群

馬

の

本

1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年１０月分
No.３２３
平成 25( 2013)年 11 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
発行日
発 行

2 歴史･伝記･地理

・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。
・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。

片品村古文書研究 第十四集
片品村古文書研究会 /編集
片品村教育委員会 /発行
2013.3 1 冊 26cm

【受贈】

群馬県ブラジル町に住んでみた ラテンな友だち
づくり奮闘記
中川学 /著 KADOKAWA/発行
2013.10 154p 21cm 950 円
（ メディアファクトリーのコミックエッセイ ）
【 TRC 新刊案内 1837 号】
【受贈】
個室露天＆貸し切り風呂の宿 ２０１４年版 温
泉をひとり占めする至福の時
スターツ出版 /発行
2013.11 138p 29cm 838 円
（ スターツムック ）
草津、水上に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

桐生市新居家文書目録 桐生市立図書館蔵
桐生市立図書館 /発行
2013.3 [12,] 183p 30cm
【受贈】
３０年の歩み 開館３０周年記念誌
嬬恋郷土資料館３０周年記念誌編集委員会 /編
集 嬬恋郷土資料館 /発行
2013.10 47p 30cm
【受贈】
２０周年のあゆみ 岩宿博物館
岩宿博物館 /編集･発行
2013.3 45p 30cm

【受贈】

きまぐれ歴史散歩
池内紀 /著 中央公論新社 /発行
2013.9 3,228p 18cm 760 円
岩宿遺跡に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1834 号】

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２４年度
岩宿博物館 /編集･発行
2013.7 45p 30cm

赤城榛名の歴史民俗
小山宏[/著･発行]
2013.10 26p 31cm
小山氏は北群馬渋川郷土館長

小山宏著作集 一
北群馬渋川郷土博物館 /発行
2013.10 195p 21cm
小山氏は北群馬渋川郷土博物館長

【受贈】

【 受贈 】
皇海山と足尾山塊 改訂版
増田宏 /著 白山書房 /発行
2013.10 281p 22cm 2800 円
【 TRC 新刊案内 1835 号】
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〔 2013.11 〕

高崎城遺跡２１（たかさきじょういせきにじゅう
いち） 前橋地家裁高崎支部庁舎耐震改修等工事
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
2013.9 34p 写真図版 16p 30cm
【受贈】

夢ありてこそ－倦まず撓まず屈せず－
中村有三 /著 あさを社 /発行
2013.10 257p 22cm 1500 円
著者は前橋育英高等学校創立者
【受贈、上毛 10/29】

中嶋常幸の真剣ゴルフ塾
中嶋常幸 /著 講談社 /発行
2006.4 235p 16cm 648 円
（ 講談社 +α文庫 G132-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1835 号】

よくばり女子旅行温泉部 温泉＋○○な旅へ
交通新聞社 /発行
2013.10 128p 29cm 838 円
（ 散歩の達人 MOOK A18 ）
四万温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1832 号】

新田義重―北関東の治承･寿永内乱
久保田順一 /著 戎光祥出版 /発行
[2013.10] 2520 円
（ 中世武士選書 ）
著者は前橋市生まれ
【上毛 10/29】
日本の空のパイオニアたち 明治･大正１８年間
の航空開拓史
荒山彰久 /著 早稲田大学出版部 /発行
2013.9 14,352p 21cm 2800 円
第 21 章「大正時代の中島知久平と川西一族」
を収録
【 TRC 新刊案内 1835 号】

3 社会科学
伊勢崎警察署管内声かけ事案等発生マップ
伊勢崎署 /製作
[2013.10] A3 判
【上毛 10/5】

バイク旅行 ツーリング生活の道案内 VOL.９
(２０１３秋号)
三栄書房 /発行
2013.10 111p 26cm 467 円
老神に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1833 号】
ベテラン政策秘書が採点する戦後総理の査定ファ
イル
朝倉秀雄 /著 彩図社 /発行
2013.10 319p 19cm 1400 円
中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1834 号】

【受贈】

教育要覧 平成２５年度
沼田市教育委員会 /発行
2013 73p 30cm

【受贈】

群馬県市町村要覧 平成２５年度
群馬県総務部市町村課 /発行
2013.9 148p 31cm

【 受 贈】

群馬県統計年鑑 第５９回（平成２５年刊行）
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2013.9 6,282p 30cm
【受贈】

まほろばの山と高原
みず森ひろ史 /著 白山書房 /発行
2013.10 235p 19cm 1400 円
谷川岳、上州武尊岳に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

健康福祉研究 第１０巻第１号（２０１３）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
2013.8 56p 26cm
【受贈】

八重の桜 後編
NHK 出版 /発行
2013.7 175p 26cm 1048 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー）
[新島]八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1819 号】

こまちウェディング[２０１３]冬号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
2013.10 300 円
【ぐんま経済 10/10】
詐欺に効く薬 読みぐすり
群馬県警察本部 /発行
2013.9 6p 30cm

八重の桜 完結編
NHK 出版 /発行
2013.10 135p 26cm 1000 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー）
[新島]八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1835 号】

〔 2013.11 〕

教育行政要覧 平成２４年度
みなかみ町教育委員会 /発行
2012 84p 30cm
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【受贈】

指導検査等の実施結果 （社会福祉法人･社会福
祉施設･介護保険施設･居宅サービス事業者等･医
療機関） 平成２４年度
群馬県健康福祉部監査指導課 /発行
[ 2013] 26p 30cm
【受贈】

関孝和算聖の数学思潮
小寺裕 /著 現代数学社 /発行
2013.10 175p 19cm 1800 円
（ 双書･大数学者の数学 10 ）
【 TRC 新刊案内 1837 号】

税務概要 平成２５年度
総務部税務課･納税課 /編集
2013.10 40p 30cm

フィールド･バイオロジスト ２０巻２号
（２０１２年２月）
群馬野外生物学会 /編集･発行
2012.2 [ 18p] 26cm
【受贈】

渋川市 /発行
【 受贈 】

町勢要覧
大泉町[/発行]
[2013.10] 8p A4 判

【上毛 10/28】

転換への挑戦
青雲塾(高崎市)/発行
2013.9 36p 22cm
（ 青雲塾叢書 13 ）

【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

特別インタビュー「日本の軌跡を語る」
青雲塾(高崎市)/発行
2013.9 4p 21 × 30cm
（ 青雲塾レポート 第 62 号 ）
航空自衛隊連合幹部会機関誌「翼」夏燕号(100
号記念)掲載
【受贈】

群馬県の工業 経済センサス－活動調査（ 製造業 ）
結果報告書 平成２４年２月１日現在
[平成２３年工業統計調査結果報告書]
群馬県企画部統計課 /発行
2013.9 159,149,42p 30cm
【受贈】
群馬のうまいラーメン２０１３ ▶ ２０１４最新版
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2013.8 26cm 743 円
【受贈】

民俗芸能探訪ガイドブック
星野紘･宮田繁幸 /編 国書刊行会 /発行
2013.9 375p 19cm 2200 円
安中中宿の燈籠人形に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1834 号】

工業統計調査結果速報 平成２４年
群馬県企画部統計課 /発行
2013.10 37p 30cm

【受贈】

工場用クレーン導入の基本と選定ポイント
サラフジ(榛東村)/作成
[ 2013.10]
【ぐんま経済 10/31】
実物大ラーメン図鑑 リアル原寸のラーメン写真
を、高解像度･無修正でお腹いっぱいお見せしま
す 保存版
学研パブリッシング /発行
2013.10 95p 30cm 762 円
（ Gakken Mook ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

4 自然科学
関東病院情報 東京･神奈川･千葉･埼玉･群馬･栃
木･茨城 ２０１３年版
医事日報 /発行
2013.9 1177p 26cm 24000 円
【 TRC 新刊案内 1836 号】
群馬医学 第９８号 平成２４年度群馬県医学会
平成２４年１２月１日
群馬県医学会 /編集･発行
2013.9 248p 26cm
【 受贈 】

製缶･溶接･機械加工技術ハンドブック
サラフジ(榛東村)/作成
[ 2013.10]
【ぐんま経済 10/31】
全国ご当地キャラのあみぐるみ かんたん！かわ
いい！すぐできる！
寺西恵里子 /著 辰巳出版 /発行
2013.11 64p 26cm 980 円
ぐんまちゃんのあみぐるみの作り方収録
【 TRC 新刊案内 1835 号】

ジオパークを楽しむ本 日本列島ジオサイト地質
百選
全国地質調査業協会連合会･地質情報整備活用
機構 /共編 オーム社 /発行
2013.10 8,184p 21cm 2800 円
跡倉クリッペ、浅間山、瀬林の漣痕と恐竜足跡
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 1836 号】
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〔 2013.11 〕

田中正造翁余録 上 新装版
島田宗三 /著 三一書房 /発行
2013.9 385p 19cm 2600 円
【 TRC 新刊案内 1835 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
愛、深き淵より。
星野富弘 /著 学研パブリッシング /発行
2013.10 239p 21cm 1100 円
（ 星野富弘愛の贈りもの ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1833 号】

田中正造翁余録 下 新装版
島田宗三 /著 三一書房 /発行
2013.9 550p 19cm 2800 円
【 TRC 新刊案内 1835 号】
日本酒がおいしいと思いはじめたら 、まず読む本 。
大人の粋酔倶楽部 /著 宝島社 /発行
2013.9 159p 18cm 1143 円
「浅間山」力一(浅間酒造)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1832 号】

風立ちぬ
宮崎駿 /原作･脚本･監督 徳間書店 /発行
2013.10 285p 29cm 2600 円
（ ロマンアルバム EXTRA ）
「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 1837 号】

レキタン！ ２ 田中正造と足尾鉱毒事件
てしろぎたかし /まんが 大石学 /監修
2013.10 153p 19cm 780 円
（ 小学館学習まんがシリーズ ）
【 TRC 新刊案内 1836 号】

再生の原風景 渡良瀬遊水地と足尾 写真集
堀内洋助 /著 東京新聞 /発行
2013.10 111p 21 × 30cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1837 号】
指導力。 高校野球で脱･勝利至上主義を目指し
た１１人の教師
田尻賢誉･氏原英明 /著
日刊スポーツ出版社 /発行
2013.9 276p 19cm 1500 円
境原尚樹監督(高崎高野球部)に関する記述あり
【上毛 11/2、 TRC 新刊案内 1832 号】

6 産業

新編風の旅
星野富弘 /著 学研パブリッシング /発行
2013.10 99p 21cm 1100 円
（ 星野富弘愛の贈りもの ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1833 号】

地価調査基準地価格（付基準地案内図）
平成２５年
群馬県 /発行
2013 124p 30cm
【受贈】
チャレンジする地方鉄道 乗って見て聞いた「地
域の足」はこう守る
堀内重人 /著 交通新聞社 /発行
2013.10 221p 18cm 800 円
上毛電気鉄道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

[第４回神流マウンテンラン＆ウォークコース地
図]
実行委員会 /作製
[2013.10] A2 判
【上毛 10/25】
山出ろ！川出ろ！！ 高梨眞一台本と人形劇団み
ちばち記念誌
元人形劇団みつばち有志 /編集･発行
2013.3 120p 26cm
【受贈】

富岡製糸場と絹産業遺産群 フォトブック
群馬県企画部世界遺産推進課 /発行
2013.10 24p 30cm 239 円
【受贈、上毛 10/1･ 27、読売 10/7、毎日 10/10】
農業委員会業務概要 平成２４年度
前橋市農業委員会 /発行
2013.8 55p 30cm

【受贈】

8 語学

〔 2013.11 〕
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坂口安吾 風と光と戦争と
河出書房新社 /発行
2013.9 255p 21cm 1200 円
（ KAWADE 夢ムック ）
【 TRC 新刊案内 1835 号】

9 文学
青山讃歌 歌集
市川春男 /著 吾妻路短歌会 /発行
2013.10 252p 22cm
著者は中之条町在住

朔太郎が愛した利根川を行く
木村和夫 /著 榛名まほろば /発行
2013.8 11p 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

AMIKINOJ EKDE LA KNABECO（幼なじみ）
A Ŭ TOBIOGRAFIA ROMANO（エスペラント語原作小
説）
Gosoku Kiĵi(斎藤仁一)/著
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2013.9 183p 21cm
著者は前橋市在住
【受贈】

佐幕派の文学 「漱石の気骨」から詩篇まで
平岡敏夫 /著 おうふう /発行
2013.9 279p 20cm 2800 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1832 号】

アンティークＦＵＧＡ ２
あんびるやすこ /著 角川書店 /発行
2013.9 218p 15cm 514 円
（ 角川文庫 あ 59-2 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1834 号】

センゴク剣法
東郷隆 /著 細川忠孝 /装画 講談社 /発行
2013.10 323p 19cm 1219 円
（ NOVELS ヤンマガ KC ）
作品の舞台として上州箕輪城に関する記述あり
登場人物として上泉伊勢守に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

江木山荘文集 高齢者の広場の文集 第一号
嶋田誠三 /編集 菊池定則 /発行
2013.11 102p 22cm 200 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住
菊池氏は前橋市在住
【受贈】
黄金の月 門倉まさる歌集
門倉まさる /著 短歌研究社 /発行
2013.10 205p 19cm 1000 円
著者は高崎市在住

【受贈】

短歌の風景 門倉まさる随筆集
門倉まさる /著 短歌研究社 /発行
2013.10 203p 19cm 1000 円
著者は高崎市在住

【受贈】

十津川警部長野新幹線の奇妙な犯罪
西村京太郎 /著 講談社 /発行
2013.10 171p 18cm 800 円
（ 講談社ノベルス ニ B-61 ）
作品の舞台として安中市に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1836 号】

【受贈】

岡田刀水士と清水房之丞―群馬の近･現代詩研究
愛敬浩一 /著 詩的現代出版部(富岡市)/発行
2013.10 155p 21cm 2000 円(頒価)
（ 詩的現代叢書 3 ）
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

中島信虎漢詩集
中島無息庵 /著 須賀昌五 /編
2013.9 187p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

風の日にララバイ 新装版
樋口有介 /著 角川春樹事務所 /発行
2013.9 329p 16cm 724 円
（ ハルキ文庫 ひ 1-3 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1832 号】

須賀楠舟 /訓読
【受贈】

夏は来ぬ 詩歌を楽しむ 実朝･芭蕉から朔太郎･
レミオロメンまで
三枝昻之 /著 青磁社 /発行
2013.8 275p 20cm 2500 円
（ 青磁社評論シリーズ 8 ）
【 TRC 新刊案内 1834 号】

こちら警視庁美術犯罪捜査班
門井慶喜 /著 光文社 /発行
2013.10 267p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1837 号】

業政駈ける
火坂雅志 /著 KADOKAWA/発行
2013.10 348p 15cm 680 円
（ 角川文庫 ひ 20-8 ）
登場人物として長野業政に関する記述あり
【上毛 10/29、 TRC 新刊案内 1838 号】

小諸･藤村文学賞入選作品集 第１９回
小諸市 /発行
2013.8 131p 26cm
「椿油の香り」高山恵利子(前橋市在住) /著収
録
【受贈、上毛 9/27】
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〔 2013.11 〕

目白雑録(ひびのあれこれ) ５ 小さいもの、大
きいこと
金井美恵子 /著 朝日新聞出版 /発行
2013.9 301p 19cm 1900 円
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1834 号】

吾亦紅 詩集
茂木裕仁 /詩･発行 井沢美代子 /絵
2013.11 197p 19cm
茂木氏と井沢氏は高崎市在住

【受贈】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記
海道龍一朗 /著 PHP 研究所 /発行
2013.10 588p 20cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1833 号】

文学の中の鉄道
原口隆行 /著 鉄道ジャーナル社 /発行
2013.11 311p 18cm 800 円
「不如帰」徳富蘆花 /著に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1837 号】
米寿 句集
黒岩喜洋 /著 本阿弥書店 /発行
2013.9 201p 20cm 2800 円
（ 本阿弥新現代俳句シリーズⅡ期 ）
著者は高崎市在住
【受贈】

県関係者の一般著作

窓際ドクター
川渕圭一 /著 幻冬舎 /発行
2013.10 237p 19cm 1300 円
（ 研修医純情物語 ）
著者は高崎市在住
【桐生タイムス 10/25、 TRC 新刊案内 1838 号】

ｉＰｈｏｎｅ/ｉＰａｄではじめるＥｖｅｒｎｏ
ｔｅ 保存したデータは検索や共有を使ってとこ
とん活用しよう
宮下英之･飯田成康 /著
アスキー･メディアワークス /発行
2013.10 159p 21cm 880 円
宮下氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1835 号】

まよなかのかくれんぼ
織茂恭子 /作 リーブル /発行
2013.9 32p 22 × 25cm 1200 円
織茂氏は高崎市生まれ
【 TRC 新刊案内 1835 号】

【受贈】

液晶画面に吸いこまれる子どもたち ネット社会
の子育て
下田博次･下田真理子 /共著
女子パウロ会 /発行
2013.10 151p 19cm 1200 円
下田博次氏は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1833 号】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第２７回
第２６回村上鬼城賞作品集
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局 /編集
村上鬼城顕彰会 /発行
2013.9 82p 26cm
【受贈】

かおり
宮沢みち /著 自由国民社 /発行
2013.10 94p 18cm 1100 円
（ 名前で運命がわかる本 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1837 号】

八重の桜 ４
山本むつみ /作 五十嵐佳子 /ノベライズ
NHK 出版 /発行
2013.10 317p 19cm 1400 円
[新島]八重は新島襄の妻
【 TRC 新刊案内 1836 号】

科学者に委ねてはいけないこと 科学から「生」
をとりもどす
尾内隆之･調麻佐志 /編 岩波書店 /発行
2013.9 6,136p 26cm 2600 円
尾内氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1835 号】

ルルとララのクリスマス
あんびるやすこ /作･絵 岩崎書店 /発行
2013.10 71p 22cm 1100 円
（ おはなしトントン 43 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1837 号】

機械システム制御の実際 航空機、ロボット、工
作機械、自動車、船および水中ビークル
片柳亮二 /著 産業図書 /発行
2013.9 4,161p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1832 号】

村上鬼城顕彰 小中学生俳句大会
第２６回
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2013.9 65p 26cm

〔 2013.11 〕

入選作品集
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来るべき民主主義 小平市都道３２８号線と近代
政治哲学の諸問題
國分功一郎 /著 幻冬舎 /発行
2013.9 254p 18cm 780 円
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1835 号】

ちょっと待った！！社長！ハイハイ言うこと聞い
ても銀行は御社を守ってくれません！ 銀行マン
の行動と心理を読んで打て、先手！知って損なし
《銀行取引》のツボ６６
篠崎啓嗣 /著 すばる舎リンケージ /発行
2013.9 205p 19cm 1500 円
著者は元群馬銀行員【 TRC 新刊案内 1832 号】

ケアを受ける人の心を理解するために 新版
渡辺俊之 /著 中央法規出版 /発行
2013.10 248p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1834 号】

中山庸子の「いいこと」ネタ帳 幸せはあなたの
隣に！
中山庸子 /著 マガジンハウス /発行
2013.9 127p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1833 号】

子どものねがい･子どものなやみ 乳幼児の発達
と子育て
白石正久 /著 クリエイツかもがわ /発行
2013.10 220p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1833 号】

なぜ、結婚はうまくいかないのか？
森川友義 /著
ディスカヴァー･トゥエンティワン /発行
2013.9 219p 18cm 1000 円
（ ディスカヴァー携書 109 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1833 号】

これならわかる金融経済 グローバル時代の日本
経済入門 第３版
山田博文 /著 大月書店 /発行
2013.9 281p 21cm 2400 円
著者は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1834 号】

謎の蝶アサギマダラはなぜ海を渡るのか？
栗田昌裕 /著
PHP エディターズ･グループ /発行
2013.9 243p 19cm 1500 円
著者は群馬パース大学大学院教授
【 TRC 新刊案内 1832 号】

社会の抜け道
古市憲寿･國分功一郎 /著 小学館 /発行
2013.10 254p 19cm 1700 円
國分氏は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1835 号】

バナッハ－タルスキの密室
瀬山士郎 /著 日本評論社 /発行
2013.9 179p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1832 号】

震災とアート あのとき、芸術に何ができたのか
倉林靖 /著 ブックエンド /発行
2013.9 167,24p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1835 号】

原敬の大正
松本健一 /著 毎日新聞社 /発行
2013.9 516p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1832 号】

数学記号を読む辞典 数学のキャラクターたち
瀬山士郎 /著 技術評論社 /発行
2013.11 203p 19cm 1580 円
（ 知の扉シリーズ ）
著者は放送大学前橋学習センター客員教授
【 TRC 新刊案内 1836 号】

不本意な敗戦 エルピーダの戦い
坂本幸雄 /著 日本経済新聞出版社 /発行
2013.10 205p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1836 号】

スピリチュアル女子大生ＣＨＩＥのびはっぴ～の
ススメ
CHIE/著 角川マガジンズ /発行
2013.9 95p 18cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1832 号】

みさき
宮沢みち /著 自由国民社 /発行
2013.10 94p 18cm 1100 円
（ 名前で運命がわかる本 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1837 号】

力のつり合いを理解する構造力学 考えるプロセ
スがわかる
小野里憲一･西村彰敏 /著 彰国社 /発行
2013.9 190p 26cm 2800 円
小野里氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1833 号】

ようこ
宮沢みち /著 自由国民社 /発行
2013.10 94p 18cm 1100 円
（ 名前で運命がわかる本 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1837 号】
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ランニングの世界 １６ 特集いかに走るか
山西哲郎 /責任編集 創文企画 /発行
2013.10 172p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1837 号】

ぐんま一番 ＃１６六合の美しき自然のじゅうた
ん 平成２５年８月２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】
ぐんま一番 ＃２０涼やかな魅力あふれる赤城山
平成２５年９月６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】
[嬬恋村の歌]（CD）
嬬恋村文化協会[/制作]
[2013.10] 4 曲 500 円
「嬬恋村の歌 」「嬬恋小唄 」「嬬恋慕情 」「つま
ごい音頭」を収録
「嬬恋村の歌」は小林秀雄(戦時中に嬬恋村に
疎開)氏が作曲
【上毛 10/2】

視聴覚資料
逢いたくて下仁田（CD）
ボニータ☆アカザワとムチャス･グラシアス /制
作 エステラレコーズ /発売
2013.11
ボニータ☆アカザワとムチャス･グラシアスの
メンバーである赤沢薫氏は吉岡町在住、草場学
氏は高崎市在住
【上毛 10/29】

広瀬三丁目音頭（CD）
市川たつこ /作詞･制作
2013
市川氏は前橋市在住

ぐんま一番 アートの祭典！中之条ビエンナーレ
平成２５年９月２７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】

【上毛 10/19】

みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
九十九小学校 平成２５年１０月１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】

ぐんま一番 ここは高原！ストレスフリー 平成
２５年８月３０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】

みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
生品小学校 平成２５年９月１０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】

ぐんま一番 食べてよし！飲んでよし！～秋の味
覚～ 平成２５年９月２０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】
ぐんま一番 ＃４奥深き太田のグルメ
年４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]

拓野正行 /作曲･制作

みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
上白井小学校 平成２５年９月１７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 みどり市
立福岡中央小学校 平成２５年９月２４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】

平成２５

【受贈】

ぐんま一番 ＃８草津よいとこ、深いとこ 平成
２５年５月２４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】

電子資料

ぐんま一番 ＃１２群馬が一番！こんにゃくの魅
力 平成２５年６月２８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】

〔 2013.11 〕

希望への道（電子書籍）
寺島悦子 /著 [文芸社 /発行]
2013.3 500 円
著者は館林市在住
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