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渋川の歴史、観光について
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【上毛 2/22】

歌ってみるみる覚える都道府県
学研教育出版/編 学研教育出版/発行
2014.2 48p 20cm 1200 円
付：録音ディスク(1 枚 12cm)
【TRC 新刊案内 1852 号】
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（編集：館内サービス係）
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小栗日記 小栗上野介日記家計簿村々役人願出取
次留航海日記
群馬県文化事業振興会/発行
2012.10 326,10p 22cm 2500 円 【上毛 1/10】

・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。

上毛野雉子と白村江の戦い 上毛野氏伝承に関す
る小考
関口功一/著
[2003] 12p 21cm
「群馬歴史民俗」第 24 号抜刷
著者は前橋市在住
【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。

上毛野君氏について その改姓に係るいくつかの
選択
関口功一/著
[2006] [16p] 21cm
「群馬歴史民俗」第 27 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

０ 総記

上毛野滋子をめぐる人々 平安時代前期の後宮の
一風景
関口功一/著
[2011] 14p 21cm
「群馬文化」第 305 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
上毛野穎人について
関口功一/著
[2006] [18p] 21cm
「史苑」第 67 巻第 1 号通巻 177 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

1 哲学･宗教

巨石祭祀の原風景
関口功一/著
[2005] [13p] 26cm
「東国史論」第 20 号抜刷
著者は前橋市在住

2 歴史･伝記･地理

群馬県小字名索引 補遺編
群馬県地名研究会/編集・発行
2014.1 94p 30cm

あがつま美巡りすたんぷラリー帳 週末ふらっと
あがつま美巡りスタンプラリー事務局/[発行]
[2012] 14p 21cm
【受贈】
安中市史 第２巻 通史編－第１編 原始古代中
世－第５章 奈良・平安時代
関口功一/著
[2003] [40p] 26cm
「安中市史 第 2 巻 通史編」抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
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【受贈】

【受贈】

群馬の逆襲 正 日本一“無名”な群馬県の「幸
せ力」 言視舎版
木部 克彦/著 言視舎/発行
2014.2 222p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1854 号】

〔2014.1〕

研究ノート 「上毛野佐為評」の成立について
大間々扇状地西半部の初期の開発状況から
関口功一/著
[2012] 14p 21cm
「群馬歴史民俗」第 33 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

松陰と妹 松下村塾の志士
晋遊舎/発行
2014.3 122p 29cm 838 円
(晋遊舎ムック 歴史探訪シリーズ)
吉田松陰の妹は楫取素彦の妻
【TRC 新刊案内 1852 号】

研究ノート 『日本後紀』弘仁二年二月庚辰条の
史的意義 「国」の等級変更について
関口功一/著
[2013] [10p] 21cm
「群馬歴史民俗」第 34 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

新フルーツ忍者ハルナ 果樹七賢人の決断(前編)
はるなフルーツタイムスの会/発行
[2014.2] 56p A5 判 740 円
【ぐんま経済 2/20】

研究ノート 前橋低地周辺の「開発」をめぐる二
・三の臆説
関口功一/著
[2011] 16p 21cm
「群馬歴史民俗」第 32 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
上野国分寺「東院」について
桜岡正信/著 関口功一/著
[2003] [7p] 26cm
［群馬考古学手帳 13」抜刷
関口氏は前橋市在住

【受贈】

個人予約の旅と宿 日光・那須・群馬 わがまま
に、日本を楽しむ旅のおとも ２０１４
舵社/発行
2014.2 125p 30cm 1200 円
(KAZIMOOK)
【TRC 新刊案内 1854 号】

地域支配の重層性に関する一考察
部地域の場合
関口功一/著
[2004] [13p] 21cm
「群馬文化」第 277 号抜刷
著者は前橋市在住

【受贈】
古代上野国西

【受贈】

地図で学ぶ日本の歴史人物 ちず＋ずかん＝ちず
かん
池上 彰／監修 平凡社編集部／編
平凡社/発行
2014.1 159p 30cm 1900 円
【TRC 新刊案内号 1851 号】
伝える正造魂 現代に甦る田中正造
読売新聞社宇都宮支局/編 随想舎/発行
2014.2 303p 21cm 1800 円
【読売 2/25、TRC 新刊案内 1854 号】

佐々木長淳の生涯と業績
温井眞一/著・編 よみがえれ！新町紡績所の
会/発行
2014.1 51p 30cm
佐々木長淳は新町紡績場(高崎市)の建設に携わ
る
【受贈】
七人の配流者 長屋王の変後の「地方豪族」の立
場
関口功一/著
[2005] 16p 21cm
「群馬歴史民俗」第 26 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

下滝高井前遺跡 国道３５４号高崎玉村バイパス
(高崎工区)社会資本総合整備(活力創出基盤整備)
事業に伴う埋蔵文化八来る調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第５７９集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2014.1 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 766p
第 2 分冊：写真図版編 写真図版 221p
【受贈】

〔2014.1〕

多治比真人三宅麻呂について
関口功一/著
[1985] [5p] 26cm
「立教日本史論集」抜刷
著者は前橋市在住
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東国文化展
群馬県歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員
会/発行
2013.12 27p 21 × 30cm
【受贈】
利根川文化研究 ３7
利根川文化研究会/編集･発行
2013.12 84p 26cm

【受贈】

中之条の獅子舞巡り
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2014.1 72p 21cm

【受贈】

長野原一本松遺跡(７)八ッ場ダム建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書 第４２集
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
第５７8集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2014.1 213p,写真図版 78p 付図 1 枚
【受贈】

ヒコサシマとミモロワケ 上毛野氏伝承に関する
再考
関口功一/著
[2003] [13p] 21cm
「群馬文化」第 273 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
「風呂川」の原型についての一試論
関口功一/著
[2012] 16p 21cm
「群馬文化」第 310 号抜刷
著者は前橋市在住

【受贈】

【受贈】
会誌 第６９号
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2014.3 48p 21cm

【受贈】

桐生移住推進リーフレット 改訂版
桐生市/作成
[2014.2] A4 判 1 枚
【桐生タイムス 2/15、上毛 2/23】

古代上毛

【受贈】

ゆこゆこ お宿情報誌 ２０１４年４・５月号
上信越版
株式会社ゆこゆこ/発行
2014.3 243p 30cm
【受贈】
寄居町史 その２
寄居町史作成委員会委員長
2014.1 80p 30cm
渋川市寄居町

あゆみ 平成２５年 ６７号
吾妻郡連合婦人会/発行
2014.2 191p 21cm

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２５年１１月２
９日開会 平成２５年１２月１７日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2014.2 169p 30cm
【受贈】

宮二町会のあゆみ
桐生市宮本町第二町会/発行
[2014.2] 59p A4 判
【桐生タイムス 2/26】
「山上碑」「金井沢碑」と地域の仏教
野の「地域の論理」
関口功一/著
[2002] [18p] 21cm
「地方史研究」298 号抜刷
著者は前橋市在住

3 社会科学

桐生まちいなか暮らしのススメ 改訂版
桐生市/作成
[2014.2] A2 判 1 枚
【桐生タイムス 2/15、上毛 2/23】
群馬県移動人口調査結果(年報) 平成２５年
群馬県企画部統計課/編集・発行
2014.1 62p 30cm
【受贈】

中澤直通/発行
【受贈】

群馬県会社要覧 ２０１４
群馬経済研究所/発行
2014.2 280p 21cm 4000 円

【受贈】

論文 「上毛野勢多評」成立の諸前提
関口功一/著
[2011] [14p] 21cm
雑誌「信濃」第 63 巻第 8 号通巻 739 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書(平成２４年度実
績報告)
群馬県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課
/[発行]
[2013.12] 69p 30cm
【受贈】

論文 「広瀬古墳群」(群馬県)の存在基盤
関口功一/著
[2012] [22p] 21cm
雑誌「信濃」第 64 巻第 5 号通巻 748 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

研究紀要 第３４号 平成２５年度
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2014.2 76p 26cm

論文 「国造」領域の分割と律令制的地域再編成
広域「評」分割に関する詩論
関口功一/著
[2013] [14p] 21cm
雑誌「信濃」第 65 巻第 10 号通巻 765 号抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
和服の医学者 日本初の女性医学者・戸田くに
片山弘美/著
2013.9 43p 21cm 350 円
戸田邦仁は桐生市生まれの女性医学者
【上毛 2/10、受贈】

寺家村の昔話
角田佳一/著 角田光利/発行
2014.2 135p 21cm 1500 円
寺家村は現在の前橋市亀里町にあたる
【上毛 3/11、受贈】
少年の主張中部地区大会発表文集
[中部教育事務所/発行]
2013 46p 30cm
消防白書 平成２５年
桐生市消防本部/[発行]
[2014] 15p 30cm
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【受贈】

第35回
【受贈】

【受贈】

〔2014.1〕

「ジラード事件」追考―裁判権をめぐるアメリカ
国内の攻防―前編
山本英政/著
2012.3 [27p] 21cm
『マテシス・ウニウェルサリス 第十三巻第二
号』（獨協大学国際教養学部/発行）抜刷
【受贈】

陸自ヘリ 被害資料
小山宏/著 北群馬渋川郷土館/[発行]
[2014] [7p] 31cm
【受贈】

「ジラード事件」追考―裁判権をめぐるアメリカ
国内の攻防―中編
山本英政/著
2013.1 [19p] 21cm
『マテシス・ウニウェルサリス 第十四巻 第
一号』（獨協大学国際教養学部/発行）抜刷
【受贈】

そうだったのか！がんのこと。
群馬県健康福祉部保健予防課がん対策推進室/
発行
[2014.1] [3p] 30cm
【上毛 2/11、桐生タイムス 2/11、ぐんま経済 2/13、
受贈】

「ジラード事件」追考―裁判権をめぐるアメリカ
国内の攻防―後編
山本英政/著
2013.3 [16p] 21cm
『マテシス・ウニウェルサリス 第十四巻 第
二号』（獨協大学国際教養学部/発行）抜刷
【受贈】
「ジラード事件」追考①―相馬ヶ原で弾を拾う―
山本英政/著
2013.11 [22p] 21cm
『マテシス・ウニウェルサリス 第十五巻 第
一号』（獨協大学国際教養学部/発行）抜刷
【受贈】
首相秘書官が語る中曽根外交の舞台裏 米・中・
韓との相互信頼はいかに構築されたか
長谷川 和年/著 瀬川 高央/編 朝日新聞出版/
発行
2014.2 399,14p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 1854 号】

予算説明書 平成２６年度
群馬県/[発行]
[2014] 351p 30cm

【受贈】

【受贈】

第１回定例県議会

サテライトオフィスｉｎ ぐんま
群馬県/作成
[2014.1]

【日経 2/4】

３０代で建てる群馬の家 ２０１４春・夏号
Ｖｏｌ．５
ニューズ・ライン/発行
2014.3 280p 30cm 324 円
【ぐんま経済 3/6、受贈】

ブルーノ・タウトと建築・芸術・社会 BRUNO TA
UT:ARCHITECTURE ART SOCIETY
田中 辰明／著 海大学出版会/発行
2014.2 11,242p 22cm 4000 円
【TRC 新刊案内 1854 号】
前橋市環境基本計画 平成２５年度改訂
前橋市環境部環境政策課/編集 前橋市/発行
2014.2 150p 30cm
【受贈】

【受贈】

予算附属説明書 平成２６年度当初予算
群馬県/[発行]
[2014.2] 393p 30cm
【受贈】

〔2014.1〕

群馬の建築家とつくる家
建築ジャーナル編集部/編
2014.1 67p 30cm 1200 円
【TRC 新刊案内号 1851 号、受贈】

土木技術者ってどんな仕事？～土木工事の概要と
魅力～
群馬県建設業協会/作成
[2014.1] 13p A4 判【群馬建設 2/4、読売 3/7】

第１回

街づくり基本資料
小山宏/著 北群馬渋川郷土館/[発行]
2014.1 43p 31cm
渋川市の街づくりについて

5 技術･工学･家政学･生活科学

地元で評判の工務店で建てた家 ２０１４年
東日本版
扶桑社/発行
2014.2 115p 30cm 800 円
（別冊住まいの設計 201）
【TRC 新刊案内号 1851 号】

「じんけんの花」写真集 平成２５年度
前橋地方法務局人権擁護課/発行
2014.2 22p 30cm
【受贈】
定例県議会案 平成２６年
群馬県/[発行]
[2014.2] 231p 30cm

4 自然科学

孫育ガイドブック おじいちゃん、おばあちゃん
が孫育てに戸惑いを感じた時に
NPO 法人ラサーナ/発行
[2013] 10p 30cm
【受贈】
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竹久夢二 大正ロマンの画家、知られざる素顔
竹久夢二美術館/監修 河出書房新社/発行
2014.1 231p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1851 号】

6 産業
観光客数・消費額調査（推計）結果
群馬県観光局観光物産課/[発行]
[2013] 9p 30cm
群馬県畜産試験場研究報告
年１２月
群馬県畜産試験場/発行
2013.12 100p 30cm

第２０号

【受贈】

使いたくなる消しゴムはんこ毎日がホリデー
とみこはん/著 小学館クリエイティブ/発行
2014.2 79p 21cm 1000 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 1854 号】

平成２５
【受贈】

富士山
高階 秀爾/監修 高階 秀爾/[ほか]執筆
美術年鑑社/発行
2013.10 431p 31cm 4000 円
(日本の美 5）
山口薫(高崎市出身)の作品収録
【上毛 2/23、TRC 新刊案内号 1852 号】

上州小軍鶏
小山宏/編・著 北群馬渋川郷土館/[発行]
2014.2 [10p] 31cm
【受贈】
上州小軍鶏(指定名吾妻チャボ)国指定天然記念物
・文献目録
小山宏/編・著 北群馬渋川郷土館/[発行]
20131.2 7p 31cm
【 受贈 】

「農民画家」ミレーの真実
井出洋一郎/著 ＮＨＫ出版/発行
2014.2 228p 図版 16p 18cm 820 円
(ＮＨＫ出版新書 427)
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内号 1852 号】

全国ご当地キャラ大図鑑 ２０１４
「全国ご当地キャラ大図鑑 2014」制作委員会/[編]
宝島社/発行
2014.2 127p 23cm 648 円
(TJ MOOK）
【TRC 新刊案内 1851 号】

BOØWYベスト曲集 BOØWY THE BEST ２０１４
ケイ・エム・ピー/発行
2014.2 202p 26cm 2200 円
(Guitar songbook）
【TRC 新刊案内 1851 号】

特用林産物生産・流通の実態 平成２５年版(２
０１３年)
群馬県環境森林部林業振興課/[発行]
[2013] 32,40p 30cm
【受贈】

やまびこ 創立５０周年記念誌
沼田市役所青雲山岳部/発行
2013.5 60p 30cm

百年企業100選 未来に残したい老舗企業
『百年企業 100 選』制作委員会/編著 後藤 俊
夫/監修 東方通信社/発行
2014.2 219p 20cm 1500 円
全国 47 都道府県の百年企業を網羅
【TRC 新刊案内号 1851 号】

【受贈】

8 語学

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
9 文学

赤城山百景写真集
前橋市都市計画部都市計画課/発行
2014.2 41p 30cm 200 円
【毎日 2/15、上毛 3/3、受贈】
群馬のバレーボール 2014総集編
綜合プランニング/発行
[2014.2] 60p A4 判 1000 円
【ぐんま経済 2/27】
山行手帳 増刊 ３０周年記念号
群馬中高年山岳会事務局/発行
2013.10 33p 30cm

【受贈】

VIRO KAJ EDINO SAEKO(男と妻紗絵子)
斎藤仁一/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2014.1 101p 21cm
著者は前橋市在住
【上毛 3/1、受贈】
浮寝鳥 林睦雄 遺稿集
林睦雄/著 あさを社/発行
2014.2 158p 20cm
著者は沼田市在住【受贈】
遠望 第４６号
高崎市文化協会群馬支部/編集・発行
2014.2 204p 21cm
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【受贈】

〔2014.1〕

斎藤茂吉異形の短歌
品田 悦一/著 新潮社/発行
2014.2 254p 20cm 1300 円
(新潮選書)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1854 号】

本の魔法
司 修/著 朝日新聞出版/発行
2014.2 318p 15cm 800 円
(朝日文庫 つ 16-1)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1852 号】

サクラ・タイムトラベル SAKURA TIME TRAVEL
加部 鈴子/作 岩崎書店/発行
2014.2 174p 20cm 1400 円
（物語の王国 2-6）
加部氏は群馬県立女子大学文学部卒業
【TRC 新刊案内 1853 号、上毛 3/7】

股旅探偵上州呪い村
幡 大介/著 講談社/発行
2014.2 493p 15cm 770 円
（講談社文庫 は 102-2）
中山道倉賀野宿が舞台【TRC 新刊案内 1853 号】

上毛 句集
堀越光林/著 文學の森/発行
2014.2 201p 19cm 2667 円
著者は太田市在住

柳波賞 第1回受賞作品集 平成１１年度
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[1999] [6p] 30cm
【受贈】
【受贈】

たっぷりのりものずかん おもちゃ箱みたいに楽
しい絵本!
小賀野 実／写真 ひかりのくに/発行
2014.2 [24p] 16 × 18cm 750 円
(0・1・2 さいのえほん カルタのようにゆび
さしあそび）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1853 号】

柳波賞 第３回受賞作品集 平成１３年度
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2001] [10p] 30cm
【受贈】
柳波賞 第４回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2002] [10p] 30cm
【受贈】

流れるままに
安仲守/著 ＳｕｎｄａｙＢｏｏｋＬａｂ/発行
[2014.2] 249p 10 インチ版 1680 円
著者は安中市在住
【上毛 2/26】

淵

第２０４号
淵の会/発行
2014.1 44p 21cm 500 円
「文化の月明かり」松田治男(群馬県在住)/著
収録
【受贈】
ボクはファミコンが欲しかったのに
岐部 昌幸／著 廣済堂出版/発行
2014.2 271p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 1853 号】

柳波賞 第７回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2005] [10p] 30cm
【受贈】
柳波賞 第８回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2006] [10p] 30cm
【受贈】
柳波賞 第９回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2007] [10p] 30cm
【受贈】
柳波賞 第１０回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2008] [10p] 30cm
【受贈】

ボランティアバスで行こう!
友井 羊/著 宝島社/発行
2014.2 319p 16cm 650 円
(宝島社文庫 C と-2-2)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1852 号】

〔2014.1〕

柳波賞 第５回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2003] [10p] 30cm
【受贈】
柳波賞 第６回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2004] [10p] 30cm
【受贈】

パペット探偵団事件ファイル ３ パペット探偵
団のミラクルライブ!
如月 かずさ/作 柴本 翔/絵 偕成社/発行
2014.2 205p 19cm 900 円
如月氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1853 号】

本のパーキング １９号
hashoma-do/発行
2014.2 14p 21cm 200 円

柳波賞 第２回受賞作品集 平成１２年度
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
【受贈】
[2000] [10p] 30cm

柳波賞 第１１回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2009] [10p] 30cm
【受贈】

【受贈】
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柳波賞 第１２回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2010] [10p] 30cm
【受贈】

柳波賞 第１３回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2011] [10p] 30cm
【受贈】

官邸危機 内閣官房参与として見た民主党政権
松本健一/著 筑摩書房/発行
2014.2 280p 18cm 880 円
(ちくま新書 1055)
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内号 1852 号】

柳波賞 第１４回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2012] [10p] 30cm
【受贈】

憲法と教育法の研究 主権者教育権の提唱
永井 憲一/著 勁草書房/発行
2014.2 14,310p 22cm 7000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1854 号】

柳波賞 第１５回受賞作品集
群馬県沼田市・沼田市教育委員会/[発行]
[2013] [10p] 30cm
【受贈】

高学歴女子の貧困 女子は学歴で「幸せ」になれ
るか？
大理 奈穂子/著 栗田 隆子/著 光文社/発行
2014.2 187p 18cm 740 円
(光文社新書 681)
大理氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1854 号】

妖草師
武内 涼/著 徳間書店/発行
2014.2 413p 15cm 660 円
(徳間文庫 た 61-1)
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 1852 号、受贈】
緑陰の椅子
若山節子/著 本阿弥書店/発行
2014.2 155p 20cm 2500 円
著者は高崎市在住

【受贈】

自由論 自然と人間のゆらぎの中で
内山節/著 岩波書店/発行
2014.1 334p 19cm 2400 円
(岩波人文書セレクション)
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【TRC 新刊案内 1851 号】

県関係者の一般著作
家で介護が必要になったとき 知識ゼロからの介
護の悩み解決本
田中元/著 ぱる出版/発行
2014.2 223 ｐ 19cm 1500 円
著者は群馬県出身【TRC 新刊案内号 1852 号】
家に帰ろう 在宅緩和ケア医が見た旅立つ命の奇
跡
万田緑平/著 徳間書店/発行
[2014.1] 240p 四六判 1200 円
著者は緩和ケア診療所「いっぽ」（高崎市)の
医師
【上毛 2/10】
１万人の上司を導いた“惜しい部下”を動かす方
法ベスト３０
大塚 寿/著 KADOKAWA/発行
2014.1 213p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内号 1851 号】
色の消えた町
西崎正/著 歴史社/発行
[2014.2] 272p A5 判 1260 円
著者は前橋市在住

最高のウェディングをつくるための２１の法則
松井研三/著 IN 通信社/発行
2013.12 261p 20cm 1800 円
著者は伊勢崎市生まれ
【上毛 2/4、TRC 新刊案内号 1844 号】

消費税課否判定要覧 第３版
福田 浩彦/[著] 相澤 博/[著] TAC 株式会社
出版事業部/発行
2014.2 8,297p 21cm 1800 円
福田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1854 号】
数学 想像力の科学
瀬山 士郎/著 岩波書店/発行
2014.2 3,112p 19cm 1200 円
（岩波科学ライブラリー 222）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1853 号】
スクールカウンセラー活用の考え方・進め方 教
師と心理援助職の協働の質を高める
樺澤 徹二/著 金子書房/発行
2014.1 277p 2900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内号 1851 号】

【上毛 2/27】

SEOに効く!Webサイトの文章作成術
ふくだ たみこ/著 鈴木 将司／監修 シーア
ンドアール研究所/発行
2014.2 223p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身
【TRC 新刊案内 1853 号】
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浙江大『左伝』真偽考
浅野 裕一/著 小沢 賢二/著
2013.12 292p 図版 32p 11000 円
小沢氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1851 号】

〔2014.1〕

法廷の中のアーミッシュ 国家は法で闘い、アー
ミッシュは聖書で闘う
大河原 眞美/著
明石書店/発行
2014.1 277p 20cm 2800 円
著者は高崎経済大学地域政策学部教授・図書館
館長
【TRC 新刊案内 1851 号】

絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門
増補改訂版
高橋 京介/著 SB クリエイティブ/発行
2014.2 405p 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内号 1851 号】
誰でもわかる新エネルギーの話
渡部平吾/著 ごま書房新社/発行
2014.2 201p 19cm 1300 円
著者は渋川市在住
【TRC 新刊案内 1854 号、受贈】

李朝鮮気象学史研究
田村専之助/著 三島科学史研究所/発行
1983.12 399p 22cm 8000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

中国気象学史研究 上巻
田村専之助/著 中国気象学史研究刊行会/発行
1976.7 811p 22cm 10000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

例題で学ぶ航空制御工学
片柳 亮二/著 技報堂出版/発行
2014.1 211p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1851 号】

中国気象学史研究 中巻
田村専之助/著 中国気象学史研究刊行会/発行
1973.6 553p 22cm 8000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

視聴覚資料

中国気象学史研究 下巻
田村専之助/著 中国気象学史研究刊行会/発行
1977.1 768,62p 22cm 12000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

ぐんま一番 アモーレ！ぐんまちゃん
年２月１４日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2014 [30 分]

ナラティヴ・ソーシャルワーク “<支援>しない
支援”の方法
荒井 浩道／著 新泉社
2014.2 177p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1854 号】

しゃんしゃんしゃん しゃしゃしゃんしゃん（DV
D）
藤橋誠/監督 藤岡市鬼石地区映画作製委員会/
製作
83 分
【受贈】

日本気象学史研究 上巻
田村専之助/著 三島科学史研究所/発行
1979.7 689p 22cm 9000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

トランスミッション（DVD）
藤橋誠/監督 千代田町映画作製委員会・まち
映画制作事務所/企画
2013 45 分
【受贈】

日本気象学史研究 下巻
田村専之助/著 三島科学史研究所/発行
1981.12 956p 22cm 15000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 邑楽町立
高島小学校 平成２６年１月７日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2014 [30 分]
【受贈】

日本気象学史研究 索引
田村専之助/著 三島科学史研究所/発行
1981.12 61p 21cm 1000 円
著者は沼田市出身
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
片岡小学校 平成２６年１月１４日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2014 [30 分]
【受贈】

認知症予防 詠めば納得！脳を守るライフスタイ
ルの秘訣 最新第2版
山口晴保/著 共同医書出版社/発行
2014.1 254 ｐ 21cm 1800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内号 1852 号】

電子資料

ひとり時間がもっと楽しくなる幸せノートのつく
り方
中山 庸子/著 KADOKAWA/発行
2014.1 127p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1851 号】

〔2014.1〕
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平成２６

【受贈】

