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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０２１年１月分
No.４１０

開運！厳選神社
旅行読売出版社/発行
2020.12 83p 30cm 600 円
（ 旅行読売 mook ）
群馬県の神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2191 号】

令和 3(2021)年 2 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

狛犬さんぽ
ミノシマタカコ/著 川野明正/監修
グラフィック社/発行
2020.12 143p 21cm 1700 円
小幡八幡宮(甘楽町)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。
・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。

2 歴史･伝記･地理

・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。

阿部貞行と興行―平安前期上野国における「良吏」
政治の系譜― 論文
関口功一/著
2016.5 359-380p 21cm
『信濃』第 796 号より抜刷
著者は群馬県生まれ
【受贈】
今がわかる時代がわかる日本地図 ２０２１年版
成美堂出版編集部/編集 成美堂出版/発行
2021.1 239p 30cm 1600 円
（ SEIBIDO MOOK ） 【TRC 新刊案内 2188 号】

０ 総記
群馬県読書活動推進計画（令和２年度～令和６年
度）
群馬県教育委員会事務局生涯学習課/編集･発行
2020.3 36p 30cm
【自館製本】

内村鑑三の聖書講解 神の言のコスモスと再臨
信仰
小林孝吉/著 教文館/発行
2020.12 467p 22cm 5300 円
【TRC 新刊案内 2192 号】

群馬県読書活動推進計画 概要版
群馬県教育委員会事務局生涯学習課/編集･発行
[2020.3] 1 冊 30cm
【自館製本】

上毛野への「渡来人」来往について
関口功一/著
2015.12 1-14p 21cm
『群馬文化』第 324 号より抜刷
著者は群馬県生まれ

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．２１ ２０２０ＷＩＮＴ
ＥＲ
トロワデザイン(motto 編集部)/発行
2020.11 49p 21cm
【受贈】

上毛野への「仏教伝来」について
関口功一/著
2017.7 553-568p 21cm
『信濃』第 810 号より抜刷
著者は群馬県生まれ
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論文

【受贈】
論文

【受贈】

〔2021.2〕

関東のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ [２０２０
－２]
JTB パブリッシング/発行
2020.12 111p 30cm 980 円
（ JTB の MOOK ）
群馬県の道の駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2188 号】

中央官人と地方政治―上毛野朝臣馬長の上野守任
官の前後ー 論文
関口功一/著
2015.7 529-546p 21cm
『信濃』第 786 号より抜刷
著者は群馬県生まれ
【受贈】
都道府県のクイズ図鑑 改訂版
学研プラス/発行
2020.12 197p 15cm 850 円
（ 学研の図鑑 LIVE ）
初版：学研教育出版 2015 年刊
【TRC 新刊案内 2188 号】

旧街道じてんしゃ旅 令和のやじきた“輪道中”
其の２ 旧中山道編 日本橋～京都三条 自転
車でたどる中山道六十九次
八重洲出版/発行
2020.12 103p 30cm 1200 円
（ ヤエスメディアムック 667 ）
Cycle Sports 特別編集 【TRC 新刊案内 2191 号】

富岡製糸場周辺バリアフリーマップ
富岡市/作成
[2021]
【上毛 1/20、東京 2/3】

近世大名墓の展開 考古学から大名墓を読み解く
大名墓研究会/編 雄山閣/発行
2020.11 208p 21cm 2400 円
前橋藩酒井家･高崎藩安藤家等に関する記述あ
り
【購入】

渡来人伝 火の山榛名をゆく
権鍾伍/編著 彩流社/発行
2020.12 241p 20cm 2200 円
【購入、TRC 新刊案内 2189 号】

近代日本のキリスト者 その歴史的位相
村松晋/著 聖学院大学出版会/発行
2020.12 360,6p 22cm 4500 円
柏木義円･住谷天来に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2191 号】

新島襄と八重夫妻 日本最初のモダン・カップル
大越哲仁/著 大学教育出版/発行
2020.12 8,187p 21cm 1800 円
【購入、TRC 新刊案内 2189 号】

群馬県人物・人材情報リスト ２０２１
日外アソシエーツ/編集･発行
2020.10 34,771,30p 30cm 97000 円
【購入、TRC 新刊案内 2189 号】
小寺元知事年賀状交流記録
山口満/発行
2020.10 21p 21cm
山口氏は群馬県在住

【受贈】

上越線沿いのふるさと探検
みなかみ町まちづくり協議会/発行
2020.12 20p 30cm

【受贈】

日本史が面白くなる４７都道府県県庁所在地誕生
の謎
八幡和郎/著 光文社/発行
2020.12 236p 16cm 760 円
（ 光文社知恵の森文庫 t や 5-4 ）
【TRC 新刊案内 2189 号】
『日本書紀』神功皇后四十九年条と上毛野地域
関口功一/著
2017.3 1-16p 21cm
『群馬歴史民俗』第 38 号より抜刷
著者は群馬県生まれ
【受贈】
はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．４４
尾瀬保護財団/発行
2020.12 12p 30cm

人望力 なぜ人は彼らについていったのか
瀧澤中/著 致知出版社/発行
2020.12 299p 19cm 1800 円
黒沢丈夫氏(元上野村長)･福田赳夫氏に関する
記述あり
【上毛 1/31】

前橋歴史断簡 知られざる１３の謎に挑む
野本文幸/著
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2020.12 375p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、上毛 2/9】

１９６４年と２０２０年くらべて楽しむ地図帳
松井秀郎/編 山川出版社/発行
2020.12 231p 26cm 2000 円
都道府県ごとの解説と市区町村の変遷図あり
【TRC 新刊案内 2191 号】

〔 2021.2〕

【受贈】

結んで開いて飛んだ空 人間力をフルに活かせた
私の人生に感謝
福田智子/著 ブイツーソリューション社/発行
2020.12 336p B4 判 1400 円
著者は渋川市在住
【上毛 1/13】
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「物部」の地域的展開について 論文
関口功一/著
2014.5 29-44p 21cm
『群馬歴史民俗』第 35 号より抜刷
著者は群馬県生まれ
律令制的地域再編成休止期の意味
関口功一/著
2014.8 627-644p 21cm
『信濃』第 775 号より抜刷
著者は群馬県生まれ

ぐんま・県土整備プラン２０２０―災害に強く、
安定した経済活動が可能な群馬県の実現―
群馬県/編集･発行
2020.12 153p 30cm
【受贈】
【受贈】
群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 令和元
年度
[群馬県企画部統計課/発行]
2020 1 冊 30cm
【自館製本】

論文

【受贈】

ぐんま子ども・若者未来ビジョン２０２０
概要版
群馬県生活こども部生活こども課[/発行]
2020 三つ折り 30 × 63cm
【受贈】

るるぶ地図でよくわかる４７都道府県の歴史大
百科
JTB パブリッシング/発行
2020.12 143p 26cm 1400 円
付属資料：史跡マップ&歴史年表ポスター
【TRC 新刊案内 2187 号】
草鞋を作る人
平形作太郎/著･発行
2020.11 159p 22cm
著者は元高山村教育長

決算に基づく健全化判断比率審査意見書 令和元
年度
[群馬県監査委員/発行]
2020 1 枚 30cm
【受贈】
決算に基づく資金不足比率審査意見書
年度
[群馬県監査委員/発行]
2020 1 枚 30cm

【受贈、上毛 1/14】

国立のぞみの園紀要
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(高崎
市)/編集･発行
2020.6 114p 30cm
【自館製本】

【受贈】

川漁 越後魚野川の伝統漁と釣り
戸門秀雄/著 農山漁村文化協会/発行
2021.1 370p 図版 16p 20cm 3700 円
越後魚野川は新潟･群馬県境の山々に源を発す
る
【TRC 新刊案内 2192 号】
群馬県会社要覧 ２０２１
群馬経済研究所/発行
2021.2 354p 21cm
4000 円
群馬県公営企業会計決算審査意見書
群馬県監査委員/発行
2020.8 74p 30cm

【受贈】

健康経営事例集 生き活き健康事業所宣言
全国健康保険協会群馬支部/発行
2020.12 31p 30cm
群馬県内健康経営実践企業 22 社の紹介【受贈】

3 社会科学
おもしろ科学教室教材集 ３０
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2020.3 38p 30cm

令和元

財政のあらまし 令和２年１２月
群馬県/発行
2020.12 40p 30cm

【受贈】

産業研究 第５６巻第１号 通巻９１号
高崎経済大学地域科学研究所/編集･発行
2020.11 64p 26cm
【受贈】

【受贈】

事業概要 令和元年度（平成３１年度）
桐生保健福祉事務所/発行
2020 42p 30cm
【受贈】

令和元年度
【受贈】

児童養護施設応援企業
[ヤング･アシストいっぽ(前橋市)/発行]
[2021]
児童養護施設や里親家庭を巣立った若者に理解
のある県内企業の情報冊子
【毎日 2/7】

群馬県男女共同参画年次報告書（令和元年度実績
報告）
群馬県生活こども部生活こども課[/編集]
群馬県/発行
2020.11 55p 30cm
【受贈】

職員の給与等に関する報告
群馬県人事委員会/発行
2020 3,6p 30cm
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令和２年１１月
【受贈】

〔2021.2〕

創立１２０周年記念誌 伝統の大地に立ちて
群馬県立大間々高等学校/発行
2020.11 36p 30cm
【受贈】
地域貢献事業概要 令和元年
高崎健康福祉大学/発行
[2020] 24p 30cm

連盟双書 第１４６集
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
2020.12 101p 30cm
【受贈】
老健ぐんま Ｖｏｌ．２３
「老健ぐんま」編集委員会/編集
群馬県老人保健施設協会/発行
2020.12 120p 30cm

【受贈】

出会い、ふれあい、心の輪 令和２年度
内閣府政策統括官(政策調整担当)付障害者施策
担当/編集 内閣府/発行
2020.12 128p 26cm
障害者週間のポスター中学生区分佳作「繋がる
心で広がる世界」米川心優/著(群馬県)収録
【受贈】

4 自然科学

定例県議会議案 令和２年第３回後期（附 予算
説明書）
群馬県/発行
2020 177p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書
分）
前橋市/発行
2020 4p 30cm

看護職＆医療職就職ガイドブック ２０２１
保健師／助産師／看護師／准看護師
2020.1 78p
上毛新聞社看護ガイダンス事務局/編集･発行
【上毛 1/27】

令和２年第４回（第２次送付

群馬県西部の妙義山域における後期中新世火山層
序と陥没構造
妙義団体研究グループ
2020.1 21-38p 28cm
『地球科学』74 巻 1 号より抜刷
【受贈】

【受贈】

定例市議会議案書 令和２年第４回（第３次送付
分）
前橋市/発行
2020 13p 30cm
【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 第２４号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2020.3 106p 30cm
【受贈】

ＴＯＨＹＯ ＤＡＴＥ（トーヒョー・デート）
竹内ヤクト･舘孝幸/作成
2021 4p A4 判
竹内氏は前橋市のコピーライター
前橋市議選に向けたもの【毎日 1/28、上毛 1/31】

群馬県立病院事業概要 令和元年度
群馬県病院局総務課/発行
2020.10 80p 30cm

第４１号
【受贈】

人生の並木道 ハンセン病療養所の手紙
川崎正明/著 編集工房ノア/発行
2020.12 302p 19cm 2000 円
全国 13 の国立ハンセン病療養所(栗生楽泉園含
む)の人々と出会い書かれたもの
【TRC 新刊案内 2192 号】

放送大学と地域貢献 放送大学 河合ゼミエッセ
イ集
河合明宣･吉田瑞希･松田君子/編集
日中朱鷺保護研究会/発行
2020.8 142p 30cm
河合氏は群馬県出身
群馬 SC の卒業生･修了生のエッセイ収録
【受贈】

フィールド・バイオロジスト ２６巻２号（２０
２０年３月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2020.3 42p 26cm
【受贈】

放送大学の地域貢献機能―学習センター・サーク
ルのネットワーク分析を手がかりに―
河合明宣･吉田瑞希･川島英昭/著
2018 41-69p 30cm
『放送大学研究年報』36 号より抜刷
河合氏は群馬県出身
群馬 SC「生物研究会」に関する記述あり
【受贈】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書
第４６号
群馬県環境森林部自然環境課/編集･発行
2020.9 161p 30cm
【受贈】
わが家のすごろく
沼田利根医師会/作成
2021 A3 判
医療や介護についてのすごろく

〔 2021.2〕

【受贈】
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【読売 1/22】

和算 江戸の数学文化
小川束/著 中央公論新社/発行
2021.1 333p 20cm 1800 円
（ 中公選書 114 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2192 号】

6 産業
ぐんま中心市街地活性化支援事業 令和２年度版
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2020.5 64p 30cm
【自館製本】
心の糧（戦時下の軽井沢）
大堀聰/著 銀河書籍/発行
2020.9 193p 21cm 1200 円
草津軽便鉄道･碓氷峠のアプト式鉄道敷設工事
に関する記述あり
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

Ｊａｐａｎ Ｂｒａｎｄ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
群馬版 日本の一流店大図鑑 ２０２１
サイバーメディア/発行
2021.1 144p 30cm 1091 円
（ メディアパルムック ）
【購入、TRC 新刊案内 2190 号】

ぐんまこども環境白書
群馬県森林環境部環境局環境政策課[/発行]
2020.3 31p 30cm
【受贈】
水害列島日本の挑戦 ウィズコロナの時代の地球
温暖化への処方箋
気候変動による水害研究会/著
日経コンストラクション/編 日経 BP/発行
2020.11 183p 30cm 2200 円
「継続的な治水対策で救われた利根川」収録
【購入】

ＪＡ歳時記―農の彩り― ２０２０
JA 群馬中央会総合企画部[/発行]
2020 32p 30cm

【受贈】

地域ブランドのグローバル・デザイン
薄上二郎/著 白桃書房/発行
2020.11 6,213p 21cm 2500 円
「姉妹都市交流を通したまちづくり 甘楽町とチ
ェルタルド市のケース」収録
【TRC 新刊案内 2188 号】

スバル・スタイル ＳＵＢＡＲＵ ＳＴＹＬＥ
ＶＯＬ．８ コロナに負けず、スバル車で楽しく
遊びたい！！
三栄/発行
2021.2 162p 30cm 1500 円
（ SAN-EI MOOK ） 【TRC 新刊案内 2192 号】
絶品！お取り寄せ アンテナショップ担当者のイ
チ推し
八重洲出版/発行
2020.11 97p 30cm 1500 円
（ ヤエスメディアムック 643 ）
群馬県の焼きまんじゅうに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2187 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
赤城自然園２０２１カレンダー
赤城自然園/作成
2020 44cm 1000 円(税込)
【上毛 1/18、毎日 1/20】

トヨタ８６＆スバルＢＲＺ Ｎｏ．１４
三栄/発行
2021.2 191p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ） 【TRC 新刊案内 2192 号】

いせさきかるた
伊勢崎青年会議所/作製
2014
2015 年 1 月の新市誕生 10 周年記念事業として
企画したもの
【上毛 1/27】

芳ヶ平湿地群(よしがだいらしっちぐん)ミニブッ
ク みんなで環境について考えよう！
群馬県森林環境部環境局自然環境課/発行
2019.12 21p 21cm
【受贈】

えいせい（衛生）かるた
NIPPON ACADEMY(前橋市)/作成
2020 A4 判
新型コロナウイルス感染予防の知識を伝えるか
るた
【毎日 1/26】

ワークマンスーパーＢＥＳＴ ＢＵＹ 進化し続
ける、今最も買うべきアウトドアウェア２０２１
マイウェイ出版/発行
2021.1 79p 26cm 800 円
（ マイウェイムック ）
ワークマン本社は伊勢崎市にあり
【TRC 新刊案内 2188 号】
-5-

〔2021.2〕

郷土玩具ざんまい
瀬川信太郎/著 淡交社/発行
2020.12 206p 19cm 1800 円
高崎達磨に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2189 号】
群馬県書道展覧会作家名鑑
県民芸術祭参加
[群馬県書道協会/発行]
2020 66p 30cm

第７１回

8 語学
実践方言学講座 第1巻 社会の活性化と方言
半沢康･新井小枝子/編 くろしお出版/発行
2020.12 13,281p 22cm 4300 円
「方言を介した大学と自治体との協働」に中之
条町六合地域での活動の紹介あり。
日本絹の里･土屋文明記念文学館の事例あり。
新井氏は群馬県立女子大学教授
【購入、TRC 新刊案内 2189 号】

第４４回
【受贈】

芸術界 ２０２１
日本芸術年鑑社/発行
2020.12 391p 31cm
町田譽曽彦氏(群馬県生まれ)･中村規子氏(群馬
県出身)の作品と両氏に関する記述あり【購入】

9 文学

準備報告書 全国高等学校総合体育大会 令和２
年度
令和 2 年度全国高等学校総合体育大会群馬県実
行委員会他/編集･発行
2020.12 77p 30cm
【受贈】

阿修羅草紙
武内涼/著 新潮社/発行
2020.12 473p 20cm 2100 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2190 号】

ｓｋｉｅｒ ２０２１ＷＩＮＴＥＲ 特集北海道
・秋田・群馬・新潟・長野スキー場ガイド
山と溪谷社/発行
2020.12 146p 30cm 1500 円
『山と溪谷』別冊
【TRC 新刊案内 2189 号】

あなたの隣にいる孤独
樋口有介/著 文藝春秋/発行
2020.12 238p 16cm 700 円
（ 文春文庫 ひ 7-10 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2189 号】

全国厄除け郷土玩具 疫病退散！入手先・由来・
ご利益のすべてがわかる
中村浩訳/著 誠文堂新光社/発行
2020.11 191p 19cm 1800 円
山名八幡宮獅子頭･だるまに関する記述あり
【購入】

殘光 卒寿記念 漢詩集
澄泉 髙橋延雄/著
2018.7 127p 22cm
著者は群馬県生まれ

【受贈】

自転車に乗って
伊藤礼[ほか]/著 河出書房新社/発行
2020.12 209p 19cm 1700 円
（ アウトドアと文藝 ）
「自転車日記」萩原朔太郎著収録
【TRC 新刊案内 2191 号】

虹色の轍 全国高等学校総合体育大会 群馬県高
校生活動の記録 令和２年度
令和 2 年度全国高等学校総合体育大会群馬県実
行委員会/編集･発行
2021.1 57p 30cm
【受贈】

詩のまち「前橋」ものがたり １９９０－２０
２０
上毛新聞社/編
上毛新聞社デジタルビジネス局出版部/発行
2020.11 254p 19cm 800 円
（ 上毛新聞コラム新書 「三山春秋」が伝える
時代のこころ 2 ） 【TRC 新刊案内 2188 号】

虹の十字架
実川暢宏/企画 鷹野隆大/著
[2020]
幼少期から高校卒業まで前橋市で過ごしたステ
ンドグラス作家故今野満利子氏の生涯を振り返
るもの
【上毛 2/9】

ジャレットと魔法のコイン
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2020.12 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 82 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【購入、TRC 新刊案内 2190 号】

〔 2021.2〕
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水晶のしづく 歌集
渡良瀬愛子/著 渓声出版/発行
2020.12 187p 21cm 1800 円
（ 迯水叢書 第 141 篇 ）
著者は群馬県生まれ

百歳を生きた母の追憶
髙橋敏子/著
2019.1 54p 21cm
著者は群馬県在住

文豪たちの西洋美術 カラー版
谷川渥/著 河出書房新社/発行
2020.12 111p 21cm 2000 円
萩原恭次郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2192 号】
文豪の名句名言事典 身につけたい教養の極み
山口謠司/監修 平山健/編 さくら舎/発行
2021.1 340p 19cm 2000 円
田山花袋著「蒲団」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2192 号】

蕎麦、食べていけ！
江上剛著 光文社/発行
2021.1 437p 16cm 760 円
（ 光文社文庫 え 7-9 ）
沼田市の老神温泉をモデルにした小説
【TRC 新刊案内 2192 号】

Ｍｅｍｅｎｔｏ ｐｏｅｔｉｃａ（メメント ポエ
ティカ）アンソロジー詩集
浅見恵子･山口順子･泉麻里･関根由美子･
堤美代/著 浅見恵子/企画･編集
[2020] 100p A5 判 1000 円
浅見氏･堤氏は高崎市在住
泉氏･関根氏は前橋市在住
【上毛 2/9】

短歌で綴る私の人生
日野秀夫/著 東洋出版/発行
2020.12 147p 21cm 1200 円
東京都庁･群馬県庁他での 70 年間を短歌で綴る
【TRC 新刊案内 2189 号】

わびすけ 句集
岡田満寿夫/著 岡田桂子[/発行]
2021 181p A5 判
著者は前橋市出身

県関係者の一般著作
「相手の気持ちが読み取れる」認知症ケアが実践
できる人材の育て方 最新版
田中元/著 ぱる出版/発行
2021.1 159p 21cm 2500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2192 号】

【上毛 1/20】

音楽で生きる方法 高校生からの音大受験、留学、
仕事と将来
相澤真一･高橋かおり/著 青弓社/発行
2020.11 259p 19cm 2000 円
高橋氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2188 号】

阪急文化研究年報 第９号
阪急文化財団/発行
2020.11 110p 30cm
「小林一三作小説「お花団子」とその解題」正
木喜勝著に上野新聞･上毛新聞･田山花袋に関す
る記述あり
【受贈】
光を求めて 夫の闘病記録六年余
髙橋敏子/著
2020.11 71p 21cm
著者は群馬県在住

【上毛 2/2】

【受贈】

渡世人伊三郎 上州無情旅
黒崎裕一郎/著 祥伝社/発行
2021.1 335p 16cm 700 円
（ 祥伝社文庫 く 10-17 ）
【TRC 新刊案内 2192 号】
とわいす・とおるど・てえるず
風団絲/著 文芸社/発行
2021.1 200p A6 判 600 円
著者は高崎市在住

【受贈】

【受贈】

戦 争 と 俳句 『富 澤 赤黄 男 戦中 俳句 日記』・「 支
那事変六千句」を読み解く
川名大/著 創風社出版/発行
2020.11 206p 21cm 2500 円
翻刻「富澤赤黄男戦中俳句日記」に「上州風物
詩」6 句を収録
新井哲夫氏(群馬県出身)に関する記述あり
【上毛 1/24】

童話集
野村紫雲(忠雄)/著･発行
2021.1 44p 26cm
著者は群馬県在住

短歌集

顔の考古学 異形の精神史
設楽博己/著 吉川弘文館/発行
2021.1 7,238p 19cm 1800 円
（ 歴史文化ライブラリー 514 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2191 号】

短歌集
【受贈】
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〔2021.2〕

しあわせのたねのたね
高石知江/著･発行
2021 27p A5 判 300 円
著者は自炊塾「ゆいの家」(高崎市)主宰
【上毛 1/8】

入門半導体デバイス
古澤伸一/著 森北出版/発行
2020.12 6,200p 22cm 2800 円
著者は群馬大学大学院理工学研究院電子情報部
門准教授
【TRC 新刊案内 2190 号】

Ｊリーガーが海外サッカーのヤバイ話を教えます
林陵平/著 飛鳥新社/発行
2021.1 191p 21cm 1364 円
著者はザスパクサツ群馬等で活躍
【TRC 新刊案内 2192 号】

幕末明治翻訳書事典 文学・伝記・外国語リーダ
ー篇 第１巻 江戸期～明治十九年
川戸道昭/編･著 国書刊行会/発行
2020.12 455,27p 31cm 34000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2192 号】

政治学入門
増田正･丹羽文生/著 一藝社/発行
2020.12 10,167p 21cm 2400 円
増田氏は高崎経済大学地域政策学部教授
【TRC 新刊案内 2188 号】

ひざの痛みに悩んでいるあなたに専門医の私が寄
り添います 小児から高齢者・スポーツひざまで
木村雅史/著 医学と看護社/発行
2020.12 156p 19cm 1680 円
著者は群馬大学臨床教授
【TRC 新刊案内 2190 号】

長生きしたけりゃ肺を鍛えなさい
宮崎雅樹/著 エクスナレッジ/発行
2020.12 191p 19cm 1300 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2189 号】

ヒップホップ・クロニクル 時代を証言するポピ
ュラー文化
金澤智/著 水声社/発行
2020.12 199p 20cm 2500 円
（ 水声文庫 ）
著者は高崎商科大学商学部教授
【TRC 新刊案内 2190 号】

ｎｉｃｈｉｎｉｃｈｉ「ニチニチ」のぜんぶまる
パン 絶妙な口どけと感動的なふわふわ食感
川島善行/著
パルコエンタテインメント事業部/発行
2020.12 95p 25cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2191 号】
日本一やさしい経営の教科書
小井土まさひこ/著 あさ出版/発行
2020.12 214p 19cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2190 号】

視聴覚資料
エスペラントから 道―ＬＡ ＶＯＪＯ―（希望
の星）（CD）
L.L.Zamenhof/原詞 島崎妙一/訳詞
Ronald G. Tomblin/作 曲 鈴木進/編曲
初音ミク/歌 島崎妙一/製作
島崎氏は藤岡市の養蚕唱歌研究同好会代表
【受贈】

日本経済再起動
高橋洋一･田中秀臣/著 かや書房/発行
2020.12 231p 19cm 1600 円
田中氏は上武大学ビジネス情報学部教授
【TRC 新刊案内 2189 号】

[介護の仕事って知ってる？] （CD）
群馬県老人福祉施設協議会/作成
[2021]
中学生向けに介護の仕事を紹介 【上毛 2/10】

日本の神様の「家系図」 あの神様の由来と特徴
がよくわかる
戸部民夫/著 青春出版社/発行
2020.12 266p 18cm 1100 円
（ 青春新書 INTELLIGENCE PI-607 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2188 号】
入門講義「不動産」（二訂版）
荒井俊行/編著[･発行]
2013.5 287p 21cm
著者は群馬県生まれ

〔 2021.2〕

電子資料

【受贈】
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