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科学の「世紀末」 反核・脱原発を生きる思想
新装版
高木仁三郎･関曠野/著 平凡社/発行
2011.10 194p 20cm 1500 円
高木氏は前橋市出身【TRC 新刊案内 1739 号】

発行日
発 行

平成 23(2011)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

企画展 第９２回
関東戦国の大乱－享徳の乱、東国の３０年戦争－
群馬県立歴史博物館/発行
2011.7 101p 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。

企画展 第３５回
古代多胡郡展 人々の衣･食･住
多胡碑記念館/編集・発行
2011.10 15p 30cm

・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】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
郷土人物史そして谷川岳
岸大洞/著 岸卓志/発行
2009.10 244p 22cm
井上日召氏(川場村出身)や久米民之助氏(沼田
出身)の生涯等を記述した資料
著者は沼田市生まれ
【受贈】

・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。

群馬学の確立にむけて 群馬学連続シンポジウム
４
群馬県立女子大学/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.9 294p 21cm 1524 円
【上毛 11/22、TRC 新刊案内 1741 号】

０ 総記
おはなしの学校１０年の活動記録
桐生おはなしの学校/編集・発行
2011.9 152p 30cm

ぐんま この夏、群馬を遊ぶ旅。 プレ群馬デス
ティネーションキャンペーン 2010年7月1日（木）
～9月30日（木）
[JR 東日本旅客鉄道/発行]
[2010.7] 34p 30cm
【 受贈】

【受贈】

パドnavi 高崎前橋 創刊号 フリーペーパー
ぱど高崎営業所/発行
2011.11 52p A5 判
【ぐんま経済 11/10】

真田三代 幸綱・昌幸・信繁の史実に迫る
平山優/著 PHP 研究所/発行
2011.11 306p 18cm 860 円
（ PHP 新書 761 ） 【TRC 新刊案内 1739 号】
しなやかに生きる
窪田澄子/著 郁朋社/発行
2011.6 134p 19cm 1000 円
著者は群馬県生まれ

1 哲学･宗教

【受贈】

週末トレッキングガイド 関東編 日帰り～1泊
で登れる山を大特集!
枻出版社/発行
2011.11 144p 26cm 1200 円
（ エイムック 2278 ）
西上州の山々に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1741 号】
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〔2011.12〕

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２３回
輝ける大刀 古墳時代の装飾
高崎市観音塚考古資料館/発行
2011.10 37p 21 × 30cm
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市の教育 平成２３年度
伊勢崎市教育委員会事務局/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2011.8 158p 30cm

伝説の「どりこの」 一本の飲み物が日本人を熱
狂させた
宮島英紀/著 角川書店/発行
2011.11 271p 20cm 1500 円
野間清治氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【産経 11/27、TRC 新刊案内 1743 号】
特別展 平成２３年度
千輝玉斎 幕末の文人画家
玉村町歴史資料館/編集･発行
2011.10 23p 30cm

【受贈】

教育年報 第５２号 平成１８年度実績
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2008.3 176p 30cm
【受贈】
教育年報 第５３号 平成１９年度実績
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2009.3 179p 30cm
【受贈】

【受贈】

呑龍上人 復刻・増補
佐藤一誠/著 服部けい子/発行
[2011.11] [56,32p]
服部氏は東毛中世史研究会(太田市)のメンバー
【上毛 11/16】

教育年報 第５４号 平成２０年度実績
[群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行]
[2010.3] 180p 30cm
【受贈】

プレ群馬デスティネーションキャンペーン総合ガ
イド 2010年7月1日（木）～9月30日（木）
[JR 東日本高崎支社営業部販売促進課宣伝グル
ープ/発行]
[2010.7] 47p 30cm
【 受贈】

【受贈】

法神流剣士中沢貞祗
岸大洞/著 岸卓志/発行
2010.6 67p 22cm
著者は沼田市生まれ
｢法神流剣士中沢貞祗｣副読本
岸卓志/著
2011.6 22p 22cm
著者は高崎市在住

行政報告 平成２２年度
群馬県/発行
2011.9 341p 30cm

暮らしのガイドブック
高崎市･ゼンリン前橋支店/作製
[2011.11] 98p A4 判
【上毛 11/21】
群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
2011 422p 30cm

平成２２年度
【受贈】

【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
2011.8 75p 30cm

平成２２年
【受贈】

【受贈】

モデル・ケリーの「だから、あなたもがんばって」
ケリー/著 宝島社/発行
2011.11 198p 19cm 1300 円
著者は群馬の工場で働いていた
【TRC 新刊案内 1739 号】
良寛さまとの出会い 越後新木と総社新木
新木憲明･新木ひろみ/著
上毛新聞社事業局出版部/制作･発売
2011.11 149p 20cm 1200 円
著者は群馬大学卒業
【受贈】

群馬県公営企業決算書（企業局関係）
年度
群馬県/発行
2011 192p 21 × 30cm

平成２２
【受贈】

群馬県歳入歳出決算書 平成２２年度
群馬県/発行
2011 35p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 平成22
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
2011.9 138p 30cm
【受贈】
国勢調査 平成２２年
人口等基本集計結果の概要（群馬県の確定人口）
統計課人口社会係/発行
2011.11 8p 30cm
【 受 贈】

〔2011.12〕
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五十年の歩み
創立 50 周年記念事業 50 周年記念誌作成委員会
/編集 東京農業大学第二高等学校/発行
2011.7 [29,]356p 31cm
【受贈】

地域貢献事業概要 平成２２年度
地域社会と供に｢人類の健康と福祉に貢献する｣
高崎健康福祉大学/発行
[2011] 26p 30cm
【受贈】

事業概要 平成22年版（平成21年度事業実績）
群馬県中央児童相談所･群馬県西部児童相談所･
群馬県東部児童相談所/発行
2011.10 66p 30cm
【受贈】

定例市議会議案書 平成２３年第３回
(第１次送付分）
前橋市/発行
2011 143p 30cm

【受贈】

社会福祉施設･介護保険施設･医療機関等の指導検
査･実地指導･医療監視等結果概要 平成２２年度
適正運営の確保とサービスの質の向上に向けて
群馬県健康福祉部監査指導課/編集･発行
2011.9 77p 30cm
【 受贈 】

定例市議会議案書
(第２次送付分）
前橋市/発行
2011 4p 30cm

【受贈】

平成２３年第３回

障害のある方へのマナーブック
群馬県障害者社会参加推進協議会/発行
2011.3 50p 21cm
【 受贈 】

定例市議会議案説明資料
(第１次送付分）
前橋市/発行
2011 40p 30cm

職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2011.4 173p 30cm

特定非営利活動法人設立手続きの手引 第８版
群馬県 NPO･ボランティア推進課/発行
2011.6 113p 30cm 200 円(税込) 【受贈】

平成２３年４月１日

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
2011.10 59,42p 30cm

【受贈】

平成２３年第３回
【受贈】

２０年のあしどり
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
2011.7 73p 30cm
【 受 贈】

平成２３年
【受贈】

防犯ハンドブック 平成２３年度版
遭わないために
群馬県/発行
2011.9 21p 30cm 100 円(税込)

女性保護の概要 平成２３年度（平成２２年度実
績）
群馬県女性相談所･三山寮/発行
2011.9 33p 30cm
【受贈】
側転の獅子舞を訪ねる
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2011.11 52p 21cm
新井の獅子舞(太田市)、宿の獅子舞(榛東村)、
東矢嶋の獅子舞(太田市)に関する記述あり
【受贈】

犯罪被害に
【受贈】

前橋市各会計決算書 平成２２年度
前橋市/発行
[2011] 595p 30cm

【受贈】

前橋市各会計決算市長説明
前橋市/発行
[2011] 22p 30cm

【受贈】

平成２２年度

前橋市各会計補正予算の概要 平成２３年度
９月補正予算説明資料（平成２３年第３回定例市
議会）
[前橋市/発行]
2011 10p 30cm
【受贈】

高崎経済大学論集 第54巻第2号（通巻193号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2011.9 83p 26cm
【 受贈 】
Taksaki University of Commerce ２０１２
[高崎商科大学･高崎商科大学短期大学部/発行]
[2011] 54p 30cm
【受贈】

前橋市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見
書 平成２２年度
前橋市監査委員/発行
2011.8 9p 30cm
【受贈】

旦那場 近世被差別民の活動領域
大熊哲雄･斎藤洋一/著 現代書館/発行
2011.11 230p 20cm 2000 円
北関東に関する記述あり
大熊氏は群馬県部落史研究会に所属
【TRC 新刊案内 1742 号】
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4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県病院事業決算書 平成１９年度
群馬県/発行
2008 28p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県病院事業決算書 平成２０年度
群馬県/発行
2009 26p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県病院事業決算書 平成２１年度
群馬県/発行
2010 25p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県病院事業決算書 平成２２年度
群馬県/発行
2011 27p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県立病院事業概要 第３２号
群馬県病院局総務課/発行
2011.9 71p 21 × 30cm

【受贈】

ジオパーク下仁田
[下仁田町/発行]
[2011.11]

邑楽蕎麦手帳
邑楽町商工会/作製
[2011.11] A5 判

群馬県都市計画審議会議案 第１５７回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2011.10 7p 30cm
別添資料：添付図面 8p
【受贈】
ぐんまのごみの減らしかた
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課/編集･
発行
2011.9 29p 21cm
【 受 贈】
県別対抗!B級ご当地グルメ関東周辺
昭文社/発行
2011.11 119p 26cm 838 円
（ マップルマガジン ）
群馬に関する記述あり【TRC 新刊案内 1740 号】
構造家梅沢良三 建築に挑み続けること
梅沢良三/著 オーム社/発行
2011.10 9,268p 21cm 3300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1739 号】

【群馬よみうり 11/11】

第１５回学術集会in軽井沢プログラム･抄録集
へき地･離島救急医療研究会/発行
[2011.10]
｢へき地医療の課題と展望｣折茂賢一郎(西吾妻
福祉病院管理者)/講演収録
【上毛 10/14】

ご当地B級グルメ 関東周辺 2012
日本出版社/発行
2011.11 143p 21cm 952 円
高崎パスタ、太田焼きそば、焼きまんじゅうに
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1742 号】

ヘルスサイエンス研究 第１５巻１号
ヘルスサイエンス研究編集委員会/編集
ぐんまカウンセリング研究会/発行
2011.10 111p 30cm
【受贈】
四十周年記念誌
四十周年記念誌編集委員会/編集
太田看護専門学校/発行
2011.10 161p 27cm

全国神社味詣 幸せをよぶ参道グルメガイド
松本滋/著 丸善出版/発行
2011.10 110p 21cm 1200 円
諏訪神社(群馬)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1740 号】
そばめぐり群馬のおいしいおそば50選
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.9 125p 21cm 1200 円
【TRC 新刊案内 1741 号】

【受贈】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書３７
群馬県環境森林部自然環境課/編集･発行
2011.11 163p 30cm
【受贈】

〔2011.12〕

【上毛 11/21】
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

グリム
中里和人/著 清流出版/発行
2011.8 1 冊 19cm 2600 円
四万温泉で撮影された旅館案内の看板絵収録
【上毛 11/6】
群馬に来た英国王室の犬達
HIROSHI KOYAMA/編著
2011.10 17p 47cm
著者は北群馬渋川郷土館館長

アマチュア野球 vol.31 特集ドラフト2011
日刊スポーツ出版社/発行
2011.10 113p 26cm 905 円
（ 日刊スポーツグラフ ）
藤岡貴裕氏(桐生一高出身)のインタビュー収録
安達了一氏(上武大出身)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1739 号】
映画ポスター大林コレクションⅡ～思い出のスク
リーン～ 県民と創る特別展示目録
群馬県立歴史博物館/発行
2011.10 12p 30cm
【受贈】

【受贈】

県営彦根製糸場の誕生 富岡製糸場との関連を中
心に
筒井正夫/著 2011 [18p] 30cm
『彦根論叢№３８９』抜刷
【受贈】

CUT CAT BEATLES
横倉絹枝/切り絵
[2011.11] 1900 円
横倉氏は前橋市在住

国鉄アプト式電気機関車 上
小林正義/著 ネコ・パブリッシング/発行
2011.11 47p 26cm 1200 円
（ RM LIBRARY 147 ）
碓氷線略史収録
【TRC 新刊案内 1741 号】

【群馬よみうり 11/11】

[韓国･台湾のハンセン病療養所入所者らが日本に
補償を求め闘争した際の写真集]
吉幸ゆたか/撮影
[吉幸ゆたか･吉幸かおる/編集･発行]
[2011.10] A3 判
吉幸氏は高崎市在住、群馬･ハンセン病訴訟を
支援しともに生きる会会員
【朝日 10/21】

子どもに絶対ウケる!「パパ鉄」バイブル 大満
足の全国鉄道スポット55
笹田昌宏/著 講談社/発行
2011.10 126p 21cm 1200 円
（ 講談社の実用 BOOK ）
列車のレストラン清流(わたらせ渓谷鐵道)に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 1741 号】

企画展 No.８８ 松本竣介とその時代
大川美術館(桐生市)/発行
2011.10 73p 24cm
【受贈】

治山事業及び保安林制度のあらまし
群馬県/発行
2011.8 61p 30cm

群馬県美術品等取得基金運用状況書
群馬県/発行
2011 [4p] 30cm

鳥獣保護区等位置図 平成２３年度
群馬県/発行
2011.10 折りたたみ 88 × 125cm

平成23年度
【受贈】

平成22年度
【受贈】

【受贈】

富岡製糸場事典
富岡製糸場世界遺産伝道師協会/編
上毛新聞社/発行
2011.11 236p 図版 24p 19cm 1500 円
（ シルクカントリー双書 8 ）
【上毛 11/21、TRC 新刊案内 1743 号】

8 語学

中山道69次を歩く 究極の歩き方120 改訂版
岸本豊/著 信濃毎日新聞社/発行
2011.10 192p 21cm 1700 円
【TRC 新刊案内 1742 号】
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東京百年散歩 田山花袋「東京とその近郊」編
田山花袋/著 歴史街歩き同好会/編
辰巳出版/発行
2011.11 167p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1740 号】

9 文学
ありがとう私のいのち 星野富弘詩画集
星野富弘/著 学研パブリッシング/発行
2011.11 80p 24cm 1000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1741 号】

沼田剣史秘話
岸大洞/著 岸卓志/発行
2008.8 325,5p 26cm
法神流剣士須田房吉(勢多郡深山村生まれ)の生
涯を描いた物語
著者は沼田市生まれ
【受贈】

烏賊の街 詩集
奥重機/著 草原舎/発行
2011.10 136p 21cm 1800 円(税込)
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 11/20】

沼田の詩歌
岸大洞/著 岸卓志/発行
2009.10 239p 22cm
著者は沼田市生まれ

風邪には風－草野心平の前橋時代 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
2011.11 67p 26cm
【受贈】

萩原朔太郎
野村喜和夫/著 中央公論新社/発行
2011.11 278p 20cm 1600 円
（ 中公選書 002 ） 【TRC 新刊案内 1742 号】

我欲
茂木一通/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2011.10 474p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1739 号】

目白雑録(ひびのあれこれ) ３
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2011.11 265p 15cm 940 円
（ 朝日文庫 か 30-6 ）
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1741 号】

原色の想像力 創元SF短編賞アンソロジー
大森望･日下三蔵･山田正紀/編
東京創元社/発行
2010.12 506p 15cm 1100 円
（ 創元 SF 文庫 SF ん 3-1 ）
｢時計じかけの天使｣永山驢馬(桐生市出身)/著
収録
【桐生タイムス 11/24】

文政水滸傳
岸大洞/編 岸卓志/発行
2008.8 5,290,4p 26cm
岸大洞氏は沼田市生まれ

真田三代 上
火坂雅志/著 NHK 出版/発行
2011.10 469p 20cm 2000 円
【上毛 11/13、TRC 新刊案内 1740 号】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第２５回
第２４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
2011.9 85p 26cm
【 受 贈】

真田幸村見参!
園田豪/著 郁朋社/発行
2011.11 177p 19cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1741 号】

〔2011.12〕

【受贈】

松の聲 歌集
荒木さわ子/著 けやき書房(前橋市)/発行
2011.9 269p 22cm
（ 地表叢書 第 138 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/20】

真田三代 下
火坂雅志/著 NHK 出版/発行
2011.10 469p 20cm 2000 円
【上毛 11/13、TRC 新刊案内 1740 号】

水馬 詩集
田村雅之/著 白地社/発行
[2011.11] 3150 円
著者は高崎市出身

【受贈】

めたぼびっちの江戸さんぽ
めぐろみさと/著
[2011.11] 1900 円
著者は前橋市在住
【群馬よみうり 11/11】

【上毛 11/6】

-6-

食物本草を読む 食べ物で防ぐ自殺･認知症･ひき
こもり
青木すみゑ/著 角川学芸出版/発行
[2011.11] 1260 円
著者は南牧村生まれ
【上毛 11/6】

県関係者の一般著作
明日は騒乱罪 学校にない教科書
糸井重里/ほか著 戸井十月/編 第三書館/発行
2011.10 259p 19cm 1000 円
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1739 号】

「食道がん」と言われたら… 手術で食道を切除
した場合の食道再建 永久気管孔も解説
桑野博行･宮崎達也/著 保健同人社/発行
2011.11 143p 21cm 1500 円
( お医者さんの話がよくわかるから安心できる )
桑野氏は群馬大学大学院病態総合外科学(第一
外科)教授
宮崎氏は群馬大学病態総合外科学助教
【TRC 新刊案内 1742 号】

新しい建築のみかた デザインとエンジニアリン
グが融合した建築のたのしみかたつくりかた
斎藤公男/著 エクスナレッジ/発行
2011.10 175p 26cm 2400 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1741 号】
いい歯医者、悪い歯医者の見分け方 知らないと
怖い!
丸橋賢/編著 PHP 研究所/発行
2011.11 253p 15cm 619 円
（ PHP 文庫 ま 46-1 ）
丸橋氏は丸橋全人歯科(高崎市)院長
【ぐんま経済 11/10、TRC 新刊案内 1741 号】

図解基礎からわかる品質管理 QCのスペシャリス
トが教える!
市川享司/著 ナツメ社/発行
2011.12 239p 21cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1742 号】
世界一ダメになった日本人の子育て
渡部平吾/著 ごま書房新社/発行
2011.11 188p 19cm 1200 円
著者はパンジー保育園(渋川市)園長
【受贈、上毛 11/26、TRC 新刊案内 1740 号】

いま《アジア》をどう語るか
有馬学･松本健一/編著 弦書房/発行
2011.11 200p 19cm 1900 円
松本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1740 号】
怒る技術 やさしいだけじゃ、部下は動かない
安藤俊介/著 PHP 研究所/発行
2011.11 187p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1739 号】

彫刻刀で楽しむ仏像 弥勒菩薩・薬師如来
関侊雲･紺野侊慶/監修
スタジオタッククリエイティブ/発行
2011.9 168p 26cm 2500 円
関氏は前橋市在住
【上毛 11/26】

桁違い効果の経営戦略 新製品・新事業のビジネ
スモデル創造
石川昭･税所哲郎/編著 芙蓉書房出版/発行
2011.10 242p 22cm 2500 円
税所氏は群馬大学社会情報学部･大学院社会情
報学研究科教授
【TRC 新刊案内 1739 号】

電波とアンテナが一番わかる 多彩な用途を実現
する電波の不思議 アンテナのパフォーマンス
小暮裕明･小暮芳江/共著 技術評論社/発行
2011.11 222p 21cm 1880 円
（ しくみ図解 019 ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1740 号】

30代を後悔しない50のリスト 1万人の失敗談か
らわかった人生の法則
大塚寿/著 ダイヤモンド社/発行
2011.10 243p 19cm 1429 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1740 号】

バス・トラック
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2011.10 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 6 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1739 号】

仕事で差がつく「超」手帳術 和田裕美/糸井重
里/小山龍介…人気講師陣の手帳術公開!
学研パブリッシング/発行
2011.10 98p 29cm 838 円
（ Gakken Mook ）
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1739 号】

P&Gで学んだ世界一やさしいビジネス英語 今す
ぐ使える<聞く・話す・書く>テクニック
高田誠/著 ダイヤモンド社/発行
2011.10 214p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1740 号】
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〔2011.12〕

暇と退屈の倫理学 人間らしい生活とは何か?
國分功一郎/著 朝日出版社/発行
2011.10 362,36p 19cm 1800 円
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【TRC 新刊案内 1739 号】

電子資料

復元幻の大寺院 新薬師寺の謎に挑む
NHK「復元幻の大寺院」プロジェクト/編
NHK 出版/発行
2011.3 211p 20cm 1800 円
執筆者の山岸公基氏は高崎高校出身
【朝日 11/29】
富豪への道と美術コレクション 維新後の事業家
・文化人の軌跡
志村和次郎/著 ゆまに書房/発行
2011.10 234p 20cm 1800 円
（ ゆまに学芸選書 ULULA 4 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1741 号】
ランニングの世界１２ 特集大震災を超えて走る
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2011.10 164p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1739 号】

視聴覚資料
片貝夢まつり/アイラブ前橋Ⅱ（CD）
沢田知佳/歌 下境和男/作詞 武野良/作曲
[2011.11] 1200 円
｢片貝夢まつり｣は前橋市片貝地区の名所や名物
を題材にした曲
沢田氏は前橋を拠点にする演歌歌手
下境氏は前橋市在住【上毛 11/23、朝日 11/29】
こいざくら（CD）
吉野桜子/歌 東卓美/作詞･作曲
[2011.11]
桜山公園(藤岡市)の冬桜を題材にした演歌
東氏は藤岡市在住
【上毛 11/27】

〔2011.12〕
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