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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１３年１２月分
No.３２５

一等三角点全国ガイド 登山案内 続
一等三角點研究會 /編著 ナカニシヤ出版 /発行
2013.12 20,189p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1845 号】

発行日
発 行

平成 26( 2014)年 1 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

七男(かずお)と不二夫の満州
東宮春生 /編著 東宮七男の会(みどり市) /発行
2013.10 314p 20cm 2000 円
東宮春生氏はみどり市在住
【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。

九合村物語 ７７の秘密
九合村物語編集委員会(太田市)/編集･発行
2013.9 290p 26cm
【 受贈 、上毛 12/15】

・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。

くらしのこよみ カレンダー
館林市 /作製
[2013.12] B3 判
館林市の昔の市民の暮らしぶりや懐かしい景色
の写真を掲載したカレンダー 【朝日 12/18】

・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。

群馬の逆襲 ３ 今夜も「おっきりこみ」 どん
どんレパートリーがひろがる最強のレシピ
木部克彦 /著 言視舎 /発行
2013.12 111p 21cm 933 円
著者は群馬県生まれ
【 上毛 12/23、毎日 12/28、TRC 新刊案内 1844 号 】

０ 総記

沢田次郎高久の族譜 堅忍不抜
入内島一崇 /著 あさを社(高崎市)/制作協力
2013.11 396p 27cm
著者はみなかみ町在住
【受贈】

心の灯を未来へつなぐ―点字と声の図書館４０年
のあゆみ― 群馬県立点字図書館 創立４０周年
記念誌
４０周年記念誌編集委員会 /編集
群馬県立点字図書館 /発行
2013.11 112p 30cm
【受贈】
図書館要覧 平成２５年度
邑楽町立図書館 /編集･発行
2013.10 37p 30cm

高林西原古墳群(２ ）（たかばやしにしはらこふ
んぐんに） 群馬県立がんセンター緩和ケア病棟
建築工事及び外構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
2013.11 58p 写真図版 19p 付図 1 枚【 受贈 】

【受贈】

新島襄とかかあ天下 新島八重と女性の社会進出
志村和次郎 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.12 14,188p 19cm 1400 円
【上毛 12/21･ 27、 TRC 新刊案内 1846 号】
新田徳川を知る 続新田精神
服部けい子[/著･発行]
[2013.12] 54,[ 132] p A5 判 1850 円
資料として「忠勇義烈新田精神」( 1939 年刊)
を収録
服部氏は太田市在住
【上毛 12/21】

1 哲学･宗教
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〔 2014.1 〕

特別展 第２０回 馬と共に生きる～馬具から見
た古墳時代～
かみつけの里博物館(高崎市)/編集･発行
2011.9 63p 30cm
【受贈】

わがまち中宿こんなまち
中宿を元気にする会･歴史部会(安中市)/発行
[2013.12] 64p 30cm
【受贈、上毛 12/5】
私の大きくなった町―花袋が描いた町の発展と変
化― 特別展
館林市教育委員会文化振興課･田山花袋記念文
学館 /発行
2013.10 16p 22cm
【受贈】

日米野球の架け橋 鈴木惣太郎の人生と正力松太
郎
波多野勝 /著 芙蓉書房出版 /発行
2013.11 372p 19cm 2300 円
鈴木惣太郎は伊勢崎市出身
【 TRC 新刊案内 1843 号】
坂東太郎と共に
小林眞吾 /著 上毛新聞社[/制作]
[2013.12]
自伝的エッセー集
【上毛 12/27】

3 社会科学

東日本大震災その時、介護士はどう行動したのか
矢嶋和江 /編著 路上社 /発行
2013.10 234p 19cm 1200 円
「群馬県の被災地支援活動の概観」収録
矢嶋氏は元群馬パース大学看護学科教授
【 TRC 新刊案内 1845 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成25年第4回
平成25年9月2日開会平成25年9月30日閉会
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2013.11 5,236p 30cm
【受贈】
「 大人になること 」のレッスン 「 親になること 」
と「共生」
後藤さゆり･奥田雄一郎 /著
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2013.12 126p 21cm 750 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 5 ）
【上毛 12/27、 TRC 新刊案内 1846 号】

彦部家の歴史 改訂版
彦部家(桐生市)/編 群馬出版センター /発行
2013.11 473p 22cm 5714 円
【受贈、桐生タイムス 11/28】
ビックコミック [２０１３年１２月２５日号]
小学館 /発行
2013.12
「スサノオ最後の戦い」星野之宣 /漫画収録
「スサノオ最後の戦い」は金井東裏遺跡(渋川
市)の甲装着人骨を漫画化した作品
【上毛 12/18】

桐生保健福祉事務所事業概要 平成２４年度
群馬県東部県民局桐生保健福祉事務所 /発行
[2013] 41p 30cm
【受贈】
群馬県公営企業会計決算審査意見書
度
群馬県監査委員 /発行
2013.8 58p 30cm

ボーイズ･ビー･アンビシャス 米欧留学篇 米国
留学中の内村鑑三の日記と手紙 内村鑑三から新
島襄、広井勇あて書簡 宮部金吾･新渡戸稲造往復
書簡抜粋
二宮尊徳の会 /発行
2013.10 280p 21cm 952 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1844 号】

【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成２４年
度
群馬県児童健全育成事業団 /編集･発行
2013.11 41p 30cm
【 受 贈】

ゆこゆこ 北関東版 創刊号
ゆこゆこ /発行
2014.1 A4 判
群馬に関する宿泊･観光情報の収録あり
【日経 12/25】

産業研究（高崎経済大学産業研究所紀要）
第４９巻第１号 通巻８０号
高崎経済大学産業研究所 /発行
2013.9 52p 26cm
【受贈】
大地を踏みて [創立三十周年記念史]
群馬県立太田東高等学校[/発行]
上毛新聞社[/制作]
[ 2013.12]
【上毛 12/27】

零の戦記 堀越二郎、坂井三郎、岩本徹三…空の
サムライたちの物語
秋月達郎 /著
PHP エディターズ･グループ /発行
2013.12 271p 20cm 1700 円
堀越二郎は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1845 号】

〔 2014.1 〕

平成２４年

-2-

ＴＡＶＯ！（ターヴォ） たてばやし市民活動団
体情報誌
館林市市民部市民協働課 /発行
[2013.12] 34p A4 判
【おおたタイムス 12/21】

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１１次鳥獣
保護事業計画(平成２４年度～平成２８年度)第一
次報告
群馬県 /発行
2013.9 124p 30cm
【 受 贈】

定例県議会後期議会議案
算説明書）
群馬県 /発行
[ 201311] 78p 30cm

年報 平成２４年度
前橋赤十字病院 /発行
[ 2013.9] 265p 30cm

平成２５年９月（附予

ヘルスサイエンス研究 第１７巻１号
ヘルスサイエンス研究編集事務局 /編集
ぐんまカウンセリング研究会(前橋市)/発行
2013.11 108,8p 30cm
【受贈】

日米高齢者保健福祉学会誌 第５号
日米高齢者保健福祉学会(東京福祉大学伊勢崎
キャンパス内)/発行
2013.3 164p 30cm
【受贈】
日本民謡独奏集
大石昌美 /編著 ケイ･エム･ピー /発行
2013.12 113p 31cm 2200 円
（ 大石昌美複音ハーモニカ曲集 ）
八木節、草津節に記述あり
【 TRC 新刊案内 1844 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

歴代首相物語 増補新版
御厨貴 /編 新書館 /発行
2013.12 324p 21cm 2000 円
鈴木貫太郎 、福田赳夫 、中曽根康弘 、小渕恵三 、
福田康夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1845 号】
連盟双書 第１３９集
群馬県教育研究所連盟 /編集･発行
2013.12 123p 30cm

休日のカフェめぐり 埼玉･栃木･茨城･群馬 １
カフェ好きが選んだ個性派ｃａｆｅ５８店 改訂
版
休日のカフェ製作委員会 /編 幹書房 /発行
2013.12 110p 21cm 1300 円
【 TRC 新刊案内 1845 号】
群馬県都市計画審議会議案 第１６７回
群馬県県土整備部都市計画課 /発行
2013.11 2p 30cm
別添資料：「 都市計画の案に係る意見書等要旨
及び都市計画決定権者の見解」 1p
添付図面 9p 参考資料 2p 【受贈】

【受贈】

群馬県立産業技術センター業務報告 平成２４年
度
群馬県立群馬産業技術センター /発行
2013.9 32p 30cm
【受贈】

4 自然科学
太田市新田地域の湧水地
新田環境みらいの会(太田市)/作製
[ 2013.12]
【毎日 12/10】
群馬県病院事業決算書 平成２３年度
群馬県 /発行
[ 2012] 25p 21 × 30cm

【 受贈】

【受贈】

群馬県立産業技術センター研究報告 平成２４年
度
群馬県立群馬産業技術センター /発行
2013.9 97p 30cm
【受贈】
事業年報 平成２４年度
群馬県下水道総合事務所 /発行
2013.11 192p 30cm

【受贈】

群馬県病院事業決算書 平成２４年度
群馬県 /発行
[ 2013] 24p 21 × 30cm

【受贈】

事業概要 平成２５年度作成
前橋市保健所 /発行
2013 76p 30cm

【受贈】

【受贈】

探訪日本の名城 戦国武将と出会う旅 上
濱口和久 /文･写真 青林堂 /発行
2013.11 142p 21cm 1600 円
金山城(太田市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1843 号】
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〔 2014.1 〕

ニッポンの名建築を旅する 建築探偵藤森照信の
視点。
藤森照信 /著 増田彰久 /撮影 交通新聞社 /発行
2014.1 128p 29cm 1200 円
（ トラベル MOOK ）
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1843 号】

ラーメンマップ茨城･栃木･群馬
田中一明 /取材･執筆 幹書房 /発行
2013.11 127p 21cm 1000 円
【 TRC 新刊案内 1842 号】
ローカル線冬の旅 ２０１３－２０１４
三栄書房 /発行
2014.1 127p 26cm 648 円
（ サンエイムック 男の隠れ家ベストシリーズ ）
わたらせ溪谷鉄道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1844 号 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
6 産業

あなたがいる ときめき詩画集
星野富弘 /著 油井義昭 /ほか訳
いのちのことば社ライフ･クリエイション /発行
2014.2 1 冊 16cm 824 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 12/11、 TRC 新刊案内 1844 号】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書２ 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
下仁田町教育委員会 /編集
2013.3 [8,]114p 30cm
【受贈】

安齋洋信俳画集 俳画へのいざない
安齋洋信 /編集･発行
2013.11 127p 29cm
安齋氏は嬬恋村在住

「荒船風穴蚕種貯蔵所跡」と周辺地形･気候･冷風
の記録 国指定史跡 荒船･東谷風穴蚕種貯蔵
所跡
下仁田町ふるさとセンター 歴史民俗資料館 /編
集 下仁田町教育委員会 /発行
2013.8 [9,]75p 写真図版[29p] 30cm
【受贈】

風に向かって そのときの、スケッチブック
斎藤公男 /著
Archi ‐ Neering Design Forum/発 行
2013.11 92p 21 × 21cm 1500 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1842 号】

ぐんまちゃんと鉄道の旅
佐藤望 /企画
「ぐんまちゃんと鉄道の旅」編集部 /編著
群馬県 /協力 マイナビ /発行
2013.11 95p 21cm 1000 円
佐藤氏は高崎市出身
【上毛･朝日 12/16、 TRC 新刊案内 1843 号】

激闘と栄光の軌跡 上武大学硬式野球部優勝グラ
フ
上武大学[/発行] 上毛新聞社[/制作]
[ 2013.12]
【上毛 12/27】
群馬交響楽団写真集 群響はこのようにして始ま
った
忰田淳 /著 みやま文庫(前橋市)/発行
2013.8 140p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 211 ）
著者は県立高崎商業学校卒業
【購入】

世界遺産ガイド 日本編２０１４改訂版
古田陽久･古田真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2013.11 190p 21cm 2600 円
（ 世界遺産シリーズ ）
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 1844 号】

群馬の高校野球２０１３総集編 第９５回全国高
等学校野球選手権記念群馬大会総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2013.8 74p 30cm 1200 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.37 ）
【受贈】

富岡製糸場絵手紙かるた
今井幹夫 /監修
富岡製糸場を愛する会･昌の会 /製作
2013.12 44 枚[組] 950 円(税込)
今井氏は富岡製糸場総合研究センター所長
【上毛 12/15、朝日 12/24】

さわこさんとハッポゥくんのはじめて工作
まるばやしさわこ･ハッポゥくん /著
WAVE 出版 /発行
2013.11 95p 26cm 1400 円
ハッポゥくんは群馬大学教育学部卒業
【 TRC 新刊案内 1842 号】

日本スーパー名鑑 ２０１４年版店舗編１巻 北
海道 東北 関東 １ 茨城･栃木･群馬
商業界 /発行
2013.11 814p 26cm 11667 円
【 TRC 新刊案内 1842 号】

〔 2014.1 〕

【受贈】
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人体の描き方マスターブック オールカラー版
金井裕也 /著 ナツメ社 /発行
2013.12 190p 26cm 1980 円
（ ナツメ社 Art マスター ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1842 号】

9 文学
赤いろうそくと人魚 人間はこの世界のうちでい
ちばんやさしいもの…
小川未明 /作 高村木綿子 /絵 架空社 /発行
2013.11 1 冊 31cm 1800 円
高村氏は藤岡市在住
【上毛 12/15、 TRC 新刊案内 1840 号】

すゞしろ日記 ２
山口晃 /画 羽鳥書店 /発行
2013.11 135p 26cm 2200 円
山口氏は桐生市に育つ
【 TRC 新刊案内 1844 号】

安吾の敗戦後考 政治の<発見>、人間の<発見>
坂口安吾 /著 凱風社編集部 /編 凱風社 /発行
2013.11 173p 21cm 1200 円
【 TRC 新刊案内 1843 号】

榛名山麓 山すそに息づく人と営み 写真集
細川潤一[/写真] 博進堂 /発行
[2013.12] 97p 4300 円
細川氏は東吾妻町在住
【上毛 12/24】

安楽の春
木﨑祖襌 /著 上毛新聞社[/制作]
[2013.12]
短歌、俳句、五行詩をまとめた
著者は安楽寺(千代田町)の住職【上毛 12/27】

布袋寅秦 ＧＵＩＴＡＲ ＷＯＲＫＳ ＣＯＭＰＬ
ＥＴＥ ＦＩＬＥ
リットーミュージック /発行
2013.12 143p 28cm 2200 円
（ リットーミュージック･ムック ）
布袋氏は高崎市出身【 TRC 新刊案内 1842 号】

隕石 句集
渡辺松男 /著 邑書林 /発行
2013.10 194p 20cm 2500 円
著者は太田市在住
【受贈、上毛 12/7】
歌うたい旅から旅へ 晶子群馬の旅の歌 上
持谷靖子 /著 みやま文庫(前橋市)/発行
2013.8 253p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 210 ）
著者は前橋市生まれ
【購入】

8 語学

おたすけサンタ
竹内紀子 /作 のる /絵
こどものこみち 21/発行
2013.12 31p 20 × 28cm
竹内氏は前橋市出身

おもいやり 全国中学生人権作文コンテスト群馬
県大会入賞作文集 第３３回
前橋地方法務局人権擁護課･群馬県人権擁護委
員連合会 /発行
2013.12 44p 21cm
【 受贈 】

1200 円(税込)
【受贈】

影絵の街 柳沢幸雄詩集
柳沢幸雄 /著 詩画工房「河」(伊勢崎市) /発行
2013.11 134p 21cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
風っ子の歌 歌集
田島儀一 /著･編集･発行
2013.12 159p 22cm
著者は伊勢崎市在住
きずな 金山太郎 個人誌
金山太郎 /編集･発行
2013.4 8p 21cm
金山氏は太田市在住

【受贈】
創刊号
【受贈】

北軽井沢に消えた女 嬬恋とキャベツと死体
西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
2013.12 204p 18cm 860 円
（ TOKUMA NOVELS ）
【 TRC 新刊案内 1845 号】
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群馬年刊詩集 第３６集（２０１３）
群馬詩人クラブ幹事会 /編集
群馬詩人クラブ /発行
2013.11 169p 21cm 2000 円(頒価) 【受贈】

飛火 第４５号
飛火の会 /編集･発行
2013.12 110p 21cm 1000 円
｢詩三篇｣中野完二(高崎市出身)/著収録【 受贈 】

小手毬の花 歌集
飯塚澄江 /著 草炎社(高崎市)/発行
2013.10 158p 20cm
（ 草炎叢書 第 63 篇 ）
著者は高崎市在住

年刊歌集 平成２５年度
群馬県歌人クラブ /発行
2013.11 255p 19cm 3000 円
【受贈】

梅花うつぎ 歌集
宮前しづえ /著 一茎書房 /発行
[2013.12] 248p 四六判 2625 円
著者はさわらび短歌会(富岡市)を主宰
【上毛 12/13】

初夏の幻想
石村澄江 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発売
2013.11 298p 20cm 1500 円
『上毛新聞シャトル』連載を書籍化
著者は館林市在住
【上毛 12/27、 TRC 新刊案内 1846 号】

ハーブのティーパーティー
あんびるやすこ /作･絵 葛山幸子 /監修
ポプラ社 /発行
2013.11 57p 21cm 1000 円
（ 魔法の庭のハーブレッスンブック 1 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1842 号】

神剣の守護者
智本光隆 /著 学研パブリッシング /発行
2013.12 271p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身
【受贈、 TRC 新刊案内 1842 号】

パペット探偵団事件ファイル ２ パペット探偵
団をよろしく！
如月かずさ /作 柴本翔 /絵 偕成社 /発行
2013.12 197p 19cm 900 円
如月氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1844 号】

新･早苗と信長
吉井裕 /著 湘南社 /発行
2013.11 140p 19cm 1200 円
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 1844 号】

蕗の薹 歌集
並木ます枝 /著 上毛新聞社[/発行]
[2013.12] 206p A5 判
著者は伊勢崎市在住
【上毛 12/27･ 29･ 1/7】

シンデレラウミウシの彼女
如月かずさ /著 たうみまゆ /画 講談社 /発行
2013.11 235p 19cm 950 円
（ YA!ENTERTAINMENT ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1843 号】
せきれい 境図書館短歌会合同歌集
境図書館(伊勢崎市)/発行
2013.10 31p 21cm

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１２回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局(高崎市)/発行
2013.11 35p 26cm
【受贈】

第３５集
【 受贈 】

夜雨寒蛩 句集
村上蛃魚 /著 林桂 /編 鬣の会(前橋市)/発行
2013.11 129p 15cm 1000 円(税込)
（ 風の花冠文庫 ）
著者は元高崎中学(現高崎高校)教員
【受贈、上毛 12/22】

ゼロワン 陸の孤島の司法書士事件簿
深山亮 /著 双葉社 /発行
2013.11 291p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1842 号】
堕落論･特攻隊に捧ぐ
坂口安吾 /著 七北数人 /編 実業之日本社 /発行
2013.12 356p 16cm 600 円
（ 実業之日本社文庫 ん 3-2 ）
【 TRC 新刊案内 1844 号】

ローズマリーとヴィーナスの魔法
あんびるやすこ /作･絵 ポプラ社 /発行
2013.11 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 51 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1842 号】

てっちゃん ハンセン病に感謝した詩人
権徹 /著 彩流社 /発行
2013.12 142p 21cm 2000 円
桜井哲夫(草津町)氏の素顔に迫るフォト･ドキ
ュメント
【 TRC 新刊案内 1842 号】

〔 2014.1 〕

【受贈】

和服の医学者
片山弘美 /著
[2013.12] 43p 350 円
日本初の女性医学者となった戸田くに(桐生市
出身)を描いた小説
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 12/16】
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ティーンズ･ボディーブック 新装改訂版
北村邦夫 /著 伊藤理佐 /イラスト
中央公論新社 /発行
2013.12 143p 26cm 1000 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1845 号】

県関係者の一般著作
あいさつ･あいづち･あいきょうで３倍話せる英会
話
遠田和子･岩渕デボラ /著 講談社 /発行
2013.10 191p 19cm 1300 円
岩渕氏は群馬県立女子大学非常勤講師
【 TRC 新刊案内 1839 号】

哲学の先生と人生の話をしよう
國分功一郎 /著 朝日新聞出版 /発行
2013.11 254p 19cm 1600 円
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1842 号】

近世･近代の水産資源と生業 保全と繁殖の時代
高橋美貴 /著 吉川弘文館 /発行
2013.12 10,297,8p 22cm 9500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1842 号】

日本「原子力ムラ」行状記
桜井淳 /著 論創社 /発行
2013.12 17,237p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1843 号】

検証･司法制度改革 １ 法科大学院･法曹養成制
度を中心に
萩原金美 /著 中央大学出版部 /発行
2013.11 21,193p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1842 号】

歯医者のウソ
近藤信也 /著 幻冬舎 /発行
2013.11 185p 18cm 840 円
（ 幻冬舎新書 こ -19-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1843 号】

言の葉 葉っぱ暦
群馬直美 /絵･文 けやき出版 /発行
2013.11 171p 21cm 1700 円
群馬氏は群馬県生まれ
【産経 12/22、 TRC 新刊案内 1842 号】

濱口雄幸伝 上巻
今井清一 /著 朔北社 /発行
2013.12 478p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1844 号】

色彩がわかれば絵画がわかる
布施英利 /著 光文社 /発行
2013.12 220p 18cm 900 円
（ 光文社新書 674 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1845 号】

濱口雄幸伝 下巻
今井清一 /著 朔北社 /発行
2013.12 392p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1844 号】

前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く
梓澤和幸･岩上安身 /著 現代書館 /発行
2013.12 333p 21cm 2500 円
梓澤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1845 号】

福祉に学び、福祉に尽くす 福祉実践･研究･教育
の視点から
黒澤貞夫 /著 中央法規出版 /発行
2013.11 181p 22cm 2200 円
著者は群馬医療福祉大学大学院教授
【 TRC 新刊案内 1842 号】

たのしくあそぼう!なぞなぞ１･２年生 たっぷり
とける２８４もん
本間正夫 /作 高橋書店 /発行
2013.11 159p 19cm 630 円
本間氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1843 号】

ＭＯＯＮＢｌｏｃｋでつくるゲームプログラミン
グ エンちゃんと遊ぼう！
布留川英一 /著 誠文堂新光社 /発行
2013.12 83p 21 × 21cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1844 号】

たのしくあそぼう!なぞなぞ３･４年生 たっぷり
とける２８１もん
本間正夫 /作 高橋書店 /発行
2013.11 159p 19cm 630 円
本間氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1843 号】
小さな会社と個人事業者のための「８%消費税」
に備える本
平石共子 /著 日本実業出版社 /発行
2013.12 94p 21cm 952 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1843 号】
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みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
旭小学校 平成２５年１１月１２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】

視聴覚資料
ぐんま一番 キラリ新米！ 雪ほたか
年１１月２９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]
ぐんま一番 人生 バラ色！
３１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

みんなの時間 地域が支える小中学校 甘楽町立
小幡小学校 平成２５年１１月１９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】

【受贈】

平成２５年５月

【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 館林市立
第一小学校 平成２５年１１月２６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 ＃２３ 新町の時を紡ぐ工場 平成
２５年１０月４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 特別編
オール群馬 みんなでいじめをなくそう
平成２５年１０月２２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 ＃２７ 奇跡の発見！よろいを着た
古墳人 平成２５年１１月８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 みなかみ
町立古馬牧小学校 平成２５年１１月５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 ＃３０ いそべに塩の恵みあり 平
成２５年１２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】
ぐんま一番 野菜のプロを探せ！
１１月１５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

電子資料

【受贈】

ぐんま一番 酪農県 ぐんまの乳パワー！ 平成
２５年１０月１１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 レトロな休日～デハの旅～
平成２５年１１月１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】
ねえ、お父さん～るなぱの想い出（DVD）
中央工科デザイン専門学校(前橋市)生徒 /制作
NPO 法人まやはし(前橋市)/発売
[2013.12] 7 分 300 円
【上毛 12/24】
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