群

馬

の

まえばしの図書館 平成２５年度
前橋市立図書館 /編集･発行
2013.6 46p 30cm

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年７月分
No.３２０

【受贈】

ようこそ絵本の世界へ
寺沢敬子 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.7 91,63p 21cm 1600 円
寺沢氏は群馬県読み聞かせグループ連絡協議会
長
【受贈、上毛 7/6･27、 TRC 新刊案内 1825 号】

発行日
発 行

平成 25( 2013)年 8 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027( 231) 3008 , FAX 027( 235) 4196
・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。

1 哲学･宗教

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
桐生のお寺散策マップ
桐生仏教会 /作製
[2013.7] 八つ折り A2 判
【桐生タイムス 7/25】

・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。

ざるかんのん 「矢落観音」 紙芝居
わらべの会 /脚本･絵 吉岡町図書館 /監修･製作
[2013] 11 場面 30 × 42cm
【受贈】
日本の「有名な神社」の起源がよくわかる本
戸部民夫 /著 大和書房 /発行
2013.7 311p 15cm 700 円
（ だいわ文庫 245-2E ）
赤城神社に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1824 号】

０ 総記
群馬県立文書館収蔵文書目録 ３１
前橋市 八木健次家文書
吾妻郡長野原町 長野原町応桑区有文書
群馬県立文書館 /編集･発行
2013.3 138p 30cm
【 受贈 】
群馬県立歴史博物館紀要 第３４号
群馬県立歴史博物館 /発行
2013.3 112p 30cm

【 受贈 】

群馬の博物館･美術館 ＨＡＮＤＢＯＯＫ
２０１３－２０１４
群馬県博物館連絡協議会[/発行]
2013 64p 19cm
【受贈】
双文 第３０号
群馬県立文書館 /編集･発行
2013.3 94p 21cm

【受贈】

調査報告書 ―都道府県立図書館所蔵「 郷土資料 」
に関する基礎的調査― ２０１１年度
成城大学研究機構グローカル研究センター研究
資料室 /発行
2013.1 140p 30cm
群馬県立図書館に関する記述あり
【受贈】
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〔 2013.8 〕

上中居とは あれこれ
堤三郎 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
上中居諏訪神社社務所(高崎市)/発行
2013.6 181p 19cm 1200 円
著者は諏訪神社(高崎市)宮司
【受贈、上毛 7/3】

2 歴史･伝記･地理
新屋敷遺跡２（あらやしきいせきに） 市道(伊)
２－５８８号線築造に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
スナガ環境測設 /編集 伊勢崎市 /発行
2013.3 4,22p 写真図版 2,9p 30cm 【受贈】
Ｅ２３ｄ 三本木中道東Ｅ遺跡（さんぼんぎなか
みちひがしいーいせき） Ｅ２３ｅ 三本木中道
東Ｆ遺跡（ さんぼんぎなかみちひがしえふいせき ）
Ｅ２３ｇ 三本木中道東Ⅱ遺跡（さんぼんぎなか
みちひがしにいせき） Ｅ２４ａ 三本木大谷Ａ
遺跡（さんぼんぎおおやえーいせき） Ｅ２４ｂ
三本木水口Ａ遺跡（さんぼんぎみなくちえーいせ
き） Ｅ２４ｄ 三本木中道東Ｄ遺跡（さんぼん
ぎなかみちひがしでーいせき） 三本木工業団地
造成に伴う埋蔵埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 384p 写真図版 80p 30cm 【受贈】
伊与久･久保田東遺跡３（いよく･くぼたひがしい
せきさん）市道(境)２－２４号線整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.3 16p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

桐生史苑 第５２号
桐生文化史談会 /発行
2013.3 160p 21cm

【 受 贈】

ぐんまの道の駅 ＧＵＩＤＥ ＭＡＰ ようこ
そ、ぐんまへ。
群馬県県土整備部道路整備課 /発行
2013 折りたたみ 60 × 90cm
【受贈】

古代上毛野の地勢と信仰
関口功一 /著 岩田書院 /発行
2013.8 213p 21cm 2200 円
著者は群馬県立前橋工業高校勤務
【受贈、上毛 7/30】

Ｆ４４ 鮎川藤ノ木Ｃ遺跡（あゆがわふじのきし
ーいせき） 西武建材株式会社砂利採取事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 68p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

ＧＫの優劣は、ボールに触れない『８９分間』で
決まる
小島伸幸 /著 カンゼン /発行
2013.6 189p 19cm 1600 円
著者は前橋市出身 【 TRC 新刊案内 1821 号】

【受贈】

尾瀬と周辺の山をあるく
JTB パブリッシング /発行
2013.7 159p 21cm 1400 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
【 TRC 新刊案内 1822 号】

三軒屋遺跡－総括編－（さんげんやいせき－そう
かつへん－） 上野国佐位郡衙正倉院跡発掘調査
報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.2 134p 巻頭図版 16p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

おでかけ群馬 ２０１３夏･秋号 フリーペーパ
ー
ニューズ･ライン群馬支店 /発行
[ 2013.7]
【ぐんま経済 7/18】

〔 2013.8 〕

旧安田銀行担保倉庫 パンフレット
森田達行 /デザイン 腰高直樹 /解説文
協同組合前橋商品市場 /作製
[ 2013.7]
【上毛 7/19】

剣豪 剣一筋に生きたアウトローたち
草野巧 /著 新紀元社 /発行
2013.7 378p 15cm 800 円
（ 新紀元文庫 ）
上泉信綱に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1822 号】

Ｆ４３ 富士井戸ⅡＣ遺跡（ふじいどにしーいせ
き） 西上武幹線鉄塔新設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2012.3 94p 写真図版 28p 30cm
【受贈】

えりあぐんま 第１９号 ２０１３
群馬地理学会 /編集･発行
2013.6 50p 26cm

川上遺跡７（かわうえいせきなな） 分譲住宅地
造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集･発行
2013.3 4,24p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

山頂駅からの山あるき東日本 ロープウェイ&ケ
ーブルカーで登る山
JTB パブリッシング /発行
2013.7 175p 21cm 1400 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
榛名山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1822 号】
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「紙上の教会」と日本近代 無教会キリスト教の
歴史社会学
赤江達也 /著 岩波書店 /発行
2013.6 20,327,28p 20cm 2800 円
内村鑑三が唱えた無教会キリスト教に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1823 号】

零戦と堀越二郎 カラー写真と最新考証で蘇る“
ゼロ戦”の真実
宝島社 /発行
2013.7 127p 30cm 1200 円
（ 別冊宝島 2024 ）
堀越氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1821 号】

史跡西鹿田中島遺跡保存整備基本設計説明書
みどり市教育委員会 /発行
2013.3 66p 30cm
【受贈】

館林市史 資料編３ 近世Ⅰ 館林の大名と藩政
館林市史編さん委員会 /編集 館林市 /発行
2013.7 654p 27cm 3000 円
別冊付録：「 お国替絵巻からみた家臣の道中記
―山形から館林まで―」 54p 19 × 26cm
【受贈、毎日 6/29、上毛 7/1･ 9、読売 7/1】

自然災害と考古学 災害･復興をぐんまの遺跡か
ら探る
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.6 223p 23cm 2200 円
【受贈、読売 7/19、 TRC 新刊案内 1824 号】

秩父事件研究･顕彰 Ｎｏ.１８
秩父事件研究顕彰協議会 /発行
2013.3 72p 26cm

市内遺跡ⅩⅨ（しないいせきじゅうきゅう）
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 19p 30cm
【受贈】

【受贈】

中曽根康弘元総理･最後のご奉公 日本かくある
べし
大川隆法 /著 幸福実現党 /発行
2013.6 141p 19cm 1400 円
（ 守護霊インタビュー ）
【 TRC 新刊案内 1823 号】

市内遺跡２（しないいせきに）
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.3 23p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

２０／３０プロジェクト。
小池百合子 /編 上野通子 /ほか著
プレジデント社 /発行
2013.6 239p 19cm 1400 円
（ 女性が活きる成長戦略のヒント vol.1 ）
『「 男性」とは、意外に繊細で、なかなか立ち
直れない生き物なんです』小渕優子 /著収録
【 TRC 新刊案内 1822 号】

自民党首相の大罪 安倍晋三から中曽根康弘まで
佐高信 /著 七つ森書館 /発行
2013.7 265p 20cm 1800 円
小渕恵三氏と中曽根康弘氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1825 号】
神田叺谷戸Ｃ遺跡 神田中道遺跡 神田中道Ｂ遺
跡 神田中道Ｃ遺跡 神田中道Ｄ遺跡 神田神明
Ｂ遺跡 神田西林寺遺跡 神田西林寺Ｂ遺跡 矢
場神明Ｂ遺跡 矢場前原Ｂ遺跡 神田丸沢Ｂ遺跡
矢場三ッ橋Ｂ遺跡（じんだかますがいとしーいせ
き じんだなかみちいせき じんだなかみちびー
いせき じんだなかみちしーいせき じんだなか
みちでーいせき じんだしんめいびーいせき じ
んださいりんじいせき じんださいりんじびーい
せき やばしんめいびーいせき やばまえはらび
ーいせき じんだまるさわびーいせき やばみつ
はしびーいせき） 平成２１～２４年度県営経営
体育成基盤整備事業に伴う藤岡南部地区遺跡群埋
蔵文化財発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2013.3 274p 写真図版 58p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

年報（２８）
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課 /編集･発
行
2013.3 18p 30cm
【受贈】
野間清治の不動産経営法 野間清治生誕135周年
記念 〝雑誌王″の一側面を探る
市原徳郎 /著 野間清治顕彰会広報部 /編集
野間清治顕彰会(桐生市)/発行
2013.5 146p 21cm
【受贈】
備後国の国人領主渋川氏とその周辺
植田崇文 /著
2013.6 139p 21cm
渋川氏の起こりは上野国渋川郷

【受贈】

松田直樹を忘れない。
二宮寿朗 /著 三栄書房 /発行
2013.9 224p 19cm 1524 円
（ サンエイムック ）
松田氏は前橋育英高出身のサッカー元日本代表
選手
【桐生タイムス 7/30、 TRC 新刊案内 1826 号】

鈴木貫太郎自伝
鈴木貫太郎 /著 小堀桂一郎 /校訂
中央公論新社 /発行
2013.7 329p 18cm 1800 円
（ 中公クラシックス J52 ）
著者は桃井小(前橋市)卒業
【 TRC 新刊案内 1824 号】
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〔 2013.8 〕

三木榮先輩の華麗な功績（駐日タイ王国大使への
遅い報告）
遠藤次也[/著･発行]
2013.3 9p 30cm
三木氏は前橋生まれ
遠藤氏は前橋市在住
【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（確報）平成２４
年度
統計課人口社会係 /発行
2013.6 13[ ,9] p 30cm
【受贈】
学校要覧 平成２５年度
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2013.7 55p 30cm
【受贈】

みどり市内遺跡４（みどりしないいせきよん）
みどり市教育委員会 /編集･発行
2013.3 116p 30cm
【 受贈 】

共愛学園前橋国際大学論集 第１３号
共愛学園前橋国際大学 /編集･発行
2013.3 109p 30cm
【 受 贈】

未来を今 パート２～コツコツ積み重ねた新聞投
稿
堀口真明 /著 不二企画 /発行
[2013.7] 147p A5 判
著者は安中市在住
【上毛 7/18】

業務概要 平成２４年度
群馬県立点字図書館 /発行
2013.5 25p 30cm

八重の桜･襄の梅
本井康博 /著 思文閣出版 /発行
2013.6 290,14p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 別巻 3 ）
【 TRC 新刊案内 1825 号】

桐生祇園祭新聞 第２号
桐生市本町四丁目町会の若衆会「本町四丁目世
話方」 /発行
[2013.7] 8p B4 判
【上毛 7/24、桐生タイムス 7/24】

蕨市立歴史民俗資料館紀要 第１０号
蕨市立歴史民俗資料館 /編集･発行
2013.3 82p 30cm
「丸山千里家所蔵文書について(その二)」小要
博 /著収録
群馬県みどり市･桐生市･太田市に関わる史料に
ついての紹介あり
【受贈】

桐生の民話（追録集）
清水義男 /文･絵･写真[･発行]
2013.7 219p 25cm
清水氏は桐生市在住

【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成25年2月定例会
自平成25年2月18日 至平成25年3月19日
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2013.5 8,352p 30cm
【受贈】

3 社会科学
いきいき子育てガイドブック 平成２５年度
子育て支援情報のご案内
桐生市保健福祉部 /発行
2013 [ 30p]
【桐生タイムス 7/2】

群馬県立女子大学 ２０１４
群馬県立女子大学 /発行
[2013] 57p 28cm

【受贈】

群馬高専五十年史
五十年史編集専門委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
2013.3 5,596p 27cm

【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成25年第1回
平成25年2月25日開会 平成25年3月21日閉会
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2013.6 6,258p 30cm
【受贈】

群馬大学とフィレンツェ大学との国際学術交流～
協定締結十周年を記念して～
中村喜美郎･團名保紀 /編集
フィランジェーリ研究所 /発行
2013.5 182p 27cm
中村氏と團氏は群馬大学名誉教授
【受贈】

伊勢崎市統計書 平成２４年版
伊勢崎市役所 /編集
2013.6 81p 30cm

群馬歴史民俗 第３４号
群馬歴史民俗研究会 /編集･発行
2013.3 109p 21cm

【受贈】

学校法人昌賢学園論集 第１１号 ２０１２年
群馬医療福祉大学･群馬医療福祉大学短期大学
部 /発行
2013.3 100p 26cm
【 受贈 】

〔 2013.8 〕

【 受 贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２５年度版
国立大学法人群馬大学総務部総務課広報係 /編
集
2013.6 49p 30cm
【受贈】
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国立のぞみの園紀要 第６号 平成２４年度
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
2013.6 131p 30cm
【 受贈 】
財政のあらまし 平成２５年６月
群馬県 /発行
2013.6 41p 30cm

地域(群馬)を題材とする創作絵本を通した住教育
の可能性－民話をもとにした絵本を事例として－
田中麻里･川島由利江 /著 2013 [ 10p] 26cm
『群馬大学教育学部紀要 芸術･技術･体育･生
活科学編 第４８館』抜刷
田中氏は群馬大学教育学部家政教育講座所属
川島氏は太田市立九合小学校所属
【受贈】

【受贈】
定例県議会議案 平成２５年５月
群馬県 /発行
2013.5 143p 30cm

三頭立て獅子舞 歴史と伝承
飯塚好 /著 おうふう /発行
2013.6 510p 22cm 5000 円
群馬の獅子舞に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1821 号】

利根沼田生涯学習･社会教育要覧 平成２５年度
群馬県教育委員会利根教育事務所 /発行
2013 49p 30cm
【受贈】

児童･生徒保健活動の実践記録 第３９号
平成２４年度
渋川北群馬地区学校保健会 /発行
[2013] 1 冊 30cm
【受贈】

友はわが師 新四會多與里 総集編
新四会(新島学園四期生の会)/発行
2012.12 16,221p 31cm
新四会は新島学園中学･高校(安中市)の第４期
生でつくる会
【受贈、上毛 7/4】

小･中学校の住教育プログラム集
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室[ /発
行]
2011.3 76p 30cm
【 受贈 】

中之条観光ガイドボランティアセンター設立１０
周年記念－ボランティアガイド活動の記録－
中之条観光ガイドボランティアセンター /製作
[2013.7] 43p A4 判
【上毛 7/26】

消防年報 ２０１３年(平成２５年)刊行
通信指令課 /編集 高崎市等広域消防局 /発行
2013.6 82p 30cm
【受贈】
税金ってなぁーに 平成２５年度版
資料 小学６年生用
群馬県租税教育推進協議会 /発行
2013 10p 30cm

はじめたら、おわりはない [ハルナグループ創
立十七周年記念]
青木清志 /著 ハルナグループ(高崎市)/発行
[2013.7] 349p 1500 円
著者はハルナグループ代表【ぐんま経済 7/25】

税に関する
【受贈】

犯罪概況書 平成２４年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課 /発行
[ 2013] 240p 30cm
【受贈】

創立三十周年記念誌 桐生西高の１０年を振り返
る
群馬県立桐生西高等学校 /発行
2009.11 57p 30p
【受贈】
第六次前橋市総合計画改訂版
前橋市政策部政策推進課 /編集
前橋市 /発行
2013.3 132p 30cm

【受贈】

第六次前橋市総合計画改訂版ガイドブック
前橋市政策推進課[/発行]
2013.3 6p 30cm
【受贈】
高崎高校応援部六十年 創部６０周年記念誌
高崎高応援部 OB 会 /作製
[2013.7] 96p A5 判
【上毛 7/27】
高崎市吉井町の獅子舞
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2013.5 46p 21cm

【 受 贈】

【 受贈 】
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ヒューマンリレーション 教科書
小林良典 /編集執筆
[2013]
小林氏は前橋清陵高校教諭

【上毛 7/8】

保健の歩み ６０
渋川北群馬地区学校保健会 /発行
2013.3 97p 30cm

【受贈】

補正予算説明書 平成２５年度
群馬県 /発行
2013.5 220p 21 × 30cm

【受贈】

５月定例県議会

前橋市小中学校校長会会誌 第６８号
前橋市小中学校校長会 /発行
2013.7 59p 21cm

【受贈】

明和学園短期大学紀要 第２２集
明和学園短期大学 /編集･発行
2013.3 125p 26cm

【 受 贈】

〔 2013.8 〕

もっと知りたい！！ 桐生八木節まつり ５０年
の歴史が分かるまつりガイドブック
桐生八木節まつり協賛会 /編集･発行
2013.7 10p 21cm
【受贈、上毛 7/17、桐生タイムス 7/19】
もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課 /発行
2013 52p 21cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

【受贈】

おばぁちゃんの覚え書き
関光子 /著
[2013.7] 104p A4 判
地域に伝わる郷土食のレシピ集
著者は富岡市くらしの会所属

【受贈】

会報 第４０号
群馬県食品工業協会 /発行
2013.3 28p 30cm

平成２５年度版

要覧 平成２５年度
群馬県教育文化事業団[/発行]
[ 2013.5] 31p 30cm
要覧 平成２５年度
群馬県生涯学習センター /編集･発行
2013 22p 30cm

【上毛 7/4】

【受贈】

群馬県企業局管理総合事務所～県営発電所の運転
･監視･制御～
群馬県管理総合事務所[/発行]
[ 2013.4] [ 4p] 30cm
【受贈】

【受贈】

ライフ＆タックス 税金ってどんなもの？ 学習
してみよう。 平成２５年度版 税に関する資料
中学３年生用
群馬県租税教育推進協議会 /発行
2013 10p 30cm
【受贈】

群馬県水防計画 平成２５年度
群馬県 /発行
2013 456p 31cm

【受贈】

ぐんまの道 ２０１３ はばたけ群馬～新しい時
代の扉を開く～
群馬県県土整備部道路整備課道路企画室 /発行
2013 折りたたみ 84 × 119cm
【受贈】
水質年報 平成２３年度
群馬県企業局水質検査センター /編集･発行
2013.3 144p 30cm
【自館作成】
すごい！日本のダム 巨大建造物の魅力と仕組み
に迫る！
ダムの秘密調査団 /著 PHP 研究所 /発行
2013.7 95p 21cm 648 円
奈良保ダム、矢木沢ダム、四万川ダム、丸沼ダ
ムに関する記述あり【 TRC 新刊案内 1823 号】

4 自然科学
かみつけ №６ 毛野･秩父虫の会会報
毛野･秩父虫の会 /発行
2013.3 89p 26cm
毛野･秩父虫の会は旧群馬の蝶を語る会
【受贈】

日本の町並み２５０ 重要伝統的建造物群保存地
区をすべて収録
ウエスト･パブリッシング /著
山と溪谷社 /発行
2013.7 255p 21cm 2000 円
桐生の街並みに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1821 号】

群馬医学 第９７号 平成２４年度群馬県医学会
特別講演
群馬県医学会 /編集･発行
2013.6 12,39p 26cm
【受贈】

渡良瀬遊水池が「ラムサール条約湿地」に 全記
録 [複合媒体資料]
渡良瀬遊水池ラムサール条約湿地登録記録集･
編集委員会 /編 随想舎 /発行
2013.6 101,26p 図版 16p 21cm 1500 円
付属資料： CD-ROM1 枚
【 TRC 新刊案内 1823 号】

〔 2013.8 〕
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

安中商店街マップ 新島襄･八重夫婦のゆかりの
地
上野尻商工振興会(安中市)/作製
[ 2013.7]
【東京 7/31】
群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場 /発行
[2013] 44p 30cm

風立ちぬビジュアルガイド
ニュータイプ /編 スタジオジブリ /監修
角川書店 /発行
2013.7 95p 28cm 1200 円
『風立ちぬ』の主人公のモデルが堀越二郎(群
馬県出身)
【 TRC 新刊案内 1825 号】

平成２４年度
【受贈】

県民芸術祭報告集 第３６回（平成２４年度）
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2013.6 32p 30cm
【受贈】

交通安全活動等実施計画 平成２５年度
群馬県交通対策協議会 /発行
2013 [ 10p] 30cm
【受贈】

宮崎駿ワールド大研究 最新作『風立ちぬ』から
『未来少年コナン』まで宮崎アニメの完全ガイド
宝島社 /発行
2013.7 125p 26cm 933 円
（ 別冊宝島 2016 ）
『風立ちぬ』の主人公のモデルが堀越二郎(群
馬県出身)
【 TRC 新刊案内 1820 号】

終着駅への旅 ＪＲ編
櫻井寛 /著 JTB パブリッシング /発行
2013.8 222p 19cm 1300 円
大前駅、横川駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1824 号】
全国あいどるｍａｐ ２０１３－２０１４
エンターブレイン /発行
2013.7 111p 26cm 1429 円
リンダⅢ世(群馬県)に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1825 号】
鉄道ぴあ リゾート列車編 リゾート列車で行く
あこがれの旅ガイド [複合媒体資料]
ぴあ /発行
2013.7 112p 29cm 933 円
（ ぴあ MOOK ）
付属資料： DVD ビデオディスク 1 枚
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1822 号】
日本絹の里紀要 第１５号
群馬県立日本絹の里 /編集･発行
2013.3 96p 30cm

8 語学

【受贈】

レイル Ｎｏ.８７ 碓氷峠アプト廃止から５０
年■ドイツとスロヴァキアの保存蒸機
エリエイ /プレス・アイゼンバーン /発行
2013.7 98p 29cm 3600 円
【 TRC 新刊案内 1825 号】
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〔 2013.8 〕

５分で読める!ひと駅ストーリー 『このミステ
リーがすごい!』大賞×日本ラブストーリー大賞
×『このライトノベルがすごい！』大賞 夏の記
憶西口編
『このミステリーがすごい !』編集部 /編
宝島社 /発行
2013.7 290p 16cm 648 円
（ 宝島社文庫 C こ -7-4 ）
「憧れの白い砂浜」友井羊(群馬県生まれ) /著
収録
【 TRC 新刊案内 1823 号】

9 文学
赤城山日記 河合榮治郎若き日の日記
河合榮治郎 /著 松井慎一郎 /編
桜美林大学北東アジア総合研究所 /発行
2013.3 57p 21cm 762 円
【 TRC 新刊案内 1821 号】
明日へ続く道 男声合唱組曲
千原英喜 /作曲 星野富弘 /作詩
河合楽器製作所･出版部 /発行
2013.7 39p 30cm 1500 円
星野富弘氏の自伝的な内容を持つ「 君影草 」
「も
う一度」を収録
【 TRC 新刊案内 1822 号】

サイレンカー
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.7 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 5 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1823 号】

夫はバイリンガル失語症 日本語教師が綴る闘病
と回復の五年間
ロコバント靖子 /著 大修館書店 /発行
2013.7 8,278p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1822 号】

山茶花 山茶花短歌会年刊作品
山茶花短歌会(前橋市)/発行
2011.2 57p 21cm

第七集
【受贈】

宿命
萩原朔太郎 /著 未來社 /発行
2013.7 216p 19cm 2000 円
（ 転換期を読む 19 ）
【 TRC 新刊案内 1825 号】

影と飛沫 文芸･映画評論集
愛敬浩一 /著 書肆山住 /発行
詩的現代出版部(富岡市)/編集･制作
2013.5 186p 22cm 2200 円
（ 詩的現代叢書 2 ）
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

風の街 第３９号
嶋田誠三 /編集･発行
2013.7 105p 21cm 500 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

鐘韻 句集
香西壽海 /著 あさを社(高崎市)/発行
2013.5 246p 20cm
（ 麻苧叢書 第 39 篇 ）
著者は洞谷山龍松寺(神流町)住職
【受贈、上毛 7/28･ 31】

烏は主を選ばない
阿部智里 /著 文藝春秋 /発行
2013.7 344p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1824 号】

上毛国語 第７８号
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編集･発行
2013.3 113p 21m
【受贈】

企画展 第８１回
名曲茶房あすなろと崔華國
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2013.7 20p 30cm
【受贈】

生活空間絵本３ ピュー太はわるい子？
野澤亜矢･原山美貴子･深野有里･藤屋沙織･水野
早也香 /製作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2009.3 1 冊 30cm
【受贈】

ゴッタ
佐伯圭 /著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
2013.6 7 分冊 22cm 2000 円
「時」･「笑」･「童」･「世」･「海」･「情」･
「巻頭詩 巻末詩 あとがき その他」の 7 冊
著者は伊勢崎市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1825 号】

〔 2013.8 〕

生活空間絵本４ 君と走る未来～群馬の車社会
昔と今～
小倉隼人･佐藤圭･高木秀幸･田村知裕 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2009.3 14p 30cm
【 受 贈】
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生活空間絵本５ ちいちゃん、和算に出会う～日
本に古くから伝わる算数～
石黒しのぶ･小林翔･村田千夏･森村美紗 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2009.3 14p 30cm
【 受贈 】

生活空間絵本１４ 群馬のいちご やよいひめ
藤井貴紀･横田圭輔･横川本気 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2011.3 1 冊 30cm
【受贈】
生活空間絵本１５ 浅間のいたずら
浅見知恵里･清田彩友美 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2011.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本６ やきまんじゅうのお話
田辺沙織･土屋宏晃･星野美菜･増村知大･三添愛
実･若月慧 /制作 群馬大学教育学部家政教育講
座田中研究室 /編集
2009.3 14p 30cm
【 受贈 】

生活空間絵本１６ ししのおどり－安中市威徳神
社の獅子舞－
井出唯･田中友香里 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2011.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本７ うちのママ最強伝説～カカア天
下ってなんだろう？～
あさのあみ･おぎのゆか･さいとうまい･すだり
えこ･なかむらゆきえ･まときあい[ /制作] 群
馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編集
2009.3 14p 30cm
【 受贈 】

生活空間絵本１７ 前橋のバラ
飯塚麻衣･石本与恵･野口愛･薗部明花 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本８ まーくんの大冒険－庚申ってな
んだ？！－
石坂明澄･川島麻美･丹藤奈津美･水沼知美･吉田
早織 /制作 群馬大学教育学部家政教育講座田
中研究室 /編集
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１８ 赤城山のヒメギフチョウ
五十嵐美季･鈴木萌恵･深谷晃世･村田奈都未 /制
作 群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室
/編集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本９ レーモンド スートリー 世界
的建築家が群馬にもたらしたもの
井出唯･後藤友理夏･中里早織･宮地洋平･頼濬倩
/制作 群馬大学教育学部家政教育講座田中研
究室 /編集
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１９ ぐんまのおいしいものコンテ
スト
岡田愛美･加藤千聖･富田郁美･陳彦如 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１０ 宇宙人の富岡旅日記
梅山文香･田中友香里･古河彩香･森下琴絵 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本２０ 花にのせた富弘さんの想い
周防香澄･堀江真維･松尾優貴･中嶋みなみ /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１１ 百万遍トラベラー
青池恵梨･花岡永理 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本２１ 王わたりのお話
川島由利江 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１２ ぼくらをみまもる かんのん
さま～高崎百衣観音～
相澤直樹･上田将大･金井聡 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本２２ 赤城のへっぷり鬼
川島由利江 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

生活空間絵本１３ ＤＯＯＯＯＮ(どーーん)～群
馬の雷～
黒岩めぐみ･田中紀子 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】
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〔 2013.8 〕

生活空間絵本２５ 安政遠足のしおり
五十嵐広樹･大野佑樹･持木亮佑 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2013.3 1 冊 30cm
【受贈】

乗り物ずかん
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2013.8 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1824 号】

生活空間絵本２６ るなぱあくに行こう
藤井俊太郎･片岡祐里乃･佐々木悠･安達真理 /制
作 群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室
/編集
2013.3 1 冊 30cm
【受贈】

はるかなり芭蕉道 旅のエッセー
倉田東平 /著
個人誌『定年のち時々青春』発行会 /発行
2013.5 369p 19cm 1890 円(頒価)
『ダイヤモンドダスト』南木佳士(群馬県生ま
れ)/著に関する記述あり
著者は高崎市在住
【受贈】

生活空間絵本２７ ハニワくんの群馬の古墳をめ
ぐるたび
小野沢清楓･青木浩美･赤坂茉祐 /制作
群馬大学教育学部家政教育講座田中研究室 /編
集
2013.3 1 冊 30cm
【受贈】

淵

第２００号
淵の会 /発行
2013.1 52p 21cm 500 円
「恩寵」松田治男(群馬県在住) /著収録【受贈】

ちいさなともだち
片山令子 /さく かわかみたかこ /え
そうえん社 /発行
2013.7 32p 19 × 27cm 1300 円
（ そうえん社日本のえほん 21 ）
片山氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1824 号】

淵

第２０１号
淵の会 /発行
2013.5 42p 21cm 500 円
「人の創造」松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】
松本健一思想伝 １ 思想の覚醒 思想の面影を
追って
松本健一 /著 人間と歴史社 /発行
2013.7 316p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1822 号】

デッドヒート ２
須藤靖貴 /著 角川春樹事務所 /発行
2013.7 283p 16cm 648 円
（ ハルキ文庫 す 4-3 ）
群馬県を舞台にした駅伝物語
【 TRC 新刊案内 1825 号】

松本健一思想伝 ２ 思想の展開 仮説の力を発
条に
松本健一 /著 人間と歴史社 /発行
2013.7 319p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1822 号】

図書室のキリギリス
竹内真 /著 双葉社 /発行
2013.6 336p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1821 号】

松本健一思想伝 ３ 思想の挑戦 新たな地平を
拓く
松本健一 /著 人間と歴史社 /発行
2013.7 315p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1822 号】

飛火 第４４号
飛火の会 /編集･発行
2013.7 106p 21cm 1000 円
｢詩二篇｣中野完二(高崎市出身)/著収録【 受贈 】
沼光 歌集 第２８号
館林歌人クラブ /発行
2013.5 105p 22cm 1500 円(頒価)

麦ひと粒 歌集
鏑木伊久子 /著 行路文芸社 /発行
2013.6 187p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 49 篇 ）
著者はみどり市在住

【受贈】

のってみたいな！うんてんせき
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.7 12p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1824 号】

〔 2013.8 〕

【受贈】

やまびこ歳時記 やまびこ７００号記念
やまびこ俳句会(高崎市)/発行
2013.5 290p 16 × 22cm 2500 円 【受贈】
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日本の医療危機の真実 いまこそ求められる医療
制度改革
南和友 /編著 時事通信出版局 /発行
2013.6 5,306p 19cm 1800 円
南氏は医療法人北関東循環器病院(渋川市)院長
【上毛 7/14、 TRC 新刊案内 1823 号】

県関係者の一般著作
カマキリの生きかた さすらいのハンター
筒井学 /写真と文 小学館 /発行
2013.7 39p 21 × 24cm 1300 円
（ 小学館の図鑑 NEO の科学絵本 ）
筒井氏は群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わ
り、同園に勤務
【 TRC 新刊案内 1824 号】

反政府軍戦没者の慰霊
今井昭彦 /著 御茶の水書房 /発行
2013.6 11,417,40p 23cm 7600 円
著者は群馬県立女子大学群馬学リサーチフェロ
ー【受贈、上毛 7/13、 TRC 新刊案内 1821 号】

草間彌生前衛の軌跡
園田清佳 /著 永田由美子 /訳
信濃毎日新聞社 /発行
2013.6 175p 21cm 1900 円
「女性性、否定せずに表現」石内都(桐生市出
身)/著収録【 上毛 7/21、TRC 新刊案内 1819 号 】

妖怪 身近にいるあやしいもの
小松和彦 /監修 野村たかあき /絵
グラフィック社 /発行
2013.7 31p 27cm 1500 円
（ ほんとにいるんですか ?絵図鑑 ）
野村氏は前橋市在住【 TRC 新刊案内 1823 号】

ケンカ白熱教室！放射能はどこまで安全か？
小出裕章･小林泰彦 /著 幻冬舎 /発行
2013.6 164p 18cm 952 円
小林氏は群馬大学重粒子線医学研究センター客
員教授
【 TRC 新刊案内 1822 号】

レッツ！トレイルラン ＶＯＬ.４ 石川弘樹×
市橋有里「今、伝えたいトレイルランの魅力」
ベースボール･マガジン社 /発行
2013.6 97p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 939 ）
「世界のトレランを往く！」鏑木毅(群馬県生
まれ)/著収録
【 TRC 新刊案内 1822 号】

ソーシャルデザイン５０の方法 あなたが世界を
変えるとき
今一生 /著 中央公論新社 /発行
2013.7 245p 18cm 780 円
（ 中公新書ラクレ 461 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1824 号】
ツール･ド･フランス
山口和幸 /著 講談社 /発行
2013.6 266p 18cm 780 円
（ 講談社現代新書 2214 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1821 号】
ドゥルーズの哲学原理
國分功一郎 /著 岩波書店 /発行
2013.6 11,273p 19cm 2100 円
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1822 号】
なぜ小さなコスメ店が大型ドラッグストアに逆襲
できたのか？ 「次世代マーケティング戦略」が
わかる１２のストーリー
中沢敦 /著 中経出版 /発行
2013.6 303p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1821 号】
日本中世史研究の歩み 中世史サマーセミナー50
周年記念シンポジウム報告集
第 50 回中世史サマーセミナー実行委員会 /編
岩田書院 /発行
2013.5 117,15p 21cm 1600 円
「中世史サマーセミナーの歩み」峰岸純夫(群
馬県生まれ)/著収録【 TRC 新刊案内 1820 号】
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視聴覚資料

電子資料

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３３回（CD）
カメラータ･トウキョウ /発売
2013 79 分
【受贈】

群馬県水防計画 平成２５年度（CD-ROM）
[群馬県 /発行]
2013
【受贈】

ぐんま一番 上デキ！８９歳の現役ランナー 平
成２５年７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】
ぐんまがスキ（CD･DVD）
yoshimi/制作
[2013.7] 2 枚組 1500 円
yoshimi 氏は前橋市出身

【毎日 7/17】

群馬県立桐生西高等学校 校歌 創立三十周年記
念ＣＤ（CD）
平野三雄 /作詞 廣澤秀伸 /作曲 小林蔵雄 /編曲
東 京 混 声 合 唱 団 /歌 J.S.M.オ ー ケ ス ト ラ /演 奏
群馬県立桐生西高等学校創立 30 周年記念事業
実行委員会 /企画･制作
2009
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 総集編①
平成２５年５月７日放送
（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 総集編②
平成２５年５月１４日放送
（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 総集編③
平成２５年５月２１日放送
（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
馬庭小学校 平成２５年５月２８日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 藤岡市立
北中学校 平成２５年６月４日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2013 [ 30 分]
【受贈】

〔 2013.8 〕
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