈、上毛 12/21】

〔 2021.1〕

【受贈】

遺言未満、
椎名誠/著 集英社/発行
2020.12 253p 20cm 1600 円
桐生での取材による「ひもかわうどん行」収録
【桐生タイムス 1/5】
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持続可能な社会への道 環境科学から目指すゴ
ール
大政謙次[ほか]/編 日本学術協力財団/編集
日本学術協力財団/発行
2020.10 263p 21cm 1800 円
（ 学術会議叢書 27 ）
大政氏は高崎健康福祉大学農学部長
【TRC 新刊案内 2183 号】

県関係者の一般著作
あらゆる病気は歩くだけで治る！ 大活字版
青柳幸利/著 SB クリエイティブ/発行
2020.11 170p 26cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2185 号】
いつか来る死
糸井重里･小堀鷗一郎/著
マガジンハウス/発行
2020.11 141p 19cm 1400 円
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2185 号】

ジュスタ
パウル･ゴマ/著 住谷春也/訳 松籟社/発行
2020.10 199p 20cm 2000 円
（ 東欧の想像力 18 ）
原タイトル：Justa
住谷氏は群馬県生まれ
【上毛 12/22】

観光まちづくりリーダー論 地域を変革に導く人
材の育成に向けて
井手拓郎/著 法政大学出版局/発行
2020.11 9,196p 22cm 3400 円
著者は高崎経済大学地域政策学部観光政策学科
准教授
【TRC 新刊案内 2184 号】

小 学校 ６ 年間 分の 計 算が スッ キ リわ か る 本 速
く、正確に解けてミスも減る！
松島伸浩/著 高濱正伸/監修 カンゼン/発行
2020.12 223p 21cm 1700 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2185 号】

キャッチーなメロディの極意４８ 誰も教えたが
らない！
割田康彦/著 リットーミュージック/発行
2020.11 255p 21cm 2000 円
著者は中之条町出身
【上毛 12/13】

人生を豊かにしたい人のための講談 講談が人々
を魅了する理由
神田松鯉/著 マイナビ出版/発行
2020.10 199p 18cm 870 円
（ マイナビ新書 ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2183 号】

きれいでふしぎな粘菌
新井文彦/著 川上新一/監修
文一総合出版/発行
2020.12 48,5p 21 × 23cm 1800 円
（ 森の小さな生きもの紀行 1 ）
著者は富岡市在住
【上毛 12/21】

人体を描きたい人のための「美術解剖学」
金井裕也/著 講談社/発行
2020.11 125p 26cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2186 号】

子ども虐待は、なくせる 当事者の声で変えてい
こう
今一生/著 日本評論社/発行
2020.11 219p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2186 号】

＜つながり＞の戦後史 尺別炭砿閉山とその後の
ドキュメント
嶋崎尚子･新藤慶/著 青弓社/発行
2020.11 267p 21cm 2000 円
新藤氏は群馬大学共同教育学部准教授
【TRC 新刊案内 2187 号】

ゴルフはインパクトの前後３０ｃｍ 新装版
大塚友広/著 幻冬舎/発行
2020.10 181p 19cm 1200 円
初版のタイトル等：ゴルフはインパクトの前後
30 センチ!(東邦出版 2017 年刊)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2183 号】

東京スリバチの達人 時空を超える「見比べ三地
図」構成現代・明治・江戸 分水嶺東京南部編
皆川典久/著 昭文社/発行
2020.12 174p 21cm 1500 円
（ 高低差散策を楽しむバイブル SURIBACHI ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 1/6、TRC 新刊案内 2189 号】

ゴルフ歴１年で７０台に突入できる３０ｃｍトレ
スモールスイング・レボリューション 新装版
大塚友広/著 幻冬舎/発行
2020.10 169p 19cm 1200 円
初版：東邦出版 2018 年刊
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2183 号】

東京スリバチの達人 時空を超える「見比べ三地
図」構成現代・明治・江戸 分水嶺東京北部編
皆川典久/著 昭文社/発行
2020.12 174p 21cm 1500 円
（ 高低差散策を楽しむバイブル SURIBACHI ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 1/6、TRC 新刊案内 2189 号】
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〔2021.1〕

東京２３区凸凹地図 スリバチの達人
皆川典久/監修 昭文社/発行
2020.12 1 冊 21cm 2000 円
（ 高低差散策を楽しむバイブル SURIBACHI ）
皆川氏は群馬県生まれ
【上毛 1/6】

大和言葉集
徳田和夫･菊地仁/編著 三弥井書店/発行
2020.11 215p 22cm 7500 円
（ 伝承文学注釈叢書 3 ）
徳田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2187 号】

２０年で元本３００倍お金が集まる５つの原則
秋山哲/著 光文社/発行
2020.11 252p 18cm 840 円
（ 光文社新書 1097 ）
著者は高崎市出身
【上毛 12/27】

離島の本屋 ふたたび 大きな島と小さな島で本
屋の灯りをともす人たち
朴順梨/著 ころから/発行
2020.10 128p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2184 号】

発達を学ぶちいさな本 子どもの心に聴きながら
白 石 正久 /文 ･写 真 ク リエ イ ツ かも がわ /発行
2020.12 119p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2186 号】

視聴覚資料

不動産運用設計に関する講義ノート―ＦＰ継続教
育研修用―（個人の可処分所得の増加をサポート
するプランナー）
荒井俊行/著･発行
2020.3 265p 21cm
著者は群馬県生まれ
【受贈】
まいにち豆腐レシピ
工藤詩織/著 牛尾理恵/レシピ
2020.11 159p 21cm 1200 円
著者は前橋市出身

“ジュウデンケン”って、何？ （CD）
桐生市近代化遺産 絹撚記念館/作成
2020
桐生市の国の重要伝統的建造物群保存地区(重
伝建)についての子ども向けパンフレットを収
録した CD 【上毛 12/18、桐生タイムス 12/30】

池田書店/発行
高崎グラフィティ （DVD）
川島直人/監督
2020 DVD3300 円 ブルーレイ 4400 円
高崎市内で全編撮影した映画
【上毛 12/19】

【上毛 12/24】

南方熊楠のロンドン 国際学術雑誌と近代科学の
進歩
志村真幸/著 慶應義塾大学出版会/発行
2020.2 280,6p 22cm 4000 円
著者は前橋工科大学非常勤講師 【上毛 12/30】

前橋夢神輿 （CD）
下境和男/作詞 瀬戸文吉/歌
2020 1200 円
「前橋夢まつり」も収録
下境氏･瀬戸氏は前橋市在住

めでたしめずらし瑞獣珍獣
内山淳一/[編]著
パイインターナショナル/発行
2020.11 351p 26cm 3200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2186 号】

電子資料

めんどくさいがなくなる「明日ラク」レシピ！
本多理恵子/著 清流出版/発行
2020.11 127p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2185 号】
ゆがめられた目標管理 すぐれた目標は会社の存
続と発展を約束し、凡傭な目標は会社を破綻に導
く 復刻版
一倉定/著 日経 BP/発行
2020.11 214p 19cm 1800 円
初版：技報堂 1969 年刊
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2186 号】

〔 2021.1〕
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【上毛 12/25】

