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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年９月分
No.３２２

上野國分寺･山王廃寺古瓦拓本集
小山宏 /編 北群馬渋川郷土博物館 /発行
2013.8 82p 31 × 45cm
小山氏は北群馬渋川郷土博物館長･上毛民俗学
会長
【受贈】

発行日
発 行

平成 25( 2013)年 10 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

玉村八幡宮社誌
玉村八幡宮 宮司 梅林肇 /発行
2013.7 276p 31cm
【受贈、上毛 9/3】

・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。
・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。

秋の日帰り･一泊関東紅葉ドライブ
'１３～'１４
成美堂出版 /発行
2013.10 143p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1831 号】

０ 総記

温泉＆やど関東周辺 信州･新潟 '１４年
昭文社 /発行
2013.9 237p 26cm 952 円
（ マップルマガジン ）
四万、草津に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1830 号】

群馬美少女図鑑 2013 AUTUMN vol.19 TIME
トロワデザイン(高崎市)/発行
2013.8 79p 21cm
【 受贈 】
群馬美少女図鑑 2013 SUMMER vol.18 STAR
トロワデザイン(高崎市)/発行
2013.7 63p 21cm
【 受贈 】

温泉ぴあ人気の湯宿 首都圏版 ２０１４
ぴあ /発行
2013.9 114p 30cm 743 円
（ ぴあ MOOK ）
草津、伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1831 号】

高崎市の図書館 平成２５年度(２０１３年度)要
覧
高崎市立中央図書館 /発行
2013.8 56p 30cm
【 受贈 】
炎

群馬芸術文化協会総合誌 No.３５
群馬芸術文化協会事務局 /発行
2011.3 64p 26cm 1500 円(頒価) 【受贈】

〈合本〉箕輪城物語 箕郷地域ゆかりの文化人及
び名誉町民
ゑすびっく手作り甲冑クラブ(高崎市)/発行
2013.6 121p 26cm
【受贈】

炎

群馬芸術文化協会総合誌 No.３７
群馬芸術文化協会事務局 /発行
2013.3 56p 26cm 1500 円(頒価) 【受贈】

ぐんま観光マップ
群馬県 /発行
2013.3 折りたたみ
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60×84cm

【受贈】

〔 2013.10 〕

ぐんまちゃんの休日 群馬のいいとこ、まためっ
けた
河野英喜 /写真 群馬県 /協力 中経出版 /発行
2013.9 90p 23cm 1000 円
【上毛･朝日 9/21、 TRC 新刊案内 1834 号】

誇り高き賢人たち もう一つの日米関係史
志村和次郎 /著 大学教育出版 /発行
2013.3 15,231p 20cm 1800 円
湯浅治郎(安中市生まれ)、新井領一郎(桐生市
出身)に関する記述あり
著者は群馬県生まれ
【受贈】

この秋何する？ ググっとぐんま観光キャンペー
ン県央エリアガイドブック 2013年10～12月イベ
ント情報
[群馬県中部県民局中部行政事務所 /発行]
2013 [8p] 30cm
【受贈】

前橋の恩人･安井与左衛門(３の１)－一枚の絵図
－
野本文幸 /著 2013.6 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第７７９号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

新町戸崎遺跡（しんまちとさきいせき） 温井川
社会資本総合整備(防災･安全社会資本整備交付
金)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
2013.8 53p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

前橋の恩人･安井与左衛門(３の２)－石堤(せきて
い)－
野本文幸 /著 2013.7 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第７８０号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

西洋文化の鼓動と近代京都 蘇った古都の開化伝
志村和次郎 /著 大学教育出版 /発行
2011.11 12,241p 20cm 1600 円
新島襄に関する記述あり
著者は群馬県生まれ
【受贈】

前橋の恩人･安井与左衛門(３の３)－緋縅の鎧－
野本文幸 /著 2013.8 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第７８１号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

ｔａｖｉ（タヴィ） 吾妻エリアルートガイド
吾妻観光連盟 /発行
2013.3 [ 24p] 30cm
【受贈】
ノート 安政五年中大塚
亀井恒太郎[/著･発行]
2013.9 63p 26cm
亀井氏は藤岡市在住

村差出明細帳

3 社会科学

【受贈】

あいきゃん 創刊号 フリーペーパー
COCO-RO(こころ)/発行
2013.9 20p A5 判
COCO-RO は桐生市にある介護サービス会社
【上毛 8/31】

氷室京介ぴあ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
Ｓｐｅｃｉａｌ Ｂｏｏｋ 完全保存版！
ぴあ /発行
2013.9 128p 28cm 1429 円
（ ぴあ MOOK ）
氷室氏は高崎市出身【 TRC 新刊案内 1829 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成25年第3回
平成25年6月7日開会 平成25年6月24日閉会
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2013.9 4,167p 30cm
【受贈】

武士道と１００人のサムライ 仁、義、礼、智、
信、勇…日本人の心と理想
洋泉社 /発行
2013.9 111p 29cm 838 円
新島八重(新島襄の妻)、真田昌幸、小栗忠順、
小松姫(真田信之の妻)、真田信之に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1830 号】

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成25年第2回
平成25年5月21日
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2013.9 2,21p 30cm
【受贈】

ふらっとりょうもう 女子旅
東武鉄道･東洋大学[/作成]
[2013.9]
女性目線で両毛地域を紹介したパンフレット
【日経 9/6】

〔 2013.10 〕

伊勢崎市の教育 平成２５年度
伊勢崎市教育委員会事務局 /編集
伊勢崎市教育委員会 /発行
2013.8 147p 30cm
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【 受 贈】

太田市防災マップ
太田市 /発行
[ 2013.9] 折りたたみ

A0 判

群馬大会 関東甲信越地区中学校長会 第６５回
研究協議会
群馬大会実行委員会 広報編集部 /編集
群馬大会実行委員長 立見康彦 /発行
2013.6 102p 30cm
【 受 贈】

【上毛 9/12】

おもひで校舎 [写真集]
D.HIRO/撮影 芝公園公太郎 /協力
メディアボーイ /発行
2013.10 1 冊 26cm 2381 円
（ メディアボーイ MOOK ）
群馬県の廃校した学校の写真あり
【 TRC 新刊案内 1831 号】
学校基本調査結果速報 平成２５年度
群馬県企画部統計課 /発行
2013.8 21p 30cm
教育行政要覧 平成２５年度
みなかみ町教育委員会 /発行
2013 87p 30cm
教育便覧 平成２５年度
群馬県教育委員会 /発行
2013 82p 30cm

群馬大会報告書 関東甲信越地区中学校長会 第
６５回研究協議会
群馬大会実行委員会 広報編集部 /編集
群馬大会実行委員長 立見康彦 /発行
2013.8 29p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬パース大学紀要 第１４号
群馬パース大学 /発行
2012.9 54p 30cm

【受贈】

【受贈】

群馬パース大学紀要 第１５号
群馬パース大学 /発行
2013.3 44p 30cm

【受贈】

激突！北関東３県「だっぺ」の本気(マジ)バト
ル！！ 日本一地味で日本一アツい！茨城･栃木･
群馬のガチンコ対決！
岡島慎二 /編 マイクロマガジン社 /発行
2013.9 171p 21cm 943 円
（ 対決シリーズ 1 ）【 TRC 新刊案内 1830 号】

【自館作成】

群馬県議会会議録 平成25年5月定例会
自平成25年5月24日 至平成25年6月13日
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2013.9 6,279p 30cm
【受贈】

公有財産に関する調書
在
群馬県 /発行
2013 95p 30cm

群馬県議会会議録 平成25年7月臨時会
自平成25年7月29日 至平成25年8月2日
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2013.9 1,18p 30cm
【受贈】

平成２５年３月３１日現
【受贈】

事業概要 平成２４年度
群馬県利根沼田県民局利根沼田保健福祉事務所
/発行
[ 2013] 58p 30cm
【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧 平成２５年４
月１日現在
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係 /発行
2013.7 [6,]278p 30cm
【自館作成】

市税の概要 平成２５年度
前橋市財務部･健康部 /編集
前橋市財務部 /発行
2013.9 77p 30cm

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２６年度
群馬県教育委員会･前橋市教育委員会･高崎市教
育委員会･桐生市教育委員会･太田市教育委員会
･利根沼田学校組合教育委員会 /発行
[2013] 75p 30cm
【受贈】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３５回
吾妻教育事務所 /発行
2013.9 17p 30cm
消防概要 平成２５年版
伊勢崎市消防本部 /発行
2013.8 93p 30cm

群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２６年度
群馬県教育委員会･伊勢崎市教育委員会 /発行
[2013] 18p 30cm
【受贈】

【受贈】
平成２５年度
【受贈】

【受贈】

消防概要 平成２５年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 /
編集･発行
2013.8 76p 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（概要版）
群馬県生活文化部文化振興課 /発行
2013.3 18p 30cm
【 受贈 】
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〔 2013.10 〕

草原 第一号(昭１０)･第二号(昭１５)･第七号
(昭１６)･第八号(昭１７) 復刻
宮城教育大学教育臨床総合研究センター /発行
2005.3 1 冊 21cm
玉村尋常高等小學校の校内研究誌
【受贈】

4 自然科学
複合大噴火 新装版
上前淳一郎 /著 文藝春秋 /発行
2013.9 302p 16cm 590 円
（ 文春文庫 う 2-47 ）
浅間山大噴火に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1831 号】

草原 第三号(昭１５)･第四号(昭１５)･第六号
(昭１６) 再復刻
宮城教育大学教育臨床総合研究センター /発行
2013.3 58,43,50p 21cm
玉村尋常高等小學校の校内研究誌
【受贈】
草原 第五号(昭１６)･第九号(昭１７) 再復刻
宮城教育大学教育臨床総合研究センター /発行
2011.3 128,95p 21cm
玉村尋常高等小學校の校内研究誌
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

草原 第十号(昭１８) 復刻
宮城教育大学教育臨床総合研究センター /発行
2006.3 172p 21cm
玉村尋常高等小學校の校内研究誌
【受贈】

環境白書 平成２５年版
群馬県環境森林部環境政策課 /編集･発行
2013.9 198p 30cm 1740 円
【受贈、ぐんま経済 9/26】

玉村町の郷土芸能
玉村町教育委員会 /発行
2012.6 折りたたみ 37 × 52cm

【受贈】

定例県議会前期議会議案
説明書）
群馬県 /発行
2013.9 115p 30cm

【 受贈 】

群馬県企業立地マップ ２０１３ ２０１４
[群馬県産業政策課 /発行]
2013.7 折りたたみ 63 × 86cm
【受贈】

【毎日 9/28】

群馬県鉱工業指数（平成１７年基準） 平成２４
年
群馬県企画部統計課(経済産業係)/編集･発行
2013.7 48p 30cm
【受贈】

群馬企業立地のご案内 ２０１３－２０１４
[群馬県産業政策課 /発行]
2013 51p 30cm
【受贈、ぐんま経済 9/5】

平成２５年９（附予算

[特殊詐欺から高齢者を守ろう]
群馬県警 /作製
[2013.9] 8p A4 判

なすおばけ
新井悦子 /文 大野八生 /絵 教育画劇 /発行
2013.9 12 場面 27 × 38cm 1650 円
（ アッハッハ !笑いどっさり !おいしい日本の
たべもの民話 ）
群馬県の民話の紙芝居
【 TRC 新刊案内 1831 号】

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２４年度
群馬県繊維工業試験場 /編集･発行
2013.7 57p 30cm
【受贈】
サッポロ一番みそラーメンレシピ みんな大好
き！国民的人気の袋めん１４３レシピ
サンヨー食品株式会社 /監修 主婦の友社 /発行
2013.9 127p 18cm 857 円
【 TRC 新刊案内 1830 号】

日本の民謡曲集 故郷の心のあの歌この歌 １
北海道･東北･関東･甲信越編
神田虔十 /編著 メトロポリタンプレス /発行
2013.10 191p 21cm 800 円
草津節、八木節、糸挽き唄、草津湯もみ唄を収
録
【 TRC 新刊案内 1830 号】

【 受贈 】

３０代で建てる群馬の家 ２０１３秋･冬号
ｖｏｌ.４
ニューズ・ライン(前橋市)/発行
2013.9 272p 30cm 333 円
【受贈、ぐんま経済 9/12】

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２５年度作成
前橋市社会福祉協議会 /発行
2013 55p 30cm
【受贈】

まえばしのかんきょう 平成２５年度版
前橋市環境部環境政策課 /編集
2013.9 142p 30cm
【 受 贈】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学 /発行
2013.3 145p 30cm

〔 2013.10 〕

第１６号
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

医務服を着た郵便局長３代記 ハンセン病国立療
養所栗生楽泉園とともに
埼玉新聞社 /編･発行 高橋敏昭 /取材･執筆
2013.8 144p 19cm 1000 円
草津栗生郵便局に関する資料
【 TRC 新刊案内 1831 号】

群馬陸上競技年鑑 平成２５年
群馬陸上競技協会 /編集･発行
2013.3 436p 30cm

サイクリングロード ”おもしろ ”マップ 蛇川(石
田川)サイクリングロードガイド 早川サイクリ
ングロードガイド 粕川サイクリングロードガイ
ド 広瀬川サイクリングロードガイド 桃木川サ
イクリングロードガイド 第１０版
群馬県県土整備部道路管理課 /発行
2013.2 折りたたみ 63 × 100cm
【 受贈 】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２５年６月１日
現在
群馬県産業経済部商政課 /発行
2013 17p 21 × 30cm
【受贈】
ぐんまの逸品 群馬の名産品カタログ
２０１３－２０１４
[群馬県観光物産国際協会 /発行]
2013 106p 22cm

【受贈】

畜産施策の実績 平成２４年度
群馬県農政部畜産課 /発行
[ 2013] 38p 30cm

【受贈】

【 受 贈】

しあわせ音頭 [楽譜]
大塚洋一郎 /作詞[･作曲]
[2013.9]
鐘の鳴る丘愛誠園(前橋市)のために作詞した園
歌
大塚氏は草津町在住
【上毛 9/16】
評伝服部良一 日本ジャズ＆ポップス史
菊池清麿 /著 彩流社 /発行
2013.9 376p 21cm 2500 円
「交響詩曲ぐんま」やグランド･ワルツ「グリ
ーン利根」などに込めた群馬への思いが紹介さ
れている【上毛 9/29、 TRC 新刊案内 1830 号】

治山事業及び保安林制度のあらまし 平成２５年
度
[群馬県環境森林部森林保全課 /発行]
[ 2013.7] 58p 30cm
【 受贈】
富岡製糸場とぐんま周遊観光ガイドブック
群馬県 /作製
[2013.9] 16p A4 判【上毛 9/11、朝日 9/16】

前橋育英 第９５回全国高校野球選手権記念大会
優勝記念グラフ
上毛新聞社 /発行
[2013.9] 56p B4 判変型 952 円【 上毛 9/10】
夢の歌 [楽譜]
池田舜祐 /作詞 山中千尋 /作曲
[2013.8]
桐生市立北小学校創立 140 周年記念歌
池田氏は桐生市立北小学校６年生
山中氏は桐生市出身
【上毛 9/6】

8 語学
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〔 2013.10 〕

9 文学

県関係者の一般著作

研究論文 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･関屋由夕紀
子･入澤覚 /著 2012 [6p] 30cm
『ランドスケープ研究（オンライン論文集）
Vol.５』[抜刷]
塚田氏は前橋市都市計画部所属
森田氏と入澤氏は群馬工業高等専門学校都市環
境工学科所属
湯沢氏は前橋工科大学工学部社会環境工学科所
属
橋本氏は伊勢崎市企画部所属
【受贈】
正造 そして『環境』 歌集
恩田清 /著･発行
[2013.9] 140p A5 判
著者は館林市在住

観察力 確信を育てる
丸橋賢 /著 NTT 出版 /発行
2013.9 270p 20cm 2200 円
著者は丸橋全人歯科(高崎市)理事長
【ぐんま経済 9/26、 TRC 新刊案内 1833 号】
技術革新と情報システム開発事業
関川弘 /著 三恵社 /発行
2013.9 256p 21cm 2800 円
著者は高崎経済大学経済・経営研究科博士後期
課程修了
【 TRC 新刊案内 1830 号】
源氏物語を考える 越境の時空
秋澤亙･袴田光康 /編 武蔵野書院 /発行
2011.10 2,234p 20cm 3000 円
（ 考えるシリーズ 3 ）
秋澤氏は高崎高校出身
【朝日 9/3】

【上毛 9/27】

十津川警部哀しみの吾妻線 長編推理小説
西村京太郎 /著 祥伝社 /発行
2013.9 191p 18cm 819 円
（ ノン・ノベル 1009 ）
【 TRC 新刊案内 1831 号】

コンパクト･アンテナの理論と実践 応用編 フ
ルサイズにせまる技術
小暮裕明･小暮芳江 /共著 CQ 出版 /発行
2013.9 151p 26cm 2400 円
（ アンテナ・ハンドブックシリーズ ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1830 号】

とっきゅう
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.9 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 6 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1831 号】

１０代の君たちへ
空羽ファティマ[/著]
[2013.9] 200 円
空羽氏は前橋市在住

野の道 野口武久詩集
野口武久 /著 思潮社 /発行
2013.8 189p 22cm 3600 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1830 号】

東京「スリバチ」地形散歩 凹凸を楽しむ ２
皆川典久 /著 洋泉社 /発行
2013.9 247p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1831 号】
入門外国為替のしくみ 見る・読む・深く・わか
る
小口幸伸 /著 日本実業出版社 /発行
2013.9 253,4p 19cm 1400 円
（ BEST INTRODUCTION TO ECONOMY ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1830 号】

【受贈】

森鴎外「大野縫殿之助(おおのぬひのすけ)」検証
および論－田山花袋との関係など－
渡邉正彦 /著 2013.3 [42p] 22cm
『群馬県立女子大学国文学研究第３３号』抜刷
【受贈】

飛行機･船
小賀野実 /監修･写真 ポプラ社 /発行
2013.8 64p 26cm 850 円
（ 大解説 !のりもの図鑑 DX 9 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1830 号】

渡良瀬川 足尾鉱毒事件の記録 新版
大鹿卓 /著 新泉社 /発行
2013.9 349p 20cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1830 号】
〔 2013.10 〕

【朝日 9/16】

ディズニー感動を生み続ける３７のルール
濱名均 /著
日本能率協会マネジメントセンター /発行
2013.9 188p 19cm 1400 円
著者は高崎経済大学経済学部卒業
【 TRC 新刊案内 1830 号】

秀吉を討て
武内涼 /著 角川書店 /発行
2013.8 365p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1830 号】
風苑句碑林 赤城俳句会
[赤城俳句会(前橋市)/発行]
2013.8 53p 21 × 30cm

キャメルン出版 /発行
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福祉余話
杉山了 /著 夢託社 /発行
2013.8 143,33,9p 19cm
著者は高崎市在住

視聴覚資料

1500 円
【受贈、上毛 9/3】

風の海／湯の郷つづり（CD）
中村悦子 /歌
徳間ジャパンコミュニケーションズ /発売
2013.3 1200 円
「湯の郷つづり」は群馬県の温泉を歌っている
中村氏は高崎市在住
【受贈】

勇者と冒険するゲームプログラミングの世界
布留川英一 /著 誠文堂新光社 /発行
2013.8 131p 21 × 21cm 1800 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1830 号】
レッツ！トレイルラン ＶＯＬ.５ ＴＲＡＩＬ
ＲＵＮＮＥＲ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 山本健 一
「ヤマケン先生のトレラン講座」
ベースボール･マガジン社発行 /
2013.8 97p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 961 ）
「世界を往く！」鏑木毅(群馬県生まれ) /著収
録
【 TRC 新刊案内 1830 号】

ぐんま一番 気分ソーカイ！水の楽園
年８月１６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]

平成２５

【受贈】

ぐんま一番 参上！ 夏のおつまみスタア 平成
２５年８月２３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】

笑う、消しゴムはんこ。 かんたん、たのしい、
おもしろい。
乙幡啓子 /著 世界文化社 /発行
2013.9 95p 21cm 1000 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1831 号】

ぐんま一番 天女が育ったまち
１９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]

平成２５年７月

【受贈】

ぞっこん小唄／居酒屋『あさ子 』（ＣＤ）
森村浅子 /[歌･]製作
高坂のぼる /作詞 山中博 /作曲
[2013.9] [2 曲]
「ぞっこん小唄」は森村夫妻を題材に作詞され
た曲
森村氏は伊勢崎市在住
【上毛 9/18】
太鼓橋（CD）
曽根松太郎 /作詞 矢島ひろ明 /作曲
曽根松太郎･矢島ひろ明 /制作
WOS(ウォス)レコード /発売
[2013.9] 1000 円
旧中山道に架かる太鼓橋をテーマに制作
曽根氏と矢島氏は高崎市在住
【上毛 9/28】
前橋育英高等学校讃歌（CD）
中里見富康 /作詞 大河原力 /作曲 小暮哲朗 /歌
[2013.9]
中里見氏は高崎市在住
大河原氏は前橋市在住、前橋育英高等学校 1 期
生
小暮氏は前橋市を拠点に活動するシンガー･ソ
ングライター
【上毛 9/27】
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〔 2013.10 〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
東小学校 平成２５年７月３０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
塚沢小学校 平成２５年７月２３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 玉村町立
玉村中学校 平成２５年７月１６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 沼田市立
多那小学校 平成２５年７月９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 東吾妻町
立坂上小学校 平成２５年８月２７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
大胡東小学校 平成２５年９月３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】

電子資料
事業概要 平成２５年度版（平成２４年度実績）
（CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
2013
【受贈】

〔 2013.10 〕
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