群

馬
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1 哲学･宗教

本

御朱印でめぐる全国のお寺 集めるごとに運気ア
ップ！
地球の歩き方編集室/編集
地球の歩き方/発行
2022.5 141p 21cm 1400 円
（ 地球の歩き方御朱印シリーズ 47 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】
戦国期東国の宗教と社会
吉田政博/著 吉川弘文館/発行
2022.3 6, 295p 22cm 10000 円
草津温泉･伊香保温泉に関する記述あり【購入】

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０２２年６月分
No.４２７
令和 4(2022)年７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

・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。

ホンこわ！４７都道府県あなたの県の怖い話
特装版
並木伸一郎/作 理論社/発行
2022.4 295p 20cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2255 号】

・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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
相澤忠洋資料整理報告書 ２０２２
岩宿博物館/編集･発行
2022.3 129p 26cm
（岩宿博物館調査研究報告書 第 1 集）【受贈】

０ 総記
ミュージアムグッズのチカラ Ｔｈｅ
ＰＯＷＥＲ ｏｆ ＭＵＳＥＵＭ ＧＯＯＤＳ
大澤夏美/著 国書刊行会/発行
2022.5 140p 21cm 1800 円

新居喜左衛門役用日記 ２ 自萬延二年二月至文
久三年正月 群馬県立歴史博物館所蔵 原文編
桐生市立図書館/編集
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2021.3 101p 30×43cm
（ 桐生市立図書館郷土資料調査事業資料集
第6集 ）
【受贈】

２

神流町恐竜センターに関する記述あり

【TRC 新刊案内 2260 号】
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ．２７ ２０２２
ＳＵＭＭＥＲ
トロワデザイン(motto 編集部)(藤岡市)/発行
2022.5 49p 21cm
【受贈】

新居喜左衛門役用日記 ２ 自萬延二年二月至文
久三年正月 群馬県立歴史博物館所蔵 釈文編
桐生市立図書館/編集
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2022.3 2, 112p 21×30cm
（ 桐生市立図書館郷土資料調査事業資料集
第7集 ）
【受贈】
石神千保遺跡 太陽光発電設備設置に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2016.9 16p 写真図版 6p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 413 集）【受贈】
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伊能忠敬の古地図を歩く 江戸東京編
河出書房新社編集部/編 河出書房新社/発行
2022.4 127p 21cm 1800 円

しぶかわの古墳時代 古墳と祭祀跡 渋川市北橘
歴史資料館企画展
渋川市教育委員会文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2022.3 13p 30cm
【受贈】

軽井沢宿-松井田宿･宮崎村-小幡町-吉井宿に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2257 号】

家系図でわかる日本の上流階級 この国を動かす
「名家」「名門」のすべて
八幡和郎/著 清談社 Publico/発行
2022.5 303p 19cm 1600 円
福田家･中曽根家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】

修験者無幻道人 後世に伝える金石文 渋川市赤
城歴史資料館企画展
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2022.3 18p 30cm
【受贈】
首都圏発おいしい道の駅ドライブ ［２０２２］
昭文社/発行
2022.7 111p 26cm 980 円
（ まっぷるマガジン ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2260 号】

柏木沢中沢遺跡 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2021.1 8p 写真図版 4p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 466 集）【受贈】

館林城下町だより ７号
館林城の再建をめざす会/編集
2022.5 14p A5 判

金古南十三町遺跡 学校グラウンド造成工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2020.9 10p 写真図版 5p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 469 集）【受贈】

中泉十王堂遺跡２ 建売分譲住宅建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2019.7 16p 写真図版 9p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 416 集）【受贈】

上中居辻薬師遺跡４ 建売分譲、道路築造に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2018.11 22p 写真図版 10p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 436 集）【受贈】

中泉十王堂遺跡４ 宅地造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2021.10 24p 写真図版 11p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 470 集）【受贈】

上中居西屋敷遺跡５ 道路建築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2019.2 17p 写真図版 5p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 437 集）【受贈】
桐生市人物号名事典
桐生市教育委員会/編集･発行
2022.3 124p 30cm

中里押出遺跡 宅地分譲工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2017.1 8p 写真図版 4p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 414 集）【受贈】

【受贈】
沼田城跡 令和元年度調査概要報告書 沼田公園
長期整備構想に伴う沼田城跡発掘調査報告書
沼田市教育委員会/編集･発行
2022.3 23p 30cm
【受贈】

経済の維新と殖産興業 一八五九～一八九〇
鈴木淳/編著 ミネルヴァ書房/発行
2022.5 11, 360, 6p 20cm 3500 円
（ 明治維新を担った人たち 2 ）
「飼育技術の改良からみる養蚕農民の近代―群馬
県の養蚕家･松下政右衛門と井草太郎右衛門」収
録
【TRC 新刊案内 2259 号】

はるかな尾瀬 Ｖｏｌ．４８
尾瀬保護財団/発行
2022.3 16p 30cm

剣崎上小路遺跡 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2015.7 26p 写真図版 11p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 355 集）【受贈】

【受贈】

本郷久保田遺跡 工場建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2019.10 8p 写真図版 5p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 462 集）【受贈】
-2-
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昇文館/発行
【上毛 7/5】

みどり市内遺跡１１
みどり市教育委員会/編集･発行
2022.3 43p 30cm
（ みどり市埋蔵文化財調査報告書

近代出版研究 創刊号（２０２２）
近代出版研究所/発行
2022.3 287p 21cm 2000 円
「楫取群馬県令と金港堂の『修身説約』出版」
収録
【購入】

第 16 集 ）
【受贈】

桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 超特大増補
改訂版
村瀬哲史･コナミデジタルエンタテインメント
/監修 宝島社/発行
2022.5 287p 26cm 2700 円
【TRC 新刊案内 2257 号】

群馬県移動人口調査結果 令和３年
（令和２年１０月～令和３年９月）（年報）
群馬県総務部統計課/編集･発行
2022.3 49p 30cm
【受贈】
群馬県議会会議録 令和４年第１回定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2022.5 8, 404p 30cm
【受贈】

八幡館遺跡 特別養護老人ホーム建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
高澤考古学研究所/編集
高崎市教育委員会文化財保護課/発行
2015.9 16p 写真図版 8p 30cm
（高崎市文化財調査報告書 第 358 集）【受贈】

群馬県議会会議録 令和４年第１回臨時会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2022.5 1, 26p 30cm
【受贈】

山と高原地図Ｇ Ｕ Ｉ Ｄ Ｅ 関東の山あるき １ ０ ０ 選
２ 版
昭文社/発行
2022.6 255p 21cm 1800 円
群馬県の山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2260 号】

群馬県訟務年報 令和４年版
群馬県総務部総務課/発行
2022 9p 30cm

群馬県男女共同参画年次報告書 令和２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
2022.2 76p 30cm
【受贈】

吉野作造と海老名彈正 吉野が「海老名門下のク
リスチャン」とされる理由
關岡一成/著 教文館/発行
2022.4 222p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2258 号】

群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果（令和３年１０月１日現在）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2022.2 66p 30cm
【受贈】

わたしたちが ２ ７ 歳だったころ 悩んで、迷って、
「わたし」になった ２ ５ 人からのエール
with 編集部/編集 菅野美穂[/ほか述]
講談社/発行
2022.4 199p 19cm 1400 円
向井千秋氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2256 号】

ぐんまの伝統芸能アンケート調査結果報告書
令和３年度伝統文化継承事業
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2022.3 51p 30cm
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長/発行
2022.6 5, 228p 30cm
教育要覧 令和３年度
沼田市教育委員会/発行
2021.11 76p 30cm

【受贈】

令和４年第１回
【受贈】

群馬の特別支援教育 令和３年度
群馬県教育委員会/発行
2022.3 63p 30cm

【受贈】

少年の主張全国大会報告書 第４３回
わたしの主張２０２１
国立青少年教育振興機構/編集･発行
2022.1 74p 30cm
群馬県代表者の記事あり

【受贈】

消防年報 令和３年版（令和４年刊行）
太田市消防本部/編集･発行
2022 81p 30cm
【受贈】

【自館製本】

定例県議会議案 令和４年第１回
（附予算説明書）病院局関係
群馬県/発行
2022 58p 30cm

【受贈】
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定例県議会議案 令和４年第２回
群馬県/発行
2022 112 p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 令和４年第１回
（第２次送付分）
前橋市/発行
2022 2p 30cm

【受贈】

4 自然科学

定例市議会議案書 令和４年第１回
（第３次送付分）
前橋市/発行
2022 14p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 令和４年第１回
（第４次送付分）
前橋市/発行
2022 2p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 令和４年第１回
（第５次送付分）
前橋市/発行
2022 6p 30cm

【受贈】

浅間山大噴火、泥流に流された村 江戸名主文書
の世界 渋川市北橘歴史資料館企画展
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2021.3 21p 30cm
【受贈】
みんなが知りたい！「日本の山」のすべて 全国
の名山を地質から動植物まで解説
「日本の山のすべて」編集室/著
メイツユニバーサルコンテンツ/発行
2022.4 128p 21cm 1630 円
（ まなぶっく ）
谷川岳･草津白根山･浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2257 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

定例市議会議案説明資料 令和４年第１回
（第３次送付分）(議案第４４号関係）
前橋市/発行
2022 3p 30cm
【受贈】

ＥＤ４２形電気機関車図面・関連資料調査報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2022.3 35, 160p 30cm
【受贈】

新島学園短期大学紀要 第４３号
新島学園短期大学/発行
2022.3 129p 26cm

群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン
令和３年３月改訂
群馬県/発行
[2021] 2, 99p 30cm
【受贈】

包括外部監査の結果報告書
廣瀬信二[/著･発行]
[2022] 198 p 26cm

令和３年度

群馬県災害廃棄物処理計画
群馬県/発行
[2021] 1 冊 30 cm

【受贈】

補正予算説明書 令和４年度
例県議会
群馬県/発行
2022 277p 30cm
前橋市当初予算市長説明
前橋市/発行
2022 17p 30cm

【受贈】

令和４年第２回定

令和３年３月改訂
【受贈】

群馬県水防計画 令和４年度
[群馬県県土整備部河川課水害対策室防災係/編
集] 群馬県/発行
2022 78, 331p 31cm
【受贈】

【受贈】

令和４年度

群馬県都市計画審議会議案 第１９６回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2021 3, 5, 2p 30cm
【受贈】

【受贈】

わたしたちの地域のお仕事ブック 群馬県
エフエム群馬･中広群馬支社/発行
2022
【上毛 6/10】

群馬県都市計画審議会議案 第１９７回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2021 24, 37, 7p 30cm
【受贈】

わたしと世界の未来を創るＳＤＧｓ
上毛新聞 TR･エフエム群馬/発行
2022 40p A5 判
高校生向けの SDGs のハンドブック【上毛 7/1】

群馬県立産業技術センター研究報告
群馬県立産業技術センター/発行
2022.5 56p 30cm

令和３年度
【受贈】

水質年報 令和２年度
群馬県企業局水質検査センタ－/編集･発行
2022.2 123p 30cm
【自館製本】
-4〔2022.7〕

Ｓ ＵＢ ＡＲ Ｕ ＭＡＧＡＺ Ｉ Ｎ Ｅ
ｖ ｏ ｌ ．３ ９
スバルワークスを総力特集全身全霊Ｓ Ｔ Ｉ
交通タイムス社/発行
2022.5 146p 30cm 1273 円
（ CARTOP MOOK ） 【TRC 新刊案内 2255 号】

地方資本と森林・林業の近代化過程
岡部保信/著 [日本林業調査会/発行]
2022.5 108p 27cm
群馬県の A 家を研究対象にした著作
著者は群馬県生まれ
【受贈】

渡良瀬川の自転車旅 「人新世」の田中正造を旅
する
東間紘/著 随想舎/発行
2022.4 247p 19cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2257 号】

でんしゃでまなぶにほんのめいさん
「旅と鉄道」編集部/編 天夢人/発行
2022.5 63p 26cm 1500 円
（ でんしゃでまなぶ 05 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】
富岡製糸場の研究 後編
今井幹夫/著 群馬県文化事業振興会/発行
2022.6 191p 22cm 2500 円(税込)
著者は群馬県生まれ
【受贈】

6 産業

日本の観光 昭和初期観光パンフレットに見る
３ 関東・甲信越篇
谷沢明/著 八坂書房/発行
2022.5 254p 23cm 2800 円
伊香保･水上･草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2260 号】

交流まちづくり サステイナブルな地域をつくる新し
い観光
国土総合研究機構観光まちづくり研究会/編
上田裕之/著 学芸出版社/発行
2022.5 246p 21cm 2500 円
「八ッ場ダム(群馬県) ダム建設から波及する多
様なプロジェクト展開」収録
【TRC 新刊案内 2256 号】

めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図 完全版
地理情報開発/編 永岡書店/発行
2022.5 96p 30cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】

渋沢栄一の精神構造
大江清一/著 時潮社/発行
2022.5 1020p 22cm 18000 円
「富岡製糸場の設立と運営」収録
【TRC 新刊案内 2260 号】

列車で行こう！ Ｊ Ｒ 全路線図鑑 最新版
櫻井寛/写真･文 世界文化社/発行
2022.5 381p 26cm 3600 円
高崎線(大宮～高崎)･上越線(高崎～宮内)･吾妻
線(渋川～大前)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2256 号】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 令和３年度
群馬県農政部技術支援課/発行
2022 76p 30cm
【受贈】
蒸気機関車機関区総覧 東日本編
椎橋俊之/編･著 イカロス出版/発行
2022.5 345p 29cm 4527 円
（ イカロス MOOK ）
高崎第一機関区･渋川支区･高崎第二機関区･桐生
機関区に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
５次元の光
恩田時夫/原作 土居美紀/漫画･編集
2022.2 224p 26cm
恩田氏は群馬県在住

世界遺産の日本史
佐藤信/編 筑摩書房/発行
2022.5 381p 18cm 1100 円
（ ちくま新書 1651 ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2258 号】

【受贈】

４７都道府県の郷土玩具 ２ 関東地方・中部
地方
日本玩具博物館･井上重義/監修
大月書店/発行
2022.5 40p 27cm 3000 円
高崎だるまに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2259 号】

地域森林計画変更計画書 令和３年度
１吾妻森林計画 ２西毛森林計画区 ３利根上流
森林計画区
群馬県/発行
2022 14, 20, 15 p 30cm
【受贈】
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琉球 ＯＫＩＮＡＷＡ 小松健一写真集
小松健一/著 本の泉社/発行
2022.2 247p 27cm 6364 円
著者は少年時代を東吾妻町で過ごす【上毛 6/25】

企画展 第１１４回 写真で見る近代詩―没後
２０年伊藤信吉写真展―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2022.1 24p 30cm
【受贈】
紀要「風」 第２５号 令和３（２０２１）年度
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2022.3 6, 50, 15p 30cm
【受贈】

8 語学

桐生市交流川柳誌上大会 第２回
桐生市川柳同好会/発行
2022.5 15p A5 判
【桐生タイムス 6/27】

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業事
例報告書 令和２年度
文化庁国語課地域日本語教育推進室/発行
2022.2 113p 30cm
群馬県に関する記述あり
【購入】

クライマーズ・ハイ 上
横山秀夫/著 埼玉福祉会/発行
2022.5 316p 21cm 3000 円
（ 大活字本シリーズ ）
底本：文春文庫『クライマーズ・ハイ』
著者は元上毛新聞記者【TRC 新刊案内 2260 号】
クライマーズ・ハイ 中
横山秀夫/著 埼玉福祉会/発行
2022.5 314p 21cm 3000 円
（ 大活字本シリーズ ）
底本：文春文庫『クライマーズ・ハイ』
著者は元上毛新聞記者【TRC 新刊案内 2260 号】

9 文学
アカシアの声 ハンセン病患者の重監房投獄記
丹瑛太/著 文藝春秋企画出版部/発行
2022.4 146p 四六判 1200 円
国立ハンセン病療養所栗生楽泉園(草津町)の懲
罰施設重監房(特別病室)で生き抜いた男性を描
いた小説
著者は高崎市在住
【上毛 7/4】

クライマーズ・ハイ 下
横山秀夫/著 埼玉福祉会/発行
2022.5 289p 21cm 3000 円
（ 大活字本シリーズ ）
底本：文春文庫『クライマーズ・ハイ』
著者は元上毛新聞記者【TRC 新刊案内 2260 号】

伊勢崎 二枚橋と鬼亀
町田弘･町田万里子/著 まひろ出版/発行
2022.5 1 冊 30cm 1500 円
伊勢崎市立第二小学校付近の男井戸川の二枚橋
の創作物語
【受贈、上毛 6/14】

群馬県高校生文学賞作品集 第１６集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/発行
2022.3 59p 21cm
【受贈】

縁（えにし）
佐藤まゆみ/著 上毛新聞社/発行
2022
伊勢崎市に住み 1 月に逝去した著者の原稿と友
人らが綴った著者への手紙を収録 【上毛 6/14】

群馬県立女子大学国文学研究 第４２号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2022.3 155p 21cm
【受贈】
群馬県立女子大学文学部国分学科主催シンポジウ
ム記録 ２０２０ 自己を物語る－文学の中の社
会、社会の中の文学をライフストーリーから考え
る－ ２０２１ 他者と語り合う－在住外国人の
日本語から考える－
群馬県立女子大学文学部国文学科/編著･発行
2022.3 76p 21cm
【受贈】

企画展 第１１１回 怪談―こわい話に花が咲
く―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2021.4 8p 30cm
【受贈】
企画展 第１１２回 開館２５周年記念 宮沢賢
治―みんなのほんとうのさいわいをさがしに―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2021.7 24p 30cm
【受贈】

現代文学風土記
酒井信/著 西日本新聞社/発行
2022.5 415p 21cm 1800 円
北軽井沢の山荘が舞台の「ジャージの二人」長嶋
有著に関する記述あり 【TRC 新刊案内 2259 号】

企画展 第１１３回 わらう！太宰治
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2021.10 24p 30cm
【受贈】
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詩人は聖書をどのように表現したか
柴崎聰/著 新教出版社/発行
2022.4 278, 8p 20cm 2100 円
山村暮鳥に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2259 号】

牧野植物園 歌集
渡辺松男/著 書肆侃侃房/発行
2022.6 189p 20cm 2300 円
著者は伊勢崎市生まれ

まっとうな人生
絲山秋子/著 河出書房新社/発行
2022.5 251p 20cm 1720 円
著者は群馬県在住
【TRC 新刊案内 2259 号】

ジャレットのミント♥コレクション
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2022.5 149p 21cm 1200 円
（ 魔法の庭ものがたり 25 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2257 号】
小説でこの街を元気にしよう！
神宮みかん/著 みかん/発行
2022.5 26p 21cm
著者は群馬県出身

【上毛 7/2】

余烈
小栗さくら/著 講談社/発行
2022.4 260p 20cm 1700 円
小栗忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2257 号】

Ｎｏ．３
【受贈】

せかいのくにでいただきます！
野村たかあき/作･絵 講談社/発行
2022.4 [32p] 27cm 1500 円
（ 講談社の創作絵本 ）
野村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2257 号】

県関係者の一般著作
会社債権管理の基礎知識（整理ノート）
荒井俊行/著･発行
2022.3 267p 19cm
著者は群馬県生まれ
【受贈】

特攻兵が語るオロカな戦争 戦争には勝者も敗者
もない
深沢敬次郎/著 元就出版社/発行
2022.6 195p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

観光コースでない京都 Ａｎｏｔｈｅｒ
Ｋｙｏｔｏ
平井美津子/文 本庄豊/写真と文
高文研/発行
2022.5 225p 19cm 1800 円
（ もっと深い旅をしよう ）
本庄氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2258 号】

ネコ・ロマンチスム
吉行淳之介/編 梶井基次郎[ほか/著]
中央公論新社/発行
2022.4 261p 16cm 860 円
（ 中公文庫 よ 17-17 ）
青銅社 1983 年刊の増補
「海のスフィンクス」金井美恵子(高崎市生まれ)
著収録
【TRC 新刊案内 2256 号】

キリンを作った男 マーケティングの天才・前田
仁の生涯
永井隆/著 プレジデント社/発行
2022.5 319p 20cm 1800 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2259 号】

萩原朔太郎詩集
萩原朔太郎/著 角川春樹事務所/発行
2022.5 158p 20cm 1800 円
（ にほんの詩集 ） 【TRC 新刊案内 2259 号】

減塩のための食品交換表 ８ 訂版
大月邦夫/編著
上毛新聞社営業局出版編集部/発行
2022.4 135p 26cm 900 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 6/14】

芭蕉の句碑を訪ねて 渋川から見る五七五の景色
渋川市赤城歴史資料館企画展
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2021.3 18p 30cm
【受贈】

こんにちは！ふたごのパンダ シャオシャオ＆ レイ
レイ
高氏貴博/著 宝島社/発行
2022.5 127p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2256 号】

謀聖 尼子経久伝 風雲の章
武内涼[/著] 講談社/発行
2022.5 416p 15cm 820 円
（ 講談社文庫 た 137-2 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2258 号】

次元上昇案内書 アセンションガイド
恩田時夫/著 土居美紀/編集
2020.2 171p 21cm
著者は群馬県在住

【受贈】
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仕事ではウソをつけ 真面目すぎる人が結果を出し
続ける生存戦略
菊原智明/著 光文社/発行
2022.5 190p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/12、TRC 新刊案内 2260 号】

「未熟さ」の系譜 宝塚からジャニーズまで
周東美材/著 新潮社/発行
2022.5 279p 20cm 1550 円
（ 新潮選書 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2260 号】
村上春樹クロニクル Ｂ Ｏ Ｏ Ｋ ２
２ ０ １ ６ －２ ０ ２ １
小山鉄郎/著 春陽堂書店/発行
2022.5 12, 484, 7p 21cm 2600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2252 号】

人生を豊かにする歴史・時代小説教室
安部龍太郎･門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2022.4 200p 18cm 800 円
（ 文春新書 1357 ）
門井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2256 号】

ランニングの世界 ２ ７
特集多彩なるシニアラン
ナーたち
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2022.4 128p 21cm 1200 円
山西氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2255 号】

鉄道で伸ばす子どもの地頭力
鉄道博士/著 天夢人/発行
2022.5 205p 19cm 1500 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2258 号】
土砂留め奉行 河川災害から地域を守る
水本邦彦/著 吉川弘文館/発行
2022.6 6, 223p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 550 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2260 号】

ルーマニア，ルーマニア ＲＯＭÂＮＩＡ，
ＲＯＭＡＮＩＡ
住谷春也/著 松籟社/発行
2022.4 284p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2258 号】

２ ０ ３ ０ 年「東京」未来予想図
市川宏雄･宮沢文彦/著
クロスメディア・パブリッシング/発行
2022.4 222p 19cm 1580 円
宮沢氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2256 号】

視聴覚資料

日本病 なぜ給料と物価は安いままなのか
永濱利廣/著 講談社/発行
2022.5 173p 18cm 840 円
（ 講談社現代新書 2661 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2259 号】

電子資料

のりもの 新装改訂版
小賀野実/写真･監修 ひかりのくに/発行
2022.6 32p 21cm 850 円
（ 3 さいからののりものずかん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2260 号】
はたらくくるま 新装改訂版
小賀野実/写真･監修 ひかりのくに/発行
2022.6 32p 21cm 850 円
（ 3 さいからののりものずかん ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2260 号】
文豪東京文学案内
田村景子/編著 小堀洋平/著 笠間書院/発行
2022.4 383p 19cm 1800 円
田村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2256 号】

１ 部・２ 部

愛郷有情・群馬 民主化への道
（実践編）（電子書籍）
大塚濱治/著 パブフル/発行
2022 550 円(税込)
著者は前橋市出身

３ 部

群馬県水防計画
群馬県/発行
2022 1 枚
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愛郷有情・群馬 民主化への道
（基礎・包括編）（電子書籍）
大塚濱治/著 パブフル/発行
2022 770 円(税込)
著者は前橋市出身

【上毛 6/14】

【上毛 6/14】

令和４年度 （CD-ROM）
【受贈】

