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−群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報−
２０１３年８月分
No.３２１

あこがれの名山ルート＆スーパーデータＢＯＯＫ
詳細データで山登り
中田真二/著 学研パブリッシング/発行
2013.7 159p 26cm 1700 円
尾瀬、谷川岳、白根山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1826 号】

発行日
発 行

平成 25(2013)年 9 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

あの夏のエースたち 甲子園ファイナリストの光
と影
橋本清/ほか著 竹書房/発行
2013.7 255p 19cm 1600 円
斎藤佑樹(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1824 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。
・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。

遺跡から調べよう！ １ 旧石器･縄文時代
設楽博己/著 たかおかゆみこ/絵 童心社/発行
2013.7 127p 29cm 4500 円
岩宿遺跡(みどり市)に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】

・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。

遺跡から調べよう！ ２ 弥生時代
設楽博己/著 たかおかゆみこ/絵 童心社/発行
2013.7 127p 29cm 4500 円
岩櫃山鷹巣岩陰遺跡(吾妻郡)に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】
上新田新田西遺跡（２）（かみしんでんしんでん
にしいせきかっこに） 国道３５４号(玉村バイ
パス)社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2013.6 58p 写真図版 17p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

０ 総記
本のパーキング １８号
hasyoma-do/発行
2013.7 14p 21cm 200 円(頒価)
『つくる君「フォースとともに歩みなさい」』
アラマキマリコ(前橋市在住)/著収録【受贈】
まえばしの図書館 平成２４年度
前橋市立図書館/編集･発行
2012.6 45p 30cm

関東･甲信越古代遺跡ガイド 東京 神奈川 埼玉
千葉 茨城 栃木 群馬 新潟 長野 山梨 静岡
東京遺跡散策会/著 メイツ出版/発行
2013.8 128p 21cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1826 号】

【受贈】

企画展 第１６回 国境河川地域、玉村町の戦国
時代
玉村町歴史資料館/編集･発行
2011.7 12p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
上野國分寺文字瓦譜 続
北群馬渋川郷土館/発行
2013.7 1 冊 31 × 43cm

企画展 第１８回 玉村町の前期古墳 実りある
大地への開拓、そして古墳の築造へ
玉村町歴史資料館/編集･発行
2013.7 16p 30cm
【受贈】
【受贈】

奇跡の湯ぶくぶく自噴泉めぐり 温泉遺産の旅
篠遠泉･長岡努/著 山と溪谷社/発行
2013.8 127p 21cm 1600 円
四万温泉、法師温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1827 号】
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〔2013.9〕

桐生市第三区歴史物語
第三区歴史歴史懇談会[/発行]
[2013.8] 64p A4 判 【桐生タイムス 8/24】
近世の館林城と大名
館林市教育委員会文化振興課/発行
2013.3 39p 30cm

坂本龍馬とふたり妻 日本の歴史を飾った女達
英和文集
鶴見健一/文･訳 ジャパンタイムズ/発行
2013.8 8,163p 22cm 1500 円
高橋お伝に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1829 号】

【受贈】
渋沢栄一 上 算盤篇
鹿島茂/著 文藝春秋/発行
2013.8 549p 16cm 910 円
（ 文春文庫 か 15-8 ）
【TRC 新刊案内 1828 号】

[六合の温泉] リーフレット
山本梨央･飯塚優斗･山本ゆう子･山本惟仁/作成
[2013.8]
作成者は中之条六合中学校生徒 【上毛 8/9】
群馬の遺跡を訪ねて
藤巻幸男･神谷佳明/編 みやま文庫/発行
2012.8 256p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 207 ）
藤巻氏と神谷氏は群馬県埋蔵文化財調査事業団
所属
【購入】

渋沢栄一 下 論語篇
鹿島茂/著 文藝春秋/発行
2013.8 531p 16cm 910 円
（ 文春文庫 か 15-9 ）
【TRC 新刊案内 1828 号】
日本のナイチンゲール 従軍看護婦の近代史
澤村修治/著 図書新聞/発行
2013.8 271p 19cm 1800 円
新島八重(新島襄の妻)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1829 号】

血盟団事件
中島岳志/著 文藝春秋/発行
2013.8 398p 20cm 2100 円
井上日召(川場村生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】
上野の戦国地侍
簗瀬大輔/著 みやま文庫/発行
2013.1 245p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 209 ）
著者は群馬県立歴史博物館勤務

館林市内遺跡発掘調査報告書 平成２４年度各種
開発に伴う埋蔵文化財調査
館林教育委員会文化振興課文化財係/編集･発行
2013.3 17p 写真図版[15p] 30cm
（ 館林市埋蔵文化財発掘調査報告書第 49 集 ）
【受贈】

【購入】

最強剣豪大全 完全保存版
ダイアプレス/発行
2013.9 105p 29cm 743 円
（ DIA Collection ）
上泉信綱に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】

玉村町の古墳
玉村町歴史資料館/発行
2013.7 [4p] 30cm

東京の高校野球
ベースボール･マガジン社/発行
2013.8 98p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 957 ）
斎藤佑樹(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】

斉田中耕地遺跡（２）（さいだなかこうちいせき
かっこに） 国道３５４号(玉村バイパス)地域活
力基盤創造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
2013.6 150p 写真図版 44p 30cm 【受贈】

闘将真田幸村 天下人･家康が最も恐れた男
晋遊舎/発行
2013.9 122p 29cm 838 円
（ 晋遊舎ムック ）【TRC 新刊案内 1827 号】

埼玉西武ライオンズ黄金投手陣の軌跡 永久保存
版
ベースボール･マガジン社/発行
2013.7 113p 30cm 1143 円
（ B.B.MOOK 953 ）
渡辺久信(群馬県出身)現監督の巻頭インタビュ
ー収録
【TRC 新刊案内 1827 号】

東宮鐵男と満州開拓移民 ルーツ探訪と郷土史
東宮春生/編著 群馬出版センター/発行
2013.4 559p 22cm 5000 円
編著者はみどり市在住
【受贈】

斎藤喜博 その全仕事
小林篤/著 一莖書房/発行
2013.8 283p 19cm 2500 円
斎藤氏は玉村町生まれ
【TRC 新刊案内 1829 号】

〔 2013.9〕

【受贈】

はるかな尾瀬 ｖｏｌ.２２
尾瀬保護財団/発行
2013.7 11p 30cm
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【受贈】

プロ野球、心をつかむ！監督術
永谷脩/著 朝日新聞出版/発行
2013.8 229p 18cm 760 円
（ 朝日新書 417 ）
渡辺久信(群馬県出身)監督に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】

零式艦上戦闘機と人間堀越二郎 完全保存版
徳間書店/発行
2013.8 104p 29cm 762 円
（ TOWN MOOK ）
堀越氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1828 号】
零戦の秘密 堀越二郎の作った名機「零戦」をも
っと良く知るために
航空ファン編集部/監修
ワールドフォトプレス/発行
2013.9 95p 21cm 476 円
（ ワールド・ムック 1004 ）
堀越氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1828 号】

堀越二郎の戦闘機がまるごとわかる本 戦闘機に
「美」を求めた天才技師の生涯
晋遊舎/発行
2013.9 119p 29cm 933 円
（ 晋遊舎ムック ）
堀越氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1829 号】
前向きに生きて [自分史]
髙山ひろ美/著 ホンゴー出版/発行
2013.7 140p 21cm
著者は前橋市在住

わたしたちの塚沢 郷土学習資料
塚沢小学校 PTA/発行
2013.3 75p 26cm

改訂版
【受贈】

【受贈】

前六供遺跡（まえろっくいせき） 単独道路改築
事業(一)大原境三ツ木線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
2013.6 49p 写真図版 22p 30cm
【受贈】

3 社会科学

水と緑と詩のまち 前橋赤城山 '１３〜'１４年
度版 るるぶ特別編集
JTB パブリッシング[/企画編集] 前橋市/発行
2013 32p AB 判
【上毛 8/31】

あしどり 平成２４年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
2013.7 38p 30cm
【受贈】

雷電と零戦 堀越二郎技師の遺産 [複合媒体資
料]
藤森篤/著･撮影 野原茂/解説･図版
枻出版社/発行
2013.8 80p 29cm 2000 円
付属資料：DVD1 枚
（ エイムック 2669 ）
堀越氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1827 号】
るるぶ群馬 '１４
JTB パブリッシング/発行
2013.8 157p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1827 号】

学校要覧 平成２５年度
群馬工業高等専門学校/発行
2013 54p 30cm

【受贈】

群馬医療福祉大学紀要 創刊号
群馬医療福祉大学/発行
2013.3 92p 30cm

【受贈】

群馬県訟務年報 平成２５年度版
群馬県総務部学事法制課/発行
2013 8p 30cm

【受贈】

群馬県伝統文化継承状況アンケート調査結果報告
書
CRI 中央総研/調査
群馬県生活文化部文化振興課/発行
2013.3 1 冊 30cm
【受贈】

るるぶ決定版！温泉＆宿関東周辺 信州 新潟 伊
豆箱根 '１４
JTB パブリッシング/発行
2013.9 240p 26cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1829 号】

群馬のおきて グンマーを楽しむための５２のお
きて
群馬県地位向上委員会/発行
[2013.8] 176p 新書判 1000 円【上毛 8/28】

るるぶ日帰り温泉関東周辺 '１４
JTB パブリッシング/発行
2013.8 191p 26cm 857 円
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1826 号】

ぐんまの社会教育 永杉喜輔のあゆみ
野口周一/著 みやま文庫/発行
2013.1 215p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 208 ）
著者は高崎市生まれ
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【購入】

〔2013.9〕

群馬を知るための１２章 民俗学からのアプロー
チ
板橋春夫/著 みやま文庫/発行
2012.8 219p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 206 ）
著者は群馬パース大学非常勤講師
【購入】

4 自然科学
ぐんまエーケン物語
地方衛生研究所回想録：１９８８−２００１
大月邦夫/著 海苑社/発行
2007.10 300p 27cm 1800 円
著者は元群馬県藤岡保健所長
【受贈】

小学校理科教科書通りにいかない！困ったときに
役立つピンポイント１００
増田和明･楽しく群馬の理科を創り合う会/編著
明治図書出版/発行
2013.8 110p 22cm 1760 円
増田氏は群馬県立北毛青少年自然の家に勤務
【TRC 新刊案内 1826 号】

群馬しなやかレポート
衛生環境行政回顧録 １９８４〜１９９４
大月邦夫/著 海苑社/発行
2009.5 430p 31cm 2000 円
著者は元群馬県藤岡保健所長
【受贈】

政治対談 中曽根康弘･元内閣総理大臣 トップ
同士の友情と「経国済民」への純情が政治に生命
を吹き込む
青雲塾(高崎市)/発行
2013.7 10p 21 × 30cm
（ 青雲塾レポート 第 60 号 ）
【受贈】
全国飲食チェーン本店巡礼 ルーツをめぐる旅
BUBBLE ‐ B/著 大和書房/発行
2013.8 159p 19cm 1300 円
築地銀だこ(みどり市で創業)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1827 号】
捜査係長の警察日記 女と男の黒い報告書
深沢敬次郎/著 元就出版社/発行
2013.7 193p 19cm 1500 円
昭和 51 年に著者が[群馬県内で]捜査二課の係
長をしていたときの日記
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】

【受贈】

足尾を語る会会報 第１６号
会報編集委員会/編集 足尾を語る会/発行
2013.7 52p 21cm
【受贈】
川を巡る 「河川塾」講演録
宮村忠/著 建設技術研究所/企画･編集
日刊建設通信新聞社/発行
2013.7 423p 21cm 2200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】

改訂
【上毛 8/14】

前橋市の教育 平成２５年度
前橋市教育委員会管理部総務課/編集･発行
2013.7 123p 29cm
【受贈】

〔 2013.9〕

藤岡保健所活動小史
大月邦夫/著 海苑社/発行
2013.5 6,286p 31cm 1800 円
著者は元群馬県藤岡保健所長

足尾銅山･朝鮮人強制連行と戦後処理
古庄正/著 創史社/発行
2013.6 215p 19cm 2400 円
【TRC 新刊案内 1829 号】

ふるさと九校スクールガイド
邑楽館林地区高校等校長会/作成
[2013.8] [2 つ折り] A3 判
【上毛 8/27】

前橋の市政概要 平成２５年度版
前橋市議会事務局/発行
2013 [9,]304p 30cm

【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

高崎健康福祉大学紀要 第１２号（２０１３）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2013.3 263p 26cm
【受贈】

前橋市暮らしのガイドブック
前橋市･サイネックス/作製
[2013.8] 165p

高崎医学 第６３巻（平成２４年）
高崎市医師会/発行
2013.7 247p 26cm

休日のカフェめぐり 埼玉･栃木･茨城･群馬 ３
カフェ好きが選んだオンリーワンｃａｆｅ５３店
幹書房/発行
2013.8 119p 21cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1829 号】

【受贈】
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群馬県都市計画審議会議案 第１６６回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2013.7 8p 30cm
別添資料：添付図面 28p 参考資料 8p【受贈】
ぐんまの住まいづくり ｖｏｌ.４
２０１３初秋号
すまいポート 21 高崎/発行
2013.8 162p 30cm 457 円

水の旅 日本再発見
富山和子/著 中央公論新社/発行
2013.8 283p 16cm 724 円
（ 中公文庫 と 29-2 ）
赤城山のツツジに関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】
水の文化史
富山和子/著 中央公論新社/発行
2013.8 299p 16cm 743 円
（ 中公文庫 と 29-1 ）
利根川に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】

【受贈】

ぐんまの道 ２０１１ 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
2011.3 折りたたみ 84 × 119cm
【受贈】
ぐんまの道 ２０１２ 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
2012.3 折りたたみ 84 × 119cm
【受贈】
県民ごはん、作ってみました！ 自宅で日本グル
メ紀行
もぐら/著 大和出版/発行
2013.8 164p 21cm 1100 円
焼きまんじゅうに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1828 号】
工務店カタログ ２０１３
上毛新聞社/発行
[2013.8]

6 産業
茜雲 ２７集 ２０１３年夏
８･１２連絡会(日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事
故被災者家族の会)/編集･発行
2013.8 20p 30cm
【受贈】
群馬県交通安全実施計画 平成２５年度
群馬県県土整備部交通政策課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2013.7 2,41p 30cm
【受贈】

【上毛 8/29】

田中正造 未来を紡ぐ思想人
小松裕/著 岩波書店/発行
2013.7 12,272,12p 15cm 1180 円
（ 岩波現代文庫 ）
足尾銅山鉱毒事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1826 号】

業務報告 平成２４年度（２０１２）
群馬県林業試験場/発行
2013.4 117p 30cm
【受贈】
埼玉のローカル線のんびり旅 秩父鉄道･ＪＲ八
高線･西武秩父線･東武越生線
のんびり旅製作委員会/編 幹書房/発行
2013.7 141p 21cm 1500 円
群馬藤岡駅、倉賀野駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1826 号】

治水神禹王をたずねる旅
大脇良夫･植村善博/編著 人文書院/発行
2013.7 203p 19cm 1900 円
「片品川と大禹皇帝碑」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1823 号】

上州小軍鶏
小山宏[/著] 北群馬渋川郷土館[/発行]
2013.7 1 冊 31cm
小山氏は北群馬渋川郷土館長
【受贈】

鉄橋物語 日本の歴史的鉄道橋梁を訪ねて
塚本雅啓/著 鉄道ジャーナル社/発行
2013.8 200p 22cm 1200 円
第一利根川橋梁(JR 上越線)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1827 号】

徹底解説最新ローカル線ビジネス ローカル線の
今にせまる！
辰巳出版/発行
2013.9 111p 26cm 933 円
（ タツミムック ）
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1829 号】

豚肉料理グルメマップ ＴＯＮＴＯＮのまちまえ
ばし 第９版
ようこそまえばしを進める会/発行
[2013.8] 48p
【 上毛 8/20】
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〔2013.9〕

はばたけ群馬観光プラン ２０１３−２０１５
〜「観光立県ぐんま」のさらなる推進に向けて〜
群馬県観光振興計画
群馬県産業経済部観光局観光物産課/発行
2013 84p 30cm
【受贈】

小板橋きん 日本画集
小板橋守/協力 小板橋啓/監修
小板橋きん/発行
2013.4 156p 27 × 27cm
小板橋きん氏は安中市在住

平成中山道一人旅
成知瑠杏/著 暗黒通信団/発行
2013.8 24p 21cm 200 円
【TRC 新刊案内 1828 号】

甲子園ヒーローズ ２０１３ 週刊朝日増刊
朝日新聞出版/発行
2013.8 132p A4 変形型 980 円(税込)
前橋育英高等学校に関する記述あり
【上毛 8/26】

前橋の農業 平成２５年度
農政部農林課/編集 前橋市役所/発行
2013.8 121p 30cm
【受贈】

ｓａ・ｂｏ・ｔｅｎ [写真集]
石内都/著 大和プレス/発行
2013.8 111p 26cm 5000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1828 号】
四季のうた [写真集]
小板橋守/発行
2010.1 95p 25 × 26cm
小板橋氏は安中市在住

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
風立ちぬ 宮崎駿監督作品
小学館/発行
2013.7 47p 26cm 905 円
（ THIS IS ANIMATION ）
堀越二郎(群馬県生まれ)の半生を描いた物語
【TRC 新刊案内 1826 号】
草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３４回
[関信越音楽協会/発行]
2013 91p 26cm
【受贈】
企画展 第１７回 たまむら歌留多(かるた)で歴
史めぐり
玉村町歴史資料館/編集･発行
2012.7 23p 30cm
【受贈】
群馬県還暦野球３０年 還暦過ぎた 球追い人
の軌跡
あさを社/編集･制作
群馬県還暦野球連盟･毎日新聞前橋支局/発行
2013.7 295p 26cm
【受贈】
ぐんま女流美術 ４５周年 ２００９−２０１３
ぐんま女流美術協会/発行
2013.8 51p 26cm
【受贈】
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【受贈】

ソフトボールダイジェストイン群馬
２００９
群馬県ソフトボール協会/発行
[2010] 130p 30cm

第２１号

ソフトボールダイジェストイン群馬
２０１０
群馬県ソフトボール協会/発行
[2011] 128p 30cm

第２２号

ソフトボールダイジェストイン群馬
２０１１
群馬県ソフトボール協会/発行
[2012] 128p 30cm

第２３号

ソフトボールダイジェストイン群馬
２０１２
群馬県ソフトボール協会/発行
[2013] 130p 30cm

第２４号

8 語学

幻影の「昭和芸能」 舞台と映画の競演
藤井康生/著 森話社/発行
2013.7 445p 22cm 3600 円
新国劇「国定忠治」･「一本刀土俵入」に関す
記述あり
【TRC 新刊案内 1826 号】

〔 2013.9〕

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

佐々木幹郎―明白 前橋文学館特別企画展第２０
回萩原朔太郎賞受賞者展覧会
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2013.7 102p 26cm
【受贈】

9 文学
アンティークＦＵＧＡ １
あんびるやすこ/著 角川書店/発行
2013.7 218p 15cm 476 円
（ 角川文庫 あ 59-1 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1826 号】

上州日和 句集
清水里子/著 本阿弥書店/発行
2013.8 186p 20cm 2700 円
（ 新時代俳人双書 ）
著者は太田市在住

運命のウエディングドレス
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2013.8 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 37 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1829 号】

聖 暮鳥 準備号 囈語篇 山村暮鳥 著 聖三稜
玻璃解説本
poemotion(ポエモーション)/発行
2013.7 12p A5 判
poemotion は 高崎市や前橋市に在住の女性４人
でつくる詩と文学の勉強会
【上毛 8/10】

Ｓの継承
堂場瞬一/著 中央公論新社/発行
2013.8 572p 20cm 1900 円
物語の舞台として前橋市に関する記述あり
【受贈】

セザンヌの言葉−わが里の「気層」から 詩集･
評論集
片山壹晴/著 コールサック社/発行
2013.7 318p 21cm 2000 円
著者は玉村町文化センター所長
【受贈】

江原久敏全集 第８巻 白日夢･天降し続々
江原久敏/著 江原久敏全集刊行会/発行
2009.1 252p 22cm 2000 円(税込)
著者は高崎市在住
【受贈】

田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館/発行
2013.3 154p 26cm

江原久敏全集 第９巻 天の罠･神去り続々
江原久敏/著 江原久敏全集刊行会/発行
2011.3 287p 22cm 2000 円(税込)
著者は高崎市在住
【受贈】

第２５号
【受贈】

追憶の殺意
中町信/著 東京創元社/発行
2013.8 355p 15cm 760 円
（ 創元推理文庫 M な 1-5 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 9/1、TRC 新刊案内 1829 号】

尾瀬・ホタルイカ・東海道
銀色夏生/著 幻冬舎/発行
2013.8 263p 16cm 571 円
（ 幻冬舎文庫 き-3-17 ）
【TRC 新刊案内 1827 号】

ドラゴンフライ
河合莞爾/著 角川書店/発行
2013.7 462p 19cm 1600 円
物語の舞台として群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1827 号】

金井美恵子エッセイ･コレクション １９６４−
２０１３ １ 夜になっても遊びつづけろ
金井美恵子/著 平凡社/発行
2013.8 515p 20cm 2200 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】

風景を見る犬
樋口有介/著 集英社インターナショナル/発行
2013.8 363p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 8/31、TRC 新刊案内 1827 号】

金井美恵子エッセイ･コレクション １９６４−
２０１３ ２ 猫、そのほかの動物
金井美恵子/著 平凡社/発行
2013.8 392p 20cm 1800 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】
午後の円盤 句集
堀込学/著 鬣の会(前橋市)/発行
2013.8 205p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 11 ）
著者は渋川市在住

【受贈】

母系の眉 句集
萩澤克子/著 鬣の会(前橋市)/発行
2013.8 220p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 12 ）
著者は鬣の会(前橋市)所属
ほそい煙ふとい煙 証言詩抄
藤森光男/発行
[2013.8] 83p A5 判 1500 円
藤森氏は前橋市在住

【受贈】
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【受贈】

【上毛 8/9】

〔2013.9〕

ぽてんしゃる。
糸井重里/著 東京糸井重里事務所/発行
2013.7 287p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1826 号】

今日から営業部に配属になった、佐々木です。
菊原智明/著 エンターブレイン/発行
2013.8 238p 19cm 1200 円
著者は関東学園大学経済学部講師
【TRC 新刊案内 1827 号】

八重の桜 ３
山本むつみ/作 五十嵐佳子/ノベライズ
NHK 出版/発行
2013.7 272p 19cm 1400 円
登場人物として新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1827 号】

古典的難問に学ぶ微分積分
高瀬正仁/著 共立出版/発行
2013.7 8,254p 22cm 2900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1826 号】

彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第二十一回
白井宿彌酔の句会実行委員会(渋川市)/発行
2013.7 50p 21cm
【受贈】

自分軸のつくりかた 生きるのがラクになる５０
の方法
中山庸子/著 原書房/発行
2013.8 142p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】

柳家小満ん『塩原多助一代記』を読み解く 落語
で愉しむ江戸の暮らし
三遊亭円朝/原作 柳家小満ん/著 光文社/発行
2013.8 223p 16cm 667 円
（ 光文社知恵の森文庫 t や 7-1 ）
【TRC 新刊案内 1828 号】

ジャズのある風景
山中千尋/著 晶文社/発行
2013.8 286p 19cm 1700 円
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 8/22、TRC 新刊案内 1827 号】
戦後日本の「独立」
半藤一利･竹内修司･保阪正康･松本健一/著
筑摩書房/発行
2013.8 405,4p 20cm 2400 円
松本氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1828 号】

県関係者の一般著作

中学受験社会合格への家庭内戦略
野村恵祐/著 小学館/発行
2013.7 207p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1826 号】

いじめる子
本庄豊/著 文理閣/発行
2013.8 226p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1828 号】

土屋耕一のことばの遊び場。 １ 回文の愉しみ
土屋耕一/著 和田誠･糸井重里/編
東京糸井重里事務所/発行
2013.5 285p 19cm 1500 円
糸井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1827 号】

イスラーム建築の世界史
深見奈緒子/著 岩波書店/発行
2013.7 13,276,11p 図版 16p 19cm 3200 円
（ 岩波セミナーブックス S11 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】

出ない順試験に出ない英単語 実践篇 [複合媒
体資料]
中山/著 千野エー/イラスト 飛鳥新社/発行
2013.8 175p 19cm 1300 円
付属資料：CD1 枚
中山氏は太田市出身【TRC 新刊案内 1829 号】

１万人の体験から学んだ「聞く技術」
大塚寿/著
PHP 研究所/発行
2013.8 214p 18cm 820 円
（ PHP ビジネス新書 291 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】
絵本の魔法
司修/著 白水社/発行
2013.8 308p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】

トレイルランニングはじめました。 基礎から楽
しみ方、おすすめコース＆レースガイドまで
中村則彦/著 鏑木毅/監修 誠文堂新光社/発行
2013.7 191p 21cm 1600 円
鏑木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1826 号】

９割の人ができるのに、やっていない仕事のコツ
こんな「当たり前のこと」で大差がつく！
大塚寿/著 三笠書房/発行
2013.8 221p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】

〔 2013.9〕
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日本建築集中講義 藤森照信×山口晃
藤森照信･山口晃/著 淡交社/発行
2013.8 283p 21cm 1900 円
山口氏は群馬県桐生市で育つ
【TRC 新刊案内 1826 号】

視聴覚資料
男の旅路（CD）
瀬戸伊佐雄/歌･制作 高坂のぼる/作詞
山中博/作曲
[2013.8] 2 曲
赤城山の思い出を歌った「初恋峠」も収録
瀬戸氏と高坂氏は前橋市在住
【上毛 8/17】

物体の運動の基本 よくわかる物理
飯出良朗/著 文芸社/発行
2013.9 517p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1829 号】

ぐんま一番 いせさきの味 探検隊！
年６月２１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]

分子の音 身体のなかのシンフォニー [複合媒
体資料]
荒井曜/著 中村振一郎/監修
毎日新聞社/発行
2013.7 142,14p 22cm 2800 円
付属資料：CD1 枚
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】
法華座鋪談儀講義
石井前琮/監修 井出存祐/解読
2012.12 140p 26cm
井出氏は實相寺(安中市)住職

平成２５

【受贈】

ぐんま一番 コーヒーブレイクは群馬におまかせ
♪ 平成２５年７月２６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】

【受贈】
上州大前田栄五郎／ふる里の家（CD）
沖田ひろし/歌 田島泉/作詞
KING RECORDS/発売
2009 1200 円
田島氏は前橋市在住

ほめる力 人に認められる極意、教えます
立川談四楼/著 学研パブリッシング/発行
2013.8 222p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】

【受贈】

白滝姫物語／祇園恋しや（CD）
沢れい子/歌 岬プロモーション(館林市)/発売
笠見実(桐生市)／岬かずや(邑楽町)/作曲
田島泉(前橋市)/作詞
2013.7 2 曲 1200 円
「白滝姫物語」は桐生市に伝わる白滝姫伝説を
題材にした歌
沢氏、笠見氏、岬氏、田島氏は群馬県作詞作曲
家協会所属
【受贈、上毛 8/4、桐生タイムス 8/22】

山本覚馬
松本健一/著 中央公論新社/発行
2013.7 286p 16cm 743 円
（ 中公文庫 ま 44-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1826 号】
離島の本屋 ２２の島で「本屋」の灯りをともす
人たち
朴順梨/著 ころから/発行
2013.7 143p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1827 号】
ワイン女子１０１人のおうち飲みワイン２０２本
と最強つまみ２０２品
日本ソムリエ協会/発行
[2013.8] 224p 四六判 1417 円
井上陽子(高崎市在住)氏の執筆記事収録
【上毛 8/6】

母の暦／吹割の滝（ｶｾｯﾄ）
天海たけし/歌 田島泉/作詞
OFFICE ONE/制作
2009 1200 円
田島氏は前橋市在住

【受贈】

ふたりの前橋／広瀬川慕情（CD）
沖田ひろし/歌 田島泉/作詞
KING RECORDS/発売
2011 1200 円
田島氏は前橋市在住

【受贈】

万葉の恋歌〜箏歌＜Ｋｏｔｏ Ｕｔａ＞をうたう
（ＣＤ）
下野戸亜弓/箏･歌
2013.8 5 曲 2940 円
下野戸氏は前橋市在住
【上毛 8/4】
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〔2013.9〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 館林市立
第四中学校 平成２５年６月１８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 長野原町
立第一小学校 平成２５年７月２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 前橋市立
上川淵小学校 平成２５年６月１１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 前橋市立
宮城中学校 平成２５年６月２５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】
モルト･カンタービレ（CD）
山中千尋/ピアノ
2013.8
【桐生タイムス 8/22、上毛 8/31】

電子資料
群馬県健康福祉部関係施設等一覧 平成２５年（C
D‑ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課[/発行]
2013 990 円(税込)
【受贈】
オンライン論文集 第５巻（ｵﾝﾗｲﾝ論文集）
日本造園学会[/発行]
[2012]
「近代詩人萩原朔太郎の撮影した写真が捉えた
風景要素に関する検討」塚田伸也･森田哲夫･湯
沢昭･橋本隆･関屋夕紀子･入澤覚/著収録
湯沢氏は前橋工科大学教授
【上毛 8/24】

〔 2013.9〕
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