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浅間山信仰の歴史 火の山の鬼と仏と女神たち
岡村知彦 /著 信濃毎日新聞社 /発行
2013.12 244p 19cm 1200 円
(信毎選書 6)
【 TRC 新刊案内 1847 号 】
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（編集：館内サービス係）
TEL 027( 231) 3008 , FAX 027( 235) 4196

伊勢崎市の史跡散歩
星野正明 /著
2013.11 114p 26cm
著者は伊勢崎市在住

・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。

崋山と歩く桐生と周辺の旅
渡辺崋山と歩く会 /企画・発行
[2014.1] 42 × 59cm 100 円

・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。

【 受贈 】

鎌原城址(かんばらじょうし) 東京電力株式会社
による西窪線、上信線送電線用鉄塔建替工事に伴
う発掘調査
嬬恋村教育委員会 /編集・発行
2013.12 20p 30cm
【 受贈 】

・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。

巨大遺跡の謎を追う－武井遺跡発掘６０周年－
第５６回企画展
岩宿博物館 /発行
2013.10 51p 30cm
【 受贈 】
群馬県の歴史 第２版
西垣晴次 /著 山本隆志 /編 山川出版社 /発行
2013.11 324,48p 図版 5 枚 20cm 2400 円
【 TRC 新刊案内 1850 号 】

０ 総記
いづみ読書会文集あしあと第２６号
平成２４年度
いづみ読書会 /発行
2013.11 27p 26cm

【 群馬よみうり 12/27】

群馬県の歴史散歩(歴史散歩10)
群馬県高等学校教育研究会歴史部会 /編
山川出版社 /発行
［ 2014.1］ 314p B6 変型 1260 円
【 上毛 1/10】

【 受贈 】

群馬美少女図鑑2013 WINTER vol.20 PARTY!PART
Y!PARTY!
トロワデザイン(高崎市)/発行
2013.11 63p 21cm
【受贈】

古代上毛野をめぐる人びと
関口功一 /著 岩田書院 /発行
2013.12 192p 21cm 2000 円
【 TRC 新刊案内 1850 号、受贈 】
実伝真田幸村
火坂雅志 /著 KADOKAWA/発行
2014.1 237p 15cm 640 円
(角川文庫 ひ 20 － 23)
【 TRC 新刊案内 1850 号】

1 哲学･宗教
日蓮と鎌倉
市川浩史 /著 吉川弘文館 /発行
2014.2 151p 21cm 2000 円
(人をあるく)
著者は群馬県立女子大学文学部教授
【 TRC 新刊案内 1850 号】

上州丸山宿 開宿４００年を辿った丸山塾の１０
年
青木益夫 /著 青陶社 /発行
2014.1 165p 26cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【 受贈 】
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〔 2014.1 〕

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 188p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1846 号】

3 社会科学

ＳＴＯＰ！受動喫煙 子連れ安心レストランＭＡ
Ｐ
ＮＰＯ法人ラサーナ(高崎市)/作製
【 上毛 1/29】
都道府県なるほど解説 上巻 北海道・東北地方
関東・甲信越 北陸・東海地方
上野和彦 /著監修 フレーベル館 /発行
2013.12 119p 29cm 4800 円
【 TRC 新刊案内 1847 号】

アビリティコースガイド ポリテクセンター群馬
平成２５年度
ポリテクセンター群馬 /発行
2013.11 14p 30cm
【 受贈 】

年報 平成２４年度事業概要
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集・発行
2013.11 82p 30cm
【 受贈 】

学校保健統計調査 群馬県結果(速報)
年度
群馬県企画部統計課 /[発行]
[2014.1] 11p 30cm

ピューリタニズム研究 第５号
日本ピューリタニズム学会 /発行
2011.2 81p 26cm
「新島襄と共立普通学校創設者・井上浦造」大
﨑厚史(前橋市在住)/著収録
【 受贈 】

桐婦のあゆみ 平成２４年度 №５４
桐生市婦人団体連絡協議会 /発行
2014.8 110p 26cm

『毛武游記』に沿って崋山と歩く桐生と周辺の旅
江戸から桐生・みどり・足利・太田を往く
渡辺崋山と歩く会 /発行
2013.10 104p 21cm 700 円
【 受贈 】
槍先形尖頭器文化の大規模遺跡と遺跡の広がり
－武井遺跡発掘６０周年－ 岩宿フォーラム２０
１３／シンポジウム 予稿集
岩宿博物館・岩宿フォーラム実行委員会 /編集
発行
2013.11 95p 30cm
【 受贈 】

【 受贈 】

【 受贈 】

群馬県公営企業決算書(企業局関係)平成２４年度
群馬県 /発行
[2013] 191p 30cm
【受贈】
群馬県税務統計 平成２５年度版(平成２４年度)
［群馬県総務部税務課 /編集]
[2013.12］ 125p 30cm
【 受贈 】

群馬社会科教育研究 第２号 ２０１４年(平成
２６年)１月
群馬県社会科教育学会 /編集・発行
[2014.1] 83p 26cm
【 受贈 】
群馬大学高度人材育成センター年報 第１７号
(平成２４年度)
群馬大学高度人材育成センター /発行
2013.11 146p 30cm
【 受贈 】

るるぶ草津伊香保水上四万軽井沢’１４～’１５
JTB パブリッシング /発行
2014.1 109p 26cm 820 円
(るるぶ情報版 関東 19)
【 TRC 新刊案内 1849 号】

〔 2014.1 〕

平成２５

群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果 平成25年10月1日現在
群馬県企画部統計課(人口社会係)／編集・発行
2013.12 66p 30cm
【 受贈 】

るなぱあくの木馬
野本文幸 /著
2013.10 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 7 ７８３号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

るるぶ特別編集 水と緑と詩のまち
赤城山 ’１３～’14年度版
群馬県前橋市観光課 /発行
2013 31p 26cm

Advanced Micro-Device Engineering Ⅳ
Sumio Hosaka/Edited by
Trans Tech Publications Ltd/Distributed worldwide
by
2014 12,232p 24cm
（ Key Engineering Materials Vol.596）
[保坂純男]氏は群馬大学大学院工学研究科教授
【 受贈 】

研究集録 第４５回関東地区学校事務研究大会
(群馬大会)第４３回群馬県公立小中養護学校事務
研究大会 平成２５年度
関東地区公立小中学校事務職員研究協議会・群
馬県公立小中養護学校事務研究会 /発行
2014.1 97p 30cm
【 受贈 】

群馬県前橋
【 受贈 】
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高齢者虐待防止リーフレット
群馬県 /作製
［ 2014.1］
【 桐生タイムス

1/20】

要覧 平成２1年度
群馬県総合教育センター /編集・発行
[ 2009] 10p 30cm
【受贈 】

こまちウェディング [２０１4] 春号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
2014.1 300 円
【 上毛 1/16】

要覧 平成２２年度
群馬県総合教育センター /編集・発行
[ 2010] 14p 30cm
【受贈 】

こまちウエディングｍｉｎｉ
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2014.1]
【 上毛 1/16】

要覧 平成２３年度
群馬県総合教育センター /編集・発行
[ 2011] 13p 30cm
【受贈 】

殺人犯はそこにいる 隠蔽された北関東連続幼女
誘拐殺人事件
清水潔 /著 新潮社 /発行
2013.12 335p 20cm 1600 円
太田市での事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1846 号 】

要覧 平成２４年度
群馬県総合教育センター /編集・発行
[ 2012] 14p 30cm

【受贈 】

要覧 平成２５年度
群馬県総合教育センター /編集・発行
[ 2013] 11p 30cm
【受贈 】

事業概要 平成２５年度(平成２４年度実績)
[群馬県女性相談所 三山寮 /発行]
[2013] 33p 30cm
【 受贈 】
渋川市統計書 平成２５年版
渋川市企画部事務管理課 /編集
2014.2 139P 30cm

渋川市 /発行
【 受贈 】

4 自然科学
行こう「玉手箱の森」
矢部三雄 /著 日本林業調査会 /発行
2014.1 239p 19cm 1200 円
尾瀬に関する記述あり【 TRC 新刊案内 1849 号 】

下仁田買物サービス便利手帳
下仁田町商工会(茂木清会長)/制作
2013.12
【 上毛 1/16】
スキルアップガイド(産業人材育成機関のご案内)
群馬県産業人材育成課 /作成
[2014.1] 8p A4 判
【 ぐんま経済 1/16】

群馬県衛生環境研究所年報 №４５
群馬県衛生環境研究所 /編集・発行
2013.11 77p 30cm

高崎商科大学紀要 第２８号 ２０１３年
高崎商科大学メディアセンター /編集・発行
2013.12 230p 30cm
【 受贈 】

【 受贈 】

群馬県健康増進計画 元気県ぐんま２１(第２次)
～健康寿命の延伸をめざして～ 平成２５～平成
３４年度
群馬県健康福祉部保健予防課 /発行
2014.3 123p 30cm
【 受贈 】

統計 おおた 平成２５年版
太田市企画部企画政策課地統計係 /編集
太田市役所 /発行
2014.1 106p 30cm
【受贈】

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 第６号
(平成２５年５月診療分)
群馬県後期高齢者医療広域連合・群馬県国民健
康保険団体連合 /発行
2013.12 52p 30cm
【 受贈 】

都道府県別日本の伝統文化 ２ 関東
国土社編集部 /編 国土社 /発行
2014.1 63p 29cm 3200 円
【 TRC 新刊案内 1850 号 】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 第４４
号 (平成２５年５月診察分)
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
2013.12 64p 30cm
【 受贈 】

南加群馬県人会 創立１０５周年記念誌
[南加群馬県人会／編]
[2014.1] 128p 28cm
【 受贈 】

群馬県民健康・栄養調査報告書 平成22年度
群馬県健康福祉部保健予防課 /発行
2013.3 109p 30cm CD 付
【 受贈 】

民間交流のパイオニア・渋沢栄一の国民外交
片桐庸夫 /著 藤原書店 /発行
2013.12 410p 22cm 4600 円
著者は群馬県立女子大学教授
【 TRC 新刊案内 1847 号 、受贈 】
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〔 2014.1 〕

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 】

豚肉料理グルメマップ Ｖｅｒｓｉｏｎ．９
[「ようこそまえばし」を進める会／編]
[2013] 11 × 30cm 42p
【 受贈 】
ブルーノタウトの工芸 ニッポンに遺したデザイ
ン
LIXIL 出版 /発行
2013.12 76,8p 21 × 21cm 1800 円
(LIXIL BOOKLET）【 TRC 新刊案内 1846 号】

実践 口腔内科 口の中から体調不良の原因を探
る！
清水 英寿／著 現代書林 /発行
2014.1 205p 19cm 1300 円
著者は清水歯科医院(高崎市)の医院長
【 ぐんま経済 1/30、TRC 新刊案内 1849 号 】
田中正造没後１００年記念シンポジウム 水と共
に生きてきた歴史と暮らし報告書
田中正造没後１００年記念シンポジウム実行委
員会 /発行
2013.12 48p 30cm
【 受贈 】

6 産業
邑さんぽ～文化財編
邑楽町 /作製
[2014.1］ 1 枚 A3 判

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書(Ⅹ
ⅩⅩⅨ)
群馬県環境森林部自然環境課 /編集
2013.12 255p 30cm
【 受贈 】

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２４年度
群馬県蚕糸技術センター /発行
2013.9 41p 30cm
【 受贈 】
群馬県第五種協同漁業権漁場図(平成２５年９月
１日免許)
[群馬県農政部蚕糸園芸課 /発行]
2013.12 折りたたみ 93cm × 63cm
【 受贈 】

5 技術･工学･家政学･生活科学

事業概要 平成２４年度版(平成２３年度実績)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
2012.7 編集 36p 30cm
【 自館作成 】

おうら蕎麦手帳
邑楽町地産地消協議会 /作製
[2014.1] 24p A5 判
【 上毛 1/20、受贈 】

富岡製糸場開業記念世界遺産講演会報告書 平成
２５年度
富岡市 /編集・発行
2013.11 35p 30cm
【 受贈 】

桐生市の環境 平成２5年度版（平成２4年度実
績報告）
桐生市市民生活部環境課 /発行
2013.12 71p 30cm
【受贈】
ぐんまの住まいづくり ２０１４初春号 Vol.５
㈱ライフポート /発行
2014.1 178p 30cm 457 円
【 受贈 】
鉱毒史 上巻
鉱毒史編纂委員会(太田市)/発行
2006．8 1471p 27cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あがつまⅢ 中之条フォトクラブ写真集
中之条フォトクラブ /発行 博進堂 /刊
[2014.1] 40P A4 判
【 上毛 1/14、受贈 】

【 受贈 】

鉱毒史 下巻
鉱毒史編纂委員会(太田市)/発行
2013.12 1475 － 3015p 27cm
【 上毛 1/1、毎日 1/29、受贈 】

アーツ前橋カゼイロ
アーツ前橋 /企画・監修 美術出版社 /発行
2013.10 2 分冊 2400 円
第 1 分冊：風色の本 カゼイロノハナ
216p 23cm
第２分冊：空色の本 アーツ前橋、はじまる
56p 13 × 19cm
【 TRC 新刊案内 1848 号 、受贈 】

風雲家電流通史
坂上正一 /編・著 日刊電気通信社 /発行
2014.1 795p 19cm 4800 円
ヤマダ電機に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1848 号 】

〔 2014.1 〕

【 上毛 1/10、受贈 】
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お富ちゃん 食育カルタ
安中市 /作製
2014.1 読み札 44 札

[ボッカチオ 生誕７００年記念絵画展]
長岡今朝吉記念ギャラリー /発行
2014.1 50p A5 判
【 群馬よみうりヒューマン 1/31】

【 上毛 、朝日 1/24】

神の領域に挑む者 棋士それぞれの地平
鈴木輝彦 /著 日本将棋連盟 /発行 マイナビ /発売
2014.1 226p 19cm 1500 円
三浦弘行（群馬県出身）に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1846 号 】

8 語学

草木染 四季の自然を染める 新版
山崎和樹 /編・著 山と渓谷社 /発行
2014.2 103p 26cm 1600 円
山崎氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1850 号 】

４７都道府県方言キャラ絵本 東日本
たかいよしかず /作・絵 国土社 /発行
2014.1 63p 29cm 3200 円
【 TRC 新刊案内 1850 号】

草木染 日本の縞 日本に伝わる多彩な縞模様の
魅力を知る 新装版
山崎青樹 /著 美術出版社 /発行
2014.2 213p 25cm 3500 円
著者は群馬県重要無形文化財
【 TRC 新刊案内 1850 号 】
群馬県書道展覧会作家名鑑
県民芸術祭参加
[群馬県書道協会 /発行]
[2013] 64p 30cm

第６４回

年報 第３３号 平成２４年度実績
群馬県スポーツ協会 /発行
2013.12 90p 30cm

9 文学

第３７回

吾妻路 平成２５年度刊
吾妻路編集委員会 /編集
2014.1 50p 21cm

【受贈】

詩のまちから(田中良三詩集)
田中良三 /著
2013.10 219p 22cm
著者は前橋市在住
【 上毛 1/15、受贈 】

【 受贈 】

群馬の体育・スポーツ 平成２４年度
群馬県教育委員会事務局スポーツ健康課 /発行
[2013] 114p 30cm
【自館作成】

からだのままに
南木佳士 /著 埼玉福祉会 /発行
2013.12 200p 21cm 2700 円
(大活字本 教養書シリーズ）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1846 号 】

京小ふるさとかるた
京小ふるさとかるた委員会 /制作・編集
京ヶ島小学校 児童・保護者 /読み札作成
京ヶ島小学校 児童・保護者 /絵札作成
京ヶ島地区 区長会 /監修
高崎市立京ヶ島小学校 /発行
2013.11 100 枚 18 × 13cm(箱)
【受贈】

季刊 遠近 第５１号
遠近の会 /発行
2013.12 123p 22cm
小説「群青色の招待状 」（安西昌原 /著）収載
安西氏は群馬県生まれ
【 受贈 】

鑛毒 田中正造と谷中農民
三留理男 /著 具象舎 /発行
2014.1 132p 20 × 23cm 1995 円
【 上毛 1/19、TRC 新刊案内 1849 号 】
３０周年記念誌号 山行手帳増刊
群馬中高年山岳会 /作製
[2014.1]

吾妻路短歌会 /発行
【 受贈 】

北曲輪町７１番地の屋敷間取図－朔太郎三番目の
家－
野本文幸 /著
2013.11 [4p] 26cm
『群馬県医師会報第７８４号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

【 上毛 1/28】

富岡製糸場 絵手紙かるた
ＮＰＯ法人富岡製糸場を愛する会 /編集著作
今井幹夫 /監修
絵手紙昌の会 /絵札
2013.12 88 枚 950 円
【受贈】

九十歳のつぶやき
大野英子 /著 駒草出版 /発行
2014.1 190p 22cm 1600 円
前橋空襲に関する記述あり
【 上毛 1/9、 TRC 新刊案内 1847 号 】
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〔 2014.1 〕

暗闇の殺意 本格ミステリー集
中町信 /著 光文社 /発行
2014.1 354p 16cm 660 円
(光文社文庫 な 37-1)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1848 号 】
クレーン ３５号
前橋文学伝習所事務局 /発行
2014.1 201p 21cm 800 円

西川玉壷漢詩集
須賀楠舟 /編
2014.1 77p 22cm
西川玉壷は群馬県生まれの文人、元国学院大学
講師
【 受贈 】
ハイエナたちの２５時
安達元一 /著 中央公論新社 /発行
2013.12 261p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1846 号】

【 受贈 】

刑事さん、さようなら
樋口有介 /著 中央公論新社 /発行
2013.12 301p 16cm 667 円
(中央文庫 ひ 21-10)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1846 号 】

バス
小賀野実 /写真・文 ポプラ社 /発行
2014.1 18p 13 × 13cm 450 円
(てのひらのりものえほん 8)
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1848 号 】

櫻樹の塚 文明開化に引き裂かれた真塩紋弥
2013.12 319p 20cm 1600 円
上州が舞台
【 TRC 新刊案内 1848 号 】
爽やかに降らむ
宮地岳至 /著 宮地猛 /発行
2013.12 223p 20cm
著者は桐生市在住

花さんぽ ２ わたしの文学の森
森千春 /著 第三書館 /発行
2014.1 181p 19cm 1200 円
南木佳士(群馬県出身)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1849 号 】

【 受贈 】
榛名の風 句集
宮田紀美子 /著 あさを社 /発行
2013.12 312p 20cm
(麻苧叢書 第 41 篇)

“世界最後の魔境”群馬県から来た少女
日下一郎 /著 PHP 研究所 /発行
2014.1 258p 15cm 660 円
【 上毛 1/18、TRC 新刊案内 1849 号 、受贈 】
千人針の腹巻き 大塚史朗詩集
大塚史朗 /著 コールサック社 /発行
2014.1 143p 21cm 2000 円
著者は吉岡町在住

【 受贈 】

第二句集 山紫会
山紫会句会 /発行
2014.1 176P
発行は村上鬼城を師系とする若竹吟社の前橋支部
【 上毛 1/7】
滝殿 合同句集 第１０集
あさを社 /発行
2013.12 300p 19cm 4000 円

〔 2014.1 〕

前橋中心街の馬場川通り－貂太郎と朔太郎－
野本文幸 /著
2013.12 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第７８５号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】
『昔ばなし考うた』 大塚史朗詩集
大塚史朗 /著 コールサック社 /発行
2014.1 93p 21cm 2000 円
著者は吉岡町在住

【 受贈 】

麦と人魚
八木和子 /著 八木紀一郎 /発行
2013.9 222p 20cm
著者は前橋市出身

【 受贈 】

麦浪亭 句集
八木文夫 /著 八木紀一郎 /発行
2013.2 160p 20cm
著者は前橋市出身

【 受贈 】

【 受贈 】

中島知久平伝 日本の飛行機王の生涯
豊田穣 /著 潮書房光人社 /発行
2014.1 453p 16cm 895 円
(光人社 NF 文庫 と N-815)
【 TRC 新刊案内 1846 号 】
楠舟漢詩集 第三巻
須賀楠舟 /著
2014.1 34p 22cm
著者は草津町在住

【受贈】

宥坐 句集
松本夜詩夫 /著 ぬかるみ俳句会 /発行
2013.12 204p 20cm 3000 円
著者は「ぬかるみ」主宰者、上毛俳壇選者を務
めた
【 上毛 1/21、受贈 】

【 受贈 】
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発達に遅れや偏りがある子どもの本当の気持ち
特別支援教育
安部博志 /著 学事出版 /発行
2013.12 127p 21cm 1500 円
著者は群馬県出身
【 TRC 新刊案内 1846 号 】

県関係者の一般著作
イネ 米ができるまで
飯村茂樹 /著 白岩等 /監修 あかね書房 /発行
2014.3 63p 2500 円
(科学のアルバム・かがやくいのち 20)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1850 号 】

藤井猛の攻めの基本戦略
藤井猛 /著 NHK 出版 /発行
2014.1 206p 21cm 1200 円
(NHK 将棋シリーズ)
著者は群馬県出身
【 TRC 新刊案内 1848 号 】

女の子、はじめます。ココロとカラダの成長ログ
北村邦夫 /著・監修 小学館 /発行
2014.1 143p 900 円
(入門百科 9)
北村氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 18450 号 】

本当に役立つ「汚染地図」
沢野伸浩 /著 集英社 /発行
2013.12 184p 18cm 700 円
(集英社新書 0719）
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1846 号 】

食養生 おいしく食べて、病を絶つ！
境野米子 /著 清流出版 /発行
2014.1 135p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1847 号 】

読む数学
瀬山士郎 /著 KADOKAWA/発行
2014.1 269p 15cm 720 円
(角川ソフィア文庫 K120-1)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1850 号 】

知られざる富士山 秘話 逸話 不思議な話
上村信太郎 /著 山と渓谷社 /発行
2013.12 255p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1846 号】

ロジカル・シンキング
茂木秀昭 /著 PHP 研究所 /発行
2014.1 158p 18cm 1000 円
(PHP ビジネス新書ビジュアル 002 「 60 分 」
図解トレーニング)
著者は群馬県出身
【 TRC 新刊案内 1846 号 】

新・幸福論 「近現代」の次に来るもの
内山節 /著 新潮社 /発行
2013.12 174p 20cm 1100 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1846 号 】
精神医療ダークサイド
佐藤光展 /著 講談社 /発行
2013.12 334p 18cm 860 円
著者は前橋市生まれ 【 TRC 新刊案内 1846 号 】

視聴覚資料

生命と風景の哲学 「空間の履歴」から読み解く
桑子敏雄 /著 岩波書店 /発行
2013.12 263p 20cm 3200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1847 号 】
専修大学法学研究所所報 №.４７
専修大学法学研究所 /発行
2013.9 50 ～ 60p 抜粋 26cm
「縁切寺研究余話２ 井上ひさし『東慶寺花だ
より』を読むⅠ」髙木侃(太田市在住)/著収録
【 受贈 】

神楽舞う里(DVD)
三宮神社伝統文化記録編集委員会(吉岡町)・大
久保太々神楽「三楽講 」・大久保屋台囃子保存会
・溝祭獅子舞保存会・溝祭自治会・大久保寺上自
治会・大久保寺下自治会 /制作
ビデオサウンド・エイワ /撮影編集
2013.10 全４ 枚
【 上毛 1/8、受贈 】
ぐんま一番 ぐんま一番特別企画 ぐんまちゃん
のわくわく街散歩 平成２５年１２月１３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】

ニュースでわかるヨーロッパ各国気質
片野優・須貝典子 /著 草思社 /発行
2014.1 427p 19cm 1800 円
片野氏は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1850 号】
日本人の一生 通過儀礼の民俗学
谷口貢 /著 板橋春夫 /編著 八千代出版 /発行
2014.1 228p 19cm 2300 円
板橋氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1850 号 】

ぐんま一番 我が街のオーケストラ
平成２５年１２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]
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【受贈】

〔 2014.1 〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
南雲小学校 平成２５年１２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】
みんなの時間 地域が支える小中学校 富岡市立
妙義中学校 平成２５年１２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】
みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
桜木中学校 平成２５年１２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 特別編
群馬の古墳時代 甲を着た古墳人が語るもの
平成２５年１２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】
[浪曲](DVD)
大利根 勝子 /唄
[2014.1]
大利根氏は前橋市在住

【 上毛 1/1】

電子資料

〔 2014.1 〕
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