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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
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No.３２４

あがつま美巡りすたんぷラリー 週末ふらっと
群馬県
あがつま美巡り実行委員会[/発行]
2013.10 [ 6p] 30cm
【受贈、上毛 10/2】

発行日
発 行

平成 25( 2013)年 12 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

朝倉伊勢西№２遺跡（あさくらいせにしなんばー
にいせき） (都)江田天川大島線道路改良工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /発行
2012.13 120p 写真図版 2,22 30cm 【受贈】

・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。

朝倉工業団地遺跡群№２（あさくらこうぎょうだ
んちいせきぐんなんばーに） 株式会社吉田鉄工
所新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2013.8 46p 写真図版 1,18p 30cm 【受贈】

・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。

朝倉工業団地遺跡群№４（あさくらこうぎょうだ
んちいせきぐんなんばーよん） 株式会社ヤマト
第３工場建設に伴う埋蔵文化発掘調査報告書
山下工業 /編集 前橋市教育委員会 /発行
2013.3 12p 写真図版 3p 30cm
【受贈】
朝倉工業団地遺跡群№５（あさくらこうぎょうだ
んちいせきぐんなんばーご） マニハ食品株式会
社工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2013.8 32p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

０ 総記
群馬県の図書館２０１３
群馬県立図書館[/発行]
2013 5,91p 31cm

【 自館 作成 】

朝倉工業団地遺跡群№６（あさくらこうぎょうだ
んちいせきぐんなんばーろく） 恵産業株式会社
本社･倉庫新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2013.9 18p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
田舎神主の実践記録
井上光正 /著 文芸社 /発行
2013.11 163p 19cm 1000 円
著者は勝神社(太田市)宮司

安通･洞№２遺跡（あんづう･ほらなんばーつーい
せき） 市道21－6119号線道路建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2013.3 4,50p 写真図版 2,13p 30cm【受贈】
【受贈】

思わず人に話したくなる群馬学
県民学研究会 /編 洋泉社 /発行
2013.11 190p 18cm 870 円
（ 歴史新書 ）
【上毛 11/7･ 17、 TRC 新刊案内 1839 号】
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〔 2013.12 〕

上佐鳥中原前Ⅲ遺跡（かみさとりなかはらまえさ
んいせき） 特別養護老人ホーム増築工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
山下工業 /編集 前橋市教育委員会 /発行
2013.5 14p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

特別展 平成２５年度 渡邉家と和泉屋 玉村町
の歴史的建造物 その魅力と守り続けてきた歴史
にせまる
玉村町歴史資料館 /編集･発行
2013.10 15p 30cm
【 受 贈】

企画展 第３７回 多胡碑の江戸時代 近世文人
の古代ロマン
多胡碑記念館 /編集･発行
2013.10 48p 30cm
【 受贈 】

富原文庫本 会津若松城下絵図屏風－新島八重の
ふるさと、会津の心－ 平成２５年度安中市学習
の森ふるさと学習館春季･夏季企画展
安中市学習の森ふるさと学習館 /編集･発行
2013.4 21p 30cm
【 受 贈】

桐生市小字境界図
奈良彰一 /作製
[2013.11] [1 枚] 178 × 168cm
奈良氏は桐生市在住
【上毛 11/17】

日本の名機をつくったサムライたち 零戦、紫電
改からホンダジェットまで
前間孝則 /著 さくら舎 /発行
2013.11 430p 19cm 1800 円
堀越二郎(群馬県出身)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1840 号】

桐生市小字境界図 コンパクト版
奈良彰一 /作製
[2013.11] [1 枚] 89 × 79cm
奈良氏は桐生市在住
【上毛 11/17】
桐生市第三区 歴史物語
第三区歴史懇談会 /編集･発行
2013.8 61p 30cm

はるかな尾瀬 Vol.２３
尾瀬保護財団 /発行
2013.11 11p 30cm

【 受贈 】

榛名山麓まるかじりＧＵｉＤＥ
群馬県西部県民局西部行政事務所 /発行
2013.9 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

国史大辞典を予約した人々 百年の星霜を経た本
をめぐる物語
佐滝剛弘 /著 勁草書房 /発行
2013.6 9,240p 20cm 2400 円
藤岡多野地方に関する記述あり【朝日 11/19】

坂東武士団の成立と発展
野口実 /著 戎光祥出版 /発行
2013.11 291,25p 22cm 6000 円
（ 戎光祥研究叢書 1 ）
上野国に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1838 号】

推定 上野国府（すいていこうずけこくふ）～平
成２３年度調査報告～ 上野国府等範囲内容確認
調査報告書Ⅰ
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2013.2 5,71p 写真図版 2,9p 30cm 【受贈】

深沢遺跡 深沢遺跡(第２次調査)（ふかさわいせ
き ふかさわいせき だいにじちょうさ） 町道
２１８号線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
2013.9 99p 30cm
【 受 贈】

鈴木貫太郎 第二のふるさと まえばし
福原尚雄[/著･写真撮影･発行]
2013.8 73p 30cm
福原氏は前橋市在住
【受贈】

部屋の記憶 映画監督、名優、文豪、芸術家が愛
した空間を泊まり歩く、名旅館巡礼記
桐山秀樹 /文 菊地和男 /写真 六耀社 /発行
2013.11 253p 25cm 5000 円
坂口安吾に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1839 号】

すべてがわかる零戦入門 なぜ零戦は世界屈指の
戦闘機だったのか
関賢太郎 /著 実業之日本社 /発行
2013.11 190p 18cm 762 円
（ じっぴコンパクト新書 167 ）
堀越二郎(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1840 号】

前箱田村西Ⅲ遺跡（まえはこだむらにしさんいせ
き） ヤオコー前橋箱田店建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
シン技術コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2013.4 12p 口絵写真 2p 30cm
【受贈】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２５回
飾るからだ 古代装身具の力
高崎市観音塚考古資料館 /発行
2013.10 36p 21 × 21cm
【受贈】

〔 2013.12 〕

【 受 贈】
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松井田の石碑
松井田文化会 /発行
2013.11 62p 30cm

元総社蒼海遺跡群（４４ ）（４５ ）（もとそうじ
ゃおうみいせきぐんよんじゅうよんよんじゅう
ご） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計 /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2013.3 34p 写 真図版 2,8p 30cm 【受 贈】

【受贈】

三国街道渋川宿 中之町の変遷 上巻
大島史郎 /著 中之町自治会 /発行
2013.11 216p 30cm
【受贈】
空しさを超えるもの 田中美千代第２エッセイ集
田中美千代 /著 東方社 /発行
2013.11 203p 20cm 1500 円
江口きち(川場村生まれ)に関する記述あり
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（４７ ）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんよんじゅうなな） 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
シン技術コンサル /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2013.3 16p 写 真図版 2,2p 30cm 【受 贈】

元総社蒼海遺跡群（２６ ）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんにじゅうろく） 前橋都市計画事業元
総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団 /編集･発行
2010.3 5,151p 写真図版[4,]51p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（ ４０ ）
（ ４６ ）
（ ４９ ）
（ ５０ ）
（もとそうじゃおうみいせきぐんよんじゅうよん
じゅうろくよんじゅうきゅうごじゅう） 前橋都
市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2013.3 6,113p 写真図版 5,44p 30cm【受贈】

元総社蒼海遺跡群（３２ ）（３３ ）（もとそうじ
ゃおうみいせきぐんさんじゅうにさん じゅう さ
ん） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2011.3 6,173p 写真図版 2,50p 30cm【受贈】

湯宿つれづれ
湯本艶子 /著 あさを社 /発行
2013.9 235p 22cm
著者は草津温泉「日新館」の女将
【受贈、上毛 11/21】

元総社蒼海遺跡群（３８ ）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうはち） 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2012.3 166p 写 真 図 版 4,45p 30cm【 受 贈 】

歴代総理の通信簿 国家の命運を託したい政治家
とは
八幡和郎 /著 PHP 研究所 /発行
2013.11 429p 15cm 838 円
（ PHP 文庫 や 22-3 ）
小渕恵三、鈴木貫太郎、中曽根康弘に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1840 号】

元総社蒼海遺跡群（３９ ）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうく） 前橋都市計画事業元
総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2013.3 61p 写真図版 2,21p 30cm 【受贈】

六供遺跡群№７（ ろっくいせきぐんなんばーなな ）
前橋都市計画事業六供土地区画整理事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
山下工業 /編集
前橋市教育委員会文化財保護課 /発行
2013.2 22p 写真図版 2,5p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（４１ ）（４２ ）（４３ ）（もと
そうじゃおうみいせきぐんよんじゅういちよんじ
ゅうによんじゅうさん） 前橋都市計画事業元総
社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2013.3 5,107p 写真図版 6,28p 30cm【受贈】

別れの何が悲しいのですかと、三國連太郎は言っ
た
宇都宮直子 /著 中央公論新社 /発行
2013.10 236p 20cm 1400 円
三國氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1838 号】
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〔 2013.12 〕

獅子舞雑記ノート ７８
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2013.10 40p 21cm
折田の獅子舞(中之条町)、大岩の獅子舞(中之
条町)、中之条郷土芸能発表会に関する記述あ
り
【受贈】

3 社会科学
ＳＫＫ[社会人基礎訓練]６０のご案内 改訂
ポリテクセンター群馬(高崎市)[/発行]
2013.9 6p 30cm
【受贈】
花群 群照会誌 第３９号
群照会 /発行
2013.11 110p 22cm

少年非行概況 平成２４年
群馬県警察本部生活安全部少年課 /編集･発行
2013 71p 30cm
【受贈】

【受贈】

消費者行政の概要 平成２５年度
（平成２５年度消費者施策と平成２４年度実績）
群馬県生活文化スポーツ部消費生活課 /発行
2013.9 113p 30cm
【 受 贈】

教職員のためのメンタルヘルスガイド ストレス
マネジメントと精神疾患の知識
東京法規出版 /編集･制作 公立学校共済組合群
馬支部群馬県教育委員会福利課 /発行
2013.11 45p 30cm
【受贈】
行政報告 平成２４年度
群馬県 /発行
2013.10 341p 30cm

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会 /発行
2013 181p 30cm

【受贈】

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会 /発行
2013.10 8,1,41p 30cm

業務概要 平成２５年度(平成２４年度事業実績)
群馬県心身障害者福祉センター /編集･発行
2013.8 38p 30cm
【受贈】
群馬県決算に関する付属書類
群馬県 /発行
2013 409p 30cm

【受贈】

群馬県歳入歳出決算審査意見書 群馬県美術品等
取得基金運用状況審査意見書 平成２４年度
群馬県監査委員 /発行
2013.9 53p 30cm
【受贈】

群馬大学工業会報 No.１４９
群馬大学工業会 /発行
2013.9 74,14p 30cm

【受贈】

ひともっこ山 紙芝居
小林知子 /脚本･画
[2013] 8 場面 27 × 39cm
榛名山の伝説に関する紙芝居
[小林氏は第 13 回全国紙芝居まつり群馬大会実
行委員]
【受贈】
一人で抱えないで ドメスティック･バイオレン
ス(ＤＶ)は許されない人権侵害行為です
群馬県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課
/発行
2013.3 10p 21cm
【受贈】

講演「渋川郷学を支えた人たち」～山口健三の筆
子塚～ 講師 山口満さん 古巻公民館 慶寿大学
４月学級
[古巻公民館 慶寿大学 /発行]
[ 2013.4] 14p 30cm
【 受贈】

〔 2013.12 〕

【受贈】

帝国データバンク会社年鑑 ９４版（２０１４）
東日本２
帝国データバンク /発行
2013.10 p2593 ～ 4909 31cm 27500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1839 号】

群馬県の賃金･労働時間及び雇用の動き 平成24
年における 毎月勤労統計調査地方調査結果報告
書
群馬県企画部統計課 /発行
2013.10 141p 30cm
【受贈】

【受贈】

平成２５年

帝国データバンク会社年鑑 ９４版（２０１４）
東日本１
帝国データバンク /発行
2013.10 18,2591p 31cm 27500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1839 号】

【受贈】

群馬大学工業会報 No.１４８
群馬大学工業会 /発行
2013.3 76,14p 30cm

【受贈】

楽しもう！子育てや家のこと～男女共同参画社会
の実現に向けて～
群馬県人権男女共同参画課 /発行
[ 2011] [ 6p] 21cm
【受贈】

平成２４年度

群馬県歳入歳出決算書 平成２４年度
群馬県 /発行
2013 31p 21 × 30cm

平成２５年
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防犯ハンドブック 平成２５年度版 犯罪被害に
遭わないために
群馬県 /発行
2013.9 21p 30cm 100 円(税込)
【受贈】
老健ぐんま １６巻
「老健ぐんま」編集委員会 /編集
群馬県老人保健施設協会 /発行
2013.10 168p 30cm

眼でみる実践心臓リハビリテーション 改訂３版
安達仁 /編著 中外医学社 /発行
2013.10 8,329p 26cm 5400 円
群馬県立心臓血管センターのスタッフによる、
心臓リハビリテーションの実践書
【 TRC 新刊案内 1839 号】
リーかあさまのはなし ハンセン病の人たちと生
きた草津のコンウォール・リー
中村茂 /文 小林豊 /絵 ポプラ社 /発行
2013.11 32p 26cm 1400 円
（ ポプラ社の絵本 21 ）
【 TRC 新刊案内 1841 号】

【受贈】

4 自然科学
あゆみ 第６２号 平成２４年度事業概要
群馬県赤十字血液センター総務課 /編集
群馬県赤十字血液センター /発行
2013.9 44p 30cm
【 受贈 】

5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾鉱毒事件と館林の人びと―田中正造没後100
年記念･館林市立資料館特別展―
館林市教育委員会文化振興課 /発行
2013.9 15p 30cm
【 受 贈】

温泉批評 総力特集混浴温泉は絶滅するのか？
双葉社 /発行
2013.10 143p 21cm 838 円
（ 双葉社スーパームック ）
法師温泉「長寿館」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1838 号】
群馬県立病院事業概要 第３４号
群馬県病院局総務課 /発行
2013.9 71p 30cm

祈りの手技－桐生に集う世界の衣裳－
蓑﨑昭子 /文と写真 桐生タイムス /発行
2013.11 119p 21cm 953 円
蓑﨑氏は桐生タイムス記者
【受贈、桐生タイムス 10/5】

平成２４年度
【受贈】

群馬県放射線関連業務に係るＱ＆Ａ集（改訂版）
県･市町村放射線対策会議[/発行]
2013.2 [ 12,] 50p 30cm
【受贈】

公益財団法人高崎･地域医療センターご案内
[公益財団法人高崎･地域医療センター /発]
[ 2013] 11p 30cm
【受贈】

群馬県放射線マップ（概要版）
県･市町村放射線対策会議[/発行]
2013.3 8p 21cm

高崎･地域医療センター財団設立４０周年並びに
公益財団法人移行記念誌
公益財団法人高崎･地域医療センター /編集･発
行
2013.10 59p 26cm
【受贈】
合歓の木は揺れて
藤田三四郎 /著 新葉館出版 /発行
2013.10 369p 20cm 2000 円
栗生楽泉園に関する記述あり
著者は草津町在住

【受贈】

ＳＵＢＩＥ！ スバル乗りの正統派バイブル 永
久保存版
コスミック出版 /発行
2013.12 146p 30cm 1600 円
（ COSMIC MOOK ）【 TRC 新刊案内 1840 号】
高崎市 奇跡の給食
[「高崎市 奇跡の給食」制作委員会 /執筆]
2013.12 100p B5 判
【上毛 11/19･ 21】

【受贈】

榛名山麓はくぶつ日記
栗原直樹 /著 榛名まほろば出版(榛東村) /発行
2013.11 355p 20cm 1400 円
著者は榛名山西麓に居住
【受贈、 TRC 新刊案内 1841 号】

日本全国ご飯のとも お米マイスター推薦の100
品
リトルモア /発行
2013.11 119p 18cm 1000 円
「もつっ子」(永井食堂) 、「尾瀬のふき味噌」
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 1840 号】
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〔 2013.12 〕

４７都道府県の純喫茶 愛すべき１１０軒の記録
と記憶
山之内遼 /著 実業之日本社 /発行
2013.11 215p 19cm 1500 円
コンパル(群馬県･高崎)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1840 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
企画展No.９２ 大川美術館の軌跡
記念
大川美術館(桐生市)/発行
2013.10 71p 24cm
群馬県美術品等取得基金運用状況書
平成２４年度
群馬県 /発行
[ 2013.3] [ 2p] 30cm

6 産業

開館２５年
【 受 贈】

【受贈】

【上毛 11/27】

ぐんまちゃんのポストカードブック
河野英喜 /写真 群馬県 /協力
KADOKAWA/発行
2013.11 30 枚 15cm 780 円
【毎日 11/21、桐生タイムス 11/28】

絹産業遺産群を守り伝えよう！ シルクカントリ
ーぐんま
シルクカントリーぐんま連絡協議会[/発行]
[ 2013] [ 4p] 30cm
【受贈】

群馬篆刻協会展 第二十一回･二〇一二年 第二十
二回･二〇一三年
群馬篆刻協会 /発行
2013 68p 26cm
【受贈】

群馬県水産試験場研究報告 第１９号
（附平成２４年度業務報告）
群馬県水産試験場 /発行
2013.3 26,37p 30cm
【自館作成】

自転車人 ０３３（２０１３Ａｕｔｕｍｎ）
特集|富士山×ツーリングスーパーガイド
第２特集|いい道＆温泉ベストコース
山と溪谷社 /発行
2013.11 146p 30cm 1143 円
サイクリング聖地巡礼「群馬･上州」編収録
【 TRC 新刊案内 1838 号】

赤城の恵 ブランド認定品
前橋市 /作製
[ 2013.11]

前橋市推奨

群馬県民有林治山事業の概要 平成２５年度
群馬県環境森林部森林保全課 /発行
2013.10 83p 30cm
【 受贈 】

書家 岡部蒼風の芸術
邑楽町 /発行
2013.9 92p 30cm

鳥獣保護区等位置図 平成２５年度
群馬県 /発行
2013.10 折りたたみ 88 × 124cm

第１３回全国紙芝居まつり 群馬大会 記念誌
第 13 回全国紙芝居まつり実行委員会 /発行
2013.8 37p 30cm
【 受 贈】
たかさき景観絵画･写真展作品集
高崎市都市整備部都市計画課景観室 /発行
2013.11 62p 30cm 200 円
【受贈】

ヒットメーカー１００人の創る技術売る戦略
学研パブリッシング /発行
2013.9 98p 30cm 657 円
（ Gakken Mook ）
相模屋食料(前橋市)、 NPO 法人よろずや余之
助(太田市)に関する記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 1833 号】

年報 第４３集 平成２４年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会管理部文化財保護課 /発行
2013.7 115p 30cm
【受贈】

№４１
【 受贈 】

8 語学

〔 2013.12 〕

【 受 贈】

【受贈】

農業の課題と可能性～地域を支える農業経営のあ
り方～ 地場産業研究委員会レポート
しののめ信用金庫(富岡市)[/発行]
[ 2013.8]
【ぐんま経済 11/23】

木材需給の現況 平成２５年版
群馬県環境森林部 /発行
2013.10 71p 30cm

邑楽町所蔵作品集
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こころをゆさぶる言葉たちよ。 詩
島崎藤村 /ほか作 くもん出版 /発行
2013.11 155p 20cm 1200 円
（ 読書がたのしくなるニッポンの文学 ）
山村暮鳥、萩原朔太郎の詩を収録
【 TRC 新刊案内 1839 号】

9 文学
悪血(あくのち)
門井慶喜 /著 文藝春秋 /発行
2013.11 362p 16cm 660 円
（ 文春文庫 か 48-3 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1840 号】

言葉と他者 小林秀雄試論
権田和士 /著 青簡舎 /発行
2013.10 255p 20cm 3000 円
著者は群馬県立女子大学文学部教授
【 TRC 新刊案内 1840 号】

いわな 川と森の生きものたち
佐藤成史 /文 あさりまゆみ /絵
ポトス出版 /発行
2013.10 31p 22 × 25cm 1500 円
佐藤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1841 号】

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろ
しブック ｖｏｌ.３
宝島社 /発行
2013.11 255p 21cm 1200 円
「つゆの朝ごはん」友井羊(群馬県生まれ) /著
収録
【 TRC 新刊案内 1840 号】

金井美恵子エッセイ･コレクション １９６４－
２０１３ ３ 小説を読む、ことばを書く
金井美恵子 /著 平凡社 /発行
2013.10 501p 20cm 2200 円
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1839 号】

上毛俳句選集 第２２集
上毛新聞社事業局出版部 /制作
群馬県俳句作家協会 /発行
2013.10 222p 19cm 3500 円(頒価)【受贈】

[企画展 第１３回] 我が郷土の文学者
安中市学習の森ふるさと学習館 /編集･発行
2013.11 158p 22cm
【受贈】

食事の支度 詩集
中野和彦 /著 けやき書房 /発行
2013.10 149p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/28】

クリスマスのよるに
あべはじめ /作 BL 出版 /発行
2013.11 32p 27cm 1400 円
あべ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1841 号】

人体の細胞がＳＯＳ
都丸信二 /作
[2013] 3p 21 × 30cm
都丸氏は渋川市在住

芸術するのは、たいへんだ！？ エッセイ
倉田百三 /ほか作 くもん出版 /発行
2013.11 157p 20cm 1200 円
（ 読書がたのしくなるニッポンの文学 ）
「ラムネ氏のこと」坂口安吾 /著収録
【 TRC 新刊案内 1839 号】

【受贈】

スクールミッション 世界はいつでも君のもの！
高橋大樹 /著 大日本図書 /発行
2013.10 191p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1840 号】
世界泥棒
桜井晴也 /著 河出書房新社 /発行
2013.11 239p 20cm 1400 円
著者は群馬大学大学院工学研究科情報工学専攻
修了
【 TRC 新刊案内 1840 号】

“好敵手”小栗と勝 「国民」に脱皮したふたり
の幕臣の確執
島遼作 /著 文芸社 /発行
2013.11 285p 19cm 1400 円
登場人物として小栗上野介忠順に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1839 号】

世界の旅人 堀さんのエスペラント気ままエッセ
ー ３
堀泰雄 /著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2013.10 254p 26cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/4】

『こころ』の真相 漱石は何をたくらんだのか
柳澤浩哉 /著 新典社 /発行
2013.10 255p 19cm 1800 円
（ 新典社選書 62 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1841 号】

超人類になってしまった妹
靜眞由美 /文と絵 鳥影社 /発行
2013.11 69p 22cm 1300 円
靜氏は富岡市在住
【上毛 11/28、 TRC 新刊案内 1842 号】
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〔 2013.12 〕

トラック
小賀野実 /写真･文 ポプラ社 /発行
2013.11 18p 13 × 13cm 450 円
（ てのひらのりものえほん 7 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1840 号】

淵

第１９９号
淵の会 /発行
2012.10 42p 21cm
「 満月 」松田治男(群馬県在住)/著収録【 受贈 】

ないたあかおに
浜田廣介 /作 野村たかあき /絵 講談社 /発行
2013.11 33p 27cm 1300 円
（ 講談社の名作絵本 ）
野村氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1840 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 ）
箕輪城主･長野業政の生涯を描く
【 TRC 新刊案内 1838 号】
脱け殻を抱く 詩集
浅見恵子 /[著･]制作
2012.5
浅見氏は高崎市在住

第２０２号
淵の会 /発行
2013.7 46p 21cm 500 円
「月見草」松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

淵

第２０３号
淵の会 /発行
2013.9 42p 21cm 500 円
「白鷺の舞」･「前号の歌の鑑賞」松田治男(群
馬県在住) /著収録
【受贈】

ベットと織機
新井高子 /著 未知谷 /発行
2013.10 161p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1838 号】
窓辺のミケーレ
はぎわらとよこ /文 石黒しろう /絵
文芸社 /発行
2013.10 1 冊 27cm 1200 円
著者は群馬県生まれ

【上毛 11/2】

萩原朔太郎、愛憐詩篇の時代―彷徨、浪漫、哀傷
詩壇登場１００年 開館２０周年記念･前橋文学
館特別企画展
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館 /
編集･発行
2013.10 46p 30cm
【 受贈 】

【受贈】

みんな、くよくよ悩んでいたって…！？ エッセ
イ
太宰治 /ほか作 くもん出版 /発行
2013.11 157p 20cm 1200 円
（ 読書がたのしくなるニッポンの文学 ）
「恋愛論」坂口安吾 /著収録
【 TRC 新刊案内 1839 号】

パペット探偵団事件ファイル １ パペット探偵
団におまかせ！
如月かずさ /作 柴本翔 /絵 偕成社 /発行
2013.11 197p 19cm 900 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1839 号】

渡良瀬に吹く風 戦前昭和の機音が聞こえる
大屋研一 /著 近代文藝社 /発行
2013.12 299p 20cm 1500 円
作品の舞台として桐生に関する記述あり
【受贈】

ひいきにかんぱい！
宮川ひろ /作 小泉るみ子 /絵 童心社 /発行
2013.10 95p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1838 号】
響き合ううたと人形 「三十六歌人」でたどる短
歌の歴史
島内景二･三枝昻之 /著
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集
笠間書院 /発行
2013.11 94p 21cm 1000 円
群馬県立土屋文明記念文学館の常設展示室で展
示されている「三十六歌人」すべての人形と背
景の写真及び短歌、その鑑賞を掲載
【受贈、 TRC 新刊案内 1841 号】

〔 2013.12 〕

淵
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「疲れない心」の作り方 イヤな仕事、ツライ営
業ですり減らないための４４の方法
菊原智明 /著 KADOKAWA/発行
2013.10 204p 19cm 1400 円
（ 角川フォレスタ ）
著者は関東学園大学経済学部講師
【 TRC 新刊案内 1838 号】

県関係者の一般著作
家に帰ろう 在宅緩和ケア医が見た旅立つ命の奇
跡
萬田緑平 /著 徳間書店 /発行
2013.10 237p 19cm 1200 円
著者は群馬大学医学部卒業
【 TRC 新刊案内 1838 号】

働く。なぜ？
中澤二朗 /著 講談社 /発行
2013.10 223p 18cm 740 円
（ 講談社現代新書 2230 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1838 号】

エディアカラ紀･カンブリア紀の生物
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2013.12 191p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 1 ）
【 TRC 新刊案内 1841 号】

放射能除染と廃棄物処理
木暮敬二 /著 技報堂出版 /発行
2013.10 11,197p 21cm 3500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1838 号】

<オリンピックの遺産>の社会学 長野オリンピッ
クとその後の十年
石坂友司･松林秀樹 /編著 青弓社 /発行
2013.11 198p 21cm 3000 円
松林氏は関東学園大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1841 号】

マンガでわかる街角の行動観察 ちょっと得する
マイペース思考 増補版
久宗周二 /著 筒井南帆 /イラスト 創成社 /発行
2013.9 9,125p 21cm 1500 円
著者は高崎経済大学経済学部教授
【上毛 11/7、 TRC 新刊案内 1836 号】

オルドビス紀･シルル紀の生物
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2013.12 141p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 2 ）
【 TRC 新刊案内 1841 号】

Ｒａｐｏｒｔｏｊ ｅｌ Ｊａｐａｎｉｏ １６
（Ｋａｔａｓｔｒｏｆｏ ｄｅ Ｊａｐａｎｉｏ
ｅｎ ｌａ ｄｕａ ｊａｒｏ）
（日本からの報告１６ 東日本大震災２年目
２０１２年３月－２０１３年３月）
堀泰雄 /著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2013.5 286p 22cm 1300 円
著者は前橋市在住
【受贈】

嶋護の一枚 Ｔｈｅ ＢＥＳＴ Ｓｏｕｎｄｉｎｇ
ＣＤ
嶋護 /著 ステレオサウンド /発行
2013.11 343p 19cm 2381 円
（ SS 選書 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1841 号】
蔣 介石の密使辻政信

渡辺望 /著 祥伝社 /発行
2013.11 204p 18cm 780 円
（ 祥伝社新書 344 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1840 号】
女性アスリートのための傷害予防トレーニング
小林直行 /編著 泉重樹 /編著 医歯薬出版 /発行
2013.10 7,162p 30cm 4200 円
小林氏は上武大学ビジネス情報学部准教授
【 TRC 新刊案内 1838 号】
新･運動会で１番になる方法 走力がグングン伸
びる決定版ドリル 増補改訂版
深代千之 /著 ラウンドフラット /発行
2013.10 141p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1839 号】
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視聴覚資料

電子資料

赤城榛名の歴史･民族 渋川市郷土史研究会･講演
渋川市、吉岡町 榛東村広域圏の歴史民族につい
て 講師 小山宏 会場 渋川市立図書館 平成25
年9月6日(日)午後1時～3時（CD）
小山宏[/作成]
2013.11 2 枚組
小山氏は上毛民俗学会長
【受贈】

群馬県水産試験場研究報告 第１９号
（附平成２４年度業務報告 ）（CD-ROM）
群馬県水産試験場[/発行]
2013.3 1 枚
【受贈】

あなたに伝えたい事…（CD）
響きあう心合唱団 with 牛来美佳[/歌]
太田青年会議所 /企画[･作成]
牛来美佳[/作詞･作曲]
[2013.11]
太田市内の児童生徒が出し合った言葉を基に牛
来氏が歌にしたもの
地域に向けて思いやりの大切さを発信するオリ
ジナルソング
【受贈、上毛 11/6】
ぐんま一番 きゅっきゅっ 密着 キューカンバ
ー！ 平成２５年１０月２５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】
田島弥平旧宅 伊勢崎市 ツアーガイド養成ビデ
オ（DVD）
群馬テレビ /制作 群馬県[/発行]
[ 2013] 25 分
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立殖蓮第二小学校 平成２５年１０月１５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 大泉町立
東小学校 平成２５年１０月８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】

〔 2013.12 〕
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