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1 哲学･宗教

本

群馬怪談 怨ノ城
戸神重明/編著 江連美幸･撞木･高橋幸良･堀内
圭･吉田知絵美/共著 竹書房/発行
2022.7 223p 15cm 680 円
（ 竹書房怪談文庫 HO-560 ）
戸神氏･江連氏は群馬県出身在住
高橋氏･吉田氏は高崎市在住
堀内氏は前橋市出身
【上毛 8/21、TRC 新刊案内 2265 号】

−群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報−
２０２２年８月分
No.４２９
発行日
発 行

令和 4(2022)年 9 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

山岳信仰伝承と景観 虚空蔵山を中心に
笹本正治/著 岩田書院/発行
2022.4 608p 22cm 16800 円
妙義山の胎内くぐりほか群馬県に関する記述あ
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。

坂東三十三ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガ
イド 改訂版
小林祐一/著
メツユニバーサルコンテンツ/発行
2022.6 128p 21cm 1680 円
上野国に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2265 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。

2 歴史･伝記･地理

０ 総記

新井白石の家紋と荒井・新井・荒居・新居さんた
ちの家紋（新井さんたちの博物誌） 新井白石研究
室新井白石没後２９６年・２９７年事業
坂井昭/編集
2022.3 77p 30cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】

考える読書 青少年読書感想文全国コンクール入
賞作品集 第６７回
全国学校図書館協議会/編
毎日新聞出版/発行
2022.4 297p 22cm 2200 円
群馬県受賞者の作品収録
【購入】

イセサキ☆ソノサキ 伊勢崎まちなか文化祭
―愛と愛に挟まれたまちＩ−ＳＥＳＡＫ−Ｉ―
第１回
相川裕保/編集
伊勢崎まちなか文化祭実行委員会/発行
2021.10 26p 26cm
【受贈】

４７都道府県・博物館百科
可児光生･草刈清人/著 丸善出版/発行
2022.6 4, 323p 20cm 4000 円
群馬県に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2265 号】

牛飼い５０年―赤城山に抱かれて―
倉賀野一康/著 崑崙舎/発行
2022 176p A5 判
著者は前橋市在住

【上毛 9/5】

温泉やど関東・甲信越 [２０２２]
昭文社/発行
2022.8 208, 15p 26cm 1000 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 2267 号】
-1〔2022.9〕

消えた帝国満州の１００人 完全保存版
太平洋戦争研究会/著 ビジネス社/発行
2022.7 194p 21cm 1800 円
東宮鉄男に関する記述あり
【購入】

館林の里沼 日本遺産認定記念
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2022.6 257p 26cm 2000 円
（ 館林市史 別巻 ）
【受贈、上毛 8/26】

県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー
田仕雅淑/著 技術評論社/発行
2022.7 175p 21cm 2200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2267 号】

Ｗ！
Ｖ Ｏ Ｌ ．３ ３
町田啓太表紙巻頭Ｓ Ｐ Ｅ Ｃ
Ｉ Ａ Ｌ 古川雄大 伊藤健太郎 長妻怜央 植田圭
輔 綱啓永 結木滉星
廣済堂出版/発行
2022.8 104p 30cm 2000 円
（ 廣済堂ベストムック 451 号 ）
町田氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2265 号】

古墳図鑑 訪れやすい全国の古墳３００
青木敬/著 日本文芸社/発行
2022.8 319p 18cm 2400 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2267 号】

帝国の写真師 小川一眞
岡塚章子/著 国書刊行会/発行
2022.4 493, 7p 22cm 8000 円
「富岡での開業、そして渡米で掴んだ幸運」収録
【購入】

境目の戦国時代 上杉・武田・北条のはざまを生
き抜いた人びと
大貫茂紀/著 小さ子社/発行
2022.7 252p 19cm 2300 円
上野国(群馬県)に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2267 号】

東国文化副読本 古代ぐんまを探検しよう
２０２２年度版
群馬県文化振興課/企画･編集
群馬県･群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
委員会/発行
2022.4 72p 30cm 236 円
【受贈】

栞 江戸幕府大老酒井忠清公 三百四十年忌記念
茶会
相川裕保/編集 相川考古館/発行
2022.5 16p 21cm
【受贈】

夏と遊ぶ本 首都圏発 ２０２２
昭文社/発行
2022.8 87p 28cm 900 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 2268 号】

終戦時宰相鈴木貫太郎 昭和天皇に信頼された海
の武人の生涯 新装版
小松茂朗/著 潮書房光人新社/発行
2022.7 213p 16cm 800 円
（ 光人社 NF 文庫 こ 1272 ）
【TRC 新刊案内 2264 号】

ニッポン４７都道府県正直観光案内
宮田珠己[/著] 幻冬舎/発行
2022.7 341p 16cm 750 円
（ 幻冬舎文庫 み-10-11 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2266 号】

須恵器研究の新視角
渡辺一/著 八木書店出版部/発行
2022.2 16, 507, 18p 22cm 11000 円
群馬県に関する記述あり
【購入】

日本の古代豪族１００
水谷千秋/著 講談社/発行
2022.7 511p 18cm 1500 円
（ 講談社現代新書 2669 ）
上毛野君･大野君に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2268 号】

図説戦国里見氏 房総の海・陸を制した雄族のク
ロニクル
滝川恒昭･細田大樹/編著 戎光祥出版/発行
2022.7 174p 21cm 1800 円
「里見氏の祖は源頼朝に寵愛された上野の里見
義成」収録
【購入、TRC 新刊案内 2265 号】

日本の歴史 別巻[２] 史跡・出来事事典
講談社/発行
2022.6 304p 19cm 1400 円
（ 講談社学習まんが ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2265 号】

戦いの日本史 第１巻 総論・古代〜鎌倉時代の
戦い
田中恒夫/著 国書刊行会/発行
2022.5 835p 27cm 20000 円
「寛平東国の乱：寛平元年(889 年)〜昌泰三年
(900 年)･上野(関東)」「上野介殺害事件：延喜十
五年(915 年)･上野」「上野国府の戦い：天慶二
年(939 年)十二月･上野」収録
【購入】

-2〔2022.9〕

日本はこうしてつくられた カラー版 ２
鎌倉殿と北条一族歴史は辺境から始まる
安部龍太郎/著 小学館/発行
2022.7 272p 18cm 1200 円
「小栗上野介忠順の見識と胆力」収録 【購入】
残された時を
戸部正行/著 上毛新聞社/発行
2022 152p 四六判 1200
著者は前橋市在住

3 社会科学
以心伝承 渋川市指定重要無形民俗文化財八木原
諏訪神社太々神楽１００周年記念誌
八木原太々神楽 100 周年事業実行委員会/編集･
発行
2022.8 53p 30cm【受贈、上毛 8/28･読売 9/2】
各市町村文化協会等活動概要 令和４年度
群馬県文化協会連合会/発行
2022.6 67p 30cm
【受贈】

【上毛 9/7】

泊園書院の人びと その七百二人
横山俊一郎/著 吾妻重二/監修
清文堂出版/発行
2022.3 16, 389p 22cm 8700 円
津久井清十郎氏(勢多郡横野村(渋川市)出身)に
関する記述あり
【購入】

カラフル Ｃｏｌｏｒｆｕｌ
ＢＯＯＫ ２０２２
桐生タイムス社/発行
2022 66p 20×20cm

地元就職応援
【受贈】

群馬県教育文化事業団要覧 令和４年度
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2022.5 31p 30cm
【受贈】

発掘された日本列島
EXHIBITION OF EXCAVATIONS IN THE JAPANESE
ARCHIPELAGO 調査研究最前線 ２０２２
文化庁/編 共同通信社/発行
2022.6 71p 26cm 1800 円
金井下新田遺跡に関する記述あり
【購入】
誇れる郷土データ・ブック ２０２２年版
コロナ後の観光振興
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画･編集
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2022.6 188p 21cm 2727 円
（ ふるさとシリーズ ）
群馬県に関する記述あり
【購入】

群馬県の治安情勢 令和４年版
群馬県警察本部/発行
2022 12p 30cm

【受贈】

公営企業の概要 令和４年度
群馬県企業局/編集･発行
2022.5 57p 30cm

【受贈】

これまでの自分とこれからの自分へ 私のエンデ
ィングノート
安中市/発行
2022 38p A4 判
【上毛 8/27】

道の駅完全ガイドブック 最新版
２０２２−２３
コスミック出版/発行
2022.8 239p 30cm 1000 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2266 号】

時間と空間の常識に挑む小企業 ニューノーマル
の先端をゆく発想
日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館/発行
2022.7 8, 238p 19cm 2400 円
「お出かけ気分を届ける訪問美容サービス」移動
福祉美容車そらいろ(大泉町)収録
【購入、TRC 新刊案内 2266 号】

桃太郎電鉄日本全国４コマ大百科
ひこちゃん/まんが 丹羽毅/構成 小学館/発行
2022.7 192p 15cm 850 円
（ コロタン文庫 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2267 号】

消防年報 ２０２２年（令和４年）刊行
高崎市等広域消防局総務課/編集
高崎市等広域消防局/発行
2022.6 74p 30cm
【受贈】
女性学長はどうすれば増えるか 国内外の現状分
析と女性学長からのメッセージ
高橋裕子･河野銀子/編著 東信堂/発行
2022.7 9, 152p 21cm 1800 円
「女性学長とそのメッセージ性」(小林良江氏・
群馬県立女子大学学長)収録
【購入、TRC 新刊案内 2268 号】

ＹＡＭＡＰ山登りベストコース関東周辺版
Ｎｏ．１登山アプリのユーザーの声から生まれた
ヤマップ/著 KADOKAWA/発行
2022.7 239p 21cm 1800 円
谷川岳･尾瀬ヶ原に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2266 号】

-3〔2022.9〕

税金ってなぁ〜に 令和４年度版（小学生用）
群馬県租税教育推進協議会/発行
2022 10p 30cm
【受贈】
地域貢献事業概要 令和２年
高崎健康福祉大学/発行
2022 18p 30cm

年報 ２０２０（令和２年度）
群馬県立自然史博物館/発行
2020 119 p 30cm

【自館製本】

【受贈】

千代田町町勢要覧 町制施行４０周年記念
千代田町役場/編集･発行
2022.3 19p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

新島学園ものがたり 新島襄の志を継ぐ同志たち
新島学園創立７５周年記念（２０２２）
本井康博/著 良心社(安中市)/発行
2022.7 269, 6p 30cm 770 円(税込) 【受贈】

歌う民衆と放歌高吟の近代 放歌民衆から唱歌・
軍歌を歌う国民へ
永嶺重敏/著 勉誠出版(発売) /発行
2022.5 13, 271p 19cm 3500 円
「足尾鉱毒事件と「鉱毒哀歌」を歌い歩く農民た
ち」収録
【購入】

漂流日本左翼史 理想なき左派の混迷１９７２−
２０２２
池上彰･佐藤優/著 講談社/発行
2022.7 187p 18cm 880 円
（ 講談社現代新書 2667 ）
あさま山荘事件に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2268 号】

群馬県地域防災計画 風水害・雪害対策編、火山
災害対策編、事故災害対策編、火災対策編、震災
対策編 令和４年３月
群馬県防災会議/発行
2022.3 10, 382, 3, 244p 30cm
【受贈】

ふるさと昭和〜歴史を訪ねて 広報しょうわ
第１号〜第１００号発刊記念 令和３年度
[昭和村ボランティアガイドの会･昭和村役場企
画課･昭和村教育委員会/発行]
[2022] 64p 30cm
【受贈、上毛 8/31】

900 円
【受贈、朝日ぐんま 9/9】

群馬のうまいラーメン
最新版
NLG/発行
2022.9 124p 26cm

事件から読みとく日本企業史
武田晴人/著 有斐閣/発行
2022.5 9, 312, 13p 19cm 2700 円
足尾鉱毒に関する記述あり

ライフ＆タックス 令和４年度版（中学生用）
群馬県租税教育推進協議会/発行
2022 10p 30cm
【受贈】

スバル ＳＵＢＡＲＵ：１００ years of global
expansion
with
innovative
and
unique
technologies 「独創の技術」で世界に展開した
１００年 新装版
当摩節夫/著 三樹書房/発行
2022.7 255p 27cm 4000 円
【TRC 新刊案内 2266 号】

気候変動と「日本人」２０万年史
川幡穂高/著 岩波書店/発行
2022.4 14, 227, 8p 19cm 2000 円
「温暖・湿潤環境が育む倭国 群馬の大古墳が示
す関東の中心」収録
【購入】
２０２２

地域新電力 脱炭素で稼ぐまちをつくる方法
稲垣憲治/著 学芸出版社/発行
2022.7 203p 19cm 2200 円
「地 域 新電 力 の先 駆け −中 之 条パ ワ ー(中之 条
町)」収録
【購入、TRC 新刊案内 2266 号】

【受贈】

図説日本の風 人々の暮らしと関わる５０の風
真木太一/編 朝倉書店/発行
2022.6 5, 175p 26cm 4500 円
「赤城･榛名･筑波おろし」収録
【購入】

-4〔2022.9〕

【購入】

写真と歴史でたどる日本近代建築大観 第３巻
激動する世界と建築の転換
石田潤一郎･米山勇/監修 国書刊行会/発行
2021.9 270p 31cm 15000 円
旧井上房一郎邸に関する記述あり
【購入】

4 自然科学

群馬県歯科医学会雑誌 ｖｏｌ．２６
群馬県歯科医学会/発行
2022.6 38p 30cm

２０２２−２０２３

魅惑のクラフトコーラ うまい！深い！面白い！
クラフトコーラ愛好会･主婦の友社／編
主婦の友社/発行
2022.5 127p 21cm 1364 円
紺金コーラ(太田市)に関する記述あり 【購入】

東京の名駅舎
THE ARCHITECTURAL MASTERPIECES OF THE TOKYO
METROPOLITAN AREA
大内田史郎/著 傍島利浩/写真 草思社/発行
2022.7 159p 26cm 2000 円
上州富岡駅･土合駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2266 号】
ニッポン秘境路線バスの旅 驚きの酷道ルート＆
ご当地ルールの不思議
風来堂/著 交通新聞社/発行
2022.7 239p 18cm 900 円
（ 交通新聞社新書 162 ）
ジェイアールバス関東碓氷線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2268 号】

6 産業
アニメツーリズム白書
Anime Tourism White Paper ２０２２
アニメツーリズム協会/発行
2022.5 239p 30cm 8800 円
「館林市 宇宙よりも遠い場所」収録

日本の駅前を訪ねて 東日本の諸相
福宿光一/著 さきたま出版会/発行
2022.6 170p 26cm 2000 円
高崎駅･横川駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2265 号】

【購入】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書１２
群馬県甘楽郡下仁田町 国指定史跡荒船・東谷風
穴蚕種貯蔵所跡
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会/発行
2022.3 29p 30cm
【受贈】

未完成の灌漑用水路「女堀」 その後の地域を考
える
川道亨/著
2021.8 p23-38 21cm
『群馬文化』第 343 号より抜刷
【受贈】

関東地域天正〜慶長期検地帳目録（稿） 文部科
学省科学研究費基盤研究(Ｂ)中近世移行期検地帳
の史料学的研究とデータベースの構築：太閤検地
研究の再検討
谷口央/編 八王子/発行
2022.3 201p 30cm
「群馬県（上野国）における天正〜慶長期の検地
帳」収録
【購入】

明治維新の収支決算報告 歳入・歳出から見た明
治維新
青山誠/著 彩図社/発行
2022.7 223p 19cm 1300 円
富岡製糸場に関する記述あり
【購入】
郵政博物館研究紀要 第１３号
郵政歴史文化研究会/編集
通信文化協会博物館部(郵政博物館資料センタ
ー)/発行
2022.3 152p 30cm
「地域間を結ぶ村･町の通信手段「定使」―江戸
中後期、上野国(群馬県)を事例に―」巻島隆著収
録
【受贈】

群馬県交通安全実施計画 令和４年度
群馬県県土木整備部道路管理課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2022.4 35p 30cm
【受贈】
群馬の交通事故統計 令和３年
群馬県警察本部/発行
2021 40p 21×30cm

【受贈】

交通事故相談の概要 令和３年度
群馬県県土整備部道路管理課･群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2022.4 6p 30cm
【受贈】
鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 明治〜現在
寺本光照/編著 山川出版社/発行
2022.4 159p 26cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【購入】
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みどり市サイクリングマップ ＭＵＤＯＲＩＤＥ
みどり市産業観光部観光課/発行
[2021] 22p 26cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
尾瀬夢幻 水が織りなす美しき世界
有馬雅美/著 日本写真企画/発行
2022.4 1 冊 22×31cm 3000 円
【購入、上毛 8/21】
川隅路之助展 未来へ・生き続ける詩情
「川隅路之助展」実行委員会/編集
ハラサワコレクション/発行
2021.12 1 冊 30 cm
川隅路之助氏は群馬県生まれ
【受贈】

8 語学

コロナに翻弄された甲子園 名将たちが伝えたか
ったこと
小山宣宏/著 双葉社/発行
2022.7 261p 19cm 1700 円
「コロナ禍の今こそ「凡事徹底」を追及する(前
橋育英高等学校 荒井直樹監督)」収録
【購入、TRC 新刊案内 2267 号】
ザスパクサツ群馬ハンドブック
カインズ/発行
2022 A6 判

9 文学
碧(あお) 詩集
荻原亜杏/著[･発行]
2022.3 28p 19×26cm
著者は群馬県在住

思い出トルソー 針の魔法で心のホコロビ直し
ます
貴水玲/著 光文社/発行
2022.7 306p 16cm 680 円
（ 光文社文庫 C た 49-6 ）
著者は太田市在住
【購入、TRC 新刊案内 2267 号】

【読売 9/3】

「たま」という船に乗っていた さよなら人類編
石川浩司/原作 原田高夕己/漫画 双葉社/発行
2022.7 252p 21cm 1300 円
石川氏は農大二高出身【TRC 新刊案内 2268 号】
[チャツボミゴケ公園写真集]
六合の里温泉郷組合/発行
2022 8p 200 円

くじらのなみだ
小野浩/作 野村たかあき/絵
でくの坊(前橋市)/発行
2022.3 27p 27cm 1650 円(税込)
野村氏は前橋市生まれ
【朝日 9/2】

【上毛 8/29】

ときめきのミュージアムグッズ
大澤夏美/著 玄光社/発行
2022.7 143p 21cm 1800 円
原美術館 ARC(渋川市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2265 号】

戯作者の命脈 坂口安吾の文学精神
大原祐治/著 春風社/発行
2022.5 373, 17p 20cm 4000 円
【TRC 新刊案内 2265 号】

野里の桜 金婚記念香代子の写真と規雄の上毛新
聞歌壇・俳壇入選作品集
築比地香代子/写真 築比地規雄/短歌･俳句
築比地規雄･香代子/編集･発行
2022.8 99p 15×21cm
築比地規雄･香代子氏は太田市在住
【受贈、上毛 8/28】

恋文横丁八祥亭
立川談四楼/著 小学館/発行
2022.8 202p 16cm 560 円
（ 小学館文庫 た 41-1 ）
著者は邑楽町生まれ

【上毛 8/28】

坂口安吾大事典 Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ
ｏｆ ＳＡＫＡＧＵＣＨＩ ＡＮＧＯ
安藤宏･大原祐治/編集代表
勉誠出版(発売) /発行
2022.6 6, 787, 19 p 図版 6 枚 23cm
14000 円
【購入、TRC 新刊案内 2265 号】

平成新入幕力士物語 第１巻 平成元年−５年
永久保存版
「相撲」編集部/編
ベースボール･マガジン社/発行
2022.4 287p 26cm 4000 円
群馬県出身の力士の紹介あり
【購入】
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【受贈】

出帆
竹久夢二/著 作品社/発行
2022.7 279p 22cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2266 号】

文豪の家 家を知れば文学が見えてくる 新装版
高橋敏夫･田村景子/監修
エクスナレッジ/発行
2022.7 171p 21cm 1680 円
田山花袋旧居･萩原朔太郎生家に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2267 号】

情熱の人田山花袋ー《新しく》《真面目》な文学
を求めてー 第１部 録弥から 花袋 へー小説家
への道のりー 第２部 花袋、「文学維新運動の第
一人者」となる
館林市教育委員会文化振興課(田山花袋記念文
学館)/発行
2022 18p 30cm 300 円
2021 年田山花袋記念文学館で開催の田山花袋
生誕 150 年記念特別展の展示図録
【受贈、上毛 8/24】

本当の宝物
野口千壽/作･絵
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2022.6 33p 19×26cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2264 号】
みえなくなったちょうこくか
立木寛子/文 三輪途道/彫刻
メノキ書房(前橋市)/発行
[2022.8] 32p A3 変型判 1980 円
三輪氏は下仁田町在住
【上毛 8/31】

情熱の人田山花袋ー《新しく》《真面目》な文学
を求めてー 第３部 峠を越えてー大正期の文壇
と花袋ー
館林市教育委員会文化振興課(田山花袋記念文
学館)/発行
2022 18p 30cm 300 円
2021 年田山花袋記念文学館で開催の田山花袋
生誕 150 年記念特別展の展示図録
【受贈、上毛 8/24】

未完のままに 歌集
浜野和恵/著[･発行]
2022.6 188p 19cm 2500 円(税込)
（ 星雲叢書 第 80 篇 ）
著者は群馬県在住

戦いきってください〜支えてくれた人たち〜
上原裕子/著[･発行]
2022
106p B6 判 800 円(税込)
著者は群馬子どもサポートだるまの会メンバー
【上毛 9/7】

【受贈】

県関係者の一般著作
ＷＥＢでも紙でも売れるセールス文章術
紙・ＷＥＢのセールスレター ブログメルマガ
ＷＥＢ広告 紙のニュースレター
今泉武史/著 かざひの文庫/発行
2022.6 208p 19cm 1500 円
著者は前橋市でコンサルティング会社を経営
【上毛 9/4･11】

田中勇一俳句集 田中悟子作品集
田中悟子/発行
2022.3 31p 30cm
田中勇一氏･田中悟子氏は群馬県生まれ【受贈】
月かげ会句抄
和順婦人会俳句部月かげ会(桐生市)/製作
2022 47p A5 判
2021 年 12 月の閉会にあたり製作
【桐生タイムス 8/31】

オオムラサキと里山の一年 夏の雑木林にかがや
く、日本の国蝶
筒井学/写真と文 小学館/発行
2022.7 38p 21×24cm 1300 円
（ 小学館の図鑑 NEO の科学絵本 ）
著者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 2266 号】

ねことわたしのまほうの日
かわしまえつこ/作 おくはらゆめ/絵
ポプラ社/発行
2022.7 86p 22cm 1250 円
（ 本はともだち 24 ）
かわしま氏は群馬県生まれ
【購入、TRC 新刊案内 2267 号】

河川、湖畔における公的機関の小型船舶操縦参
考書
竹内徳和/作成
2022
竹内氏は玉村町在住
【上毛 8/18】

「雲雀の会」詩集 第１５号
前橋文学館友の会詩サークル「雲雀の会」/発行
2022.5 26p 26cm
【受贈】
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現場の大学論 大学改革を超えて未来を拓くた
めに
崎山直樹･二宮祐/編 ナカニシヤ出版/発行
2022.7 10, 239p 21cm 2600 円
二宮氏は群馬大学学術研究院准教授
【TRC 新刊案内 2268 号】

視聴覚資料
以心伝承 渋川市指定重要無形民俗文化財八木原
諏訪神社太々神楽１００周年記念誌 （DVD）
八木原太々神楽 100 周年事業実行委員会/編集･
発行
[2022.8]
【受贈、上毛 8/28】

終活！ 送る人送られる人もホッと満足できる本
後閑愛実/著 まこといちオフィス/発行
2022.7 254p 19cm 1400 円
著者は群馬パース看護短期大学卒業
【TRC 新刊案内 2268 号】
シルクロード 麦と米の料理を求めて
髙橋公子/著[･発行]
2022.5 115p 21cm

おかめきけ〜群馬発！上毛かるた奮闘記〜（DVD）
西山裕美/原作
[2022]
上毛かるたをテーマにしたまち映画【上毛 8/25】

【受贈】

地理学で読み解く流通と消費 コンビニはなぜ集
中出店するのか
土屋純/著 ベレ出版/発行
2022.7 285p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 2267 号】

電子資料

認知症パンデミック
飯塚友道/著 筑摩書房/発行
2022.7 252p 18cm 860 円
（ ちくま新書 1670 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 2266 号】
法人税ハンドブック 令和４ 年度版
鈴木修/著 日本税理士会連合会/編
中央経済社/発行
2022.7 6, 161p 21cm 1450 円
著者は高崎商科大学商学部・同大学院商学研究
科特任教授
【TRC 新刊案内 2265 号】
まずは大学入試改革から考えよう 大学アドミッ
ションのプロが紐解くこれからの入試のあり方
出光直樹･宮本俊一/著
高等教育開発研究所/発行
2022.7 128p 19cm 1200 円
宮本氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2266 号】
三浦春馬 死を超えて生きる人 Ｐ ａ ｒ ｔ ３
月刊『創』編集部/編 [創出版/発行]
2022.6 208p 21cm 1500 円
空羽ファティマ氏(前橋市在住)の寄稿文収録
【TRC 新刊案内 2265 号】
水辺のワンダー 世界を旅して未来を考えた
橋本淳司/著 文研出版/発行
2022.6 199p 22cm 1500 円
（ 文研じゅべにーる ）
著者は太田高校出身
【上毛 8/19】
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