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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年１０月分
No.２９９

あきらめから希望へ 高木仁三郎対論集
高木仁三郎･花崎皋平/著 七つ森書館/発行
2011.10 10,344p 19cm 2000 円
高木氏は前橋市出身【TRC 新刊案内 1737 号】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 11 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

岩宿時代 常設展示解説図録
岩宿博物館/編集
2011.3 89p 30cm

・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。

改訂版
【 受 贈】

内村鑑三とともに 新装版
矢内原忠雄/著 東京大学出版会/発行
2011.9 2,3,552p 20cm 4000 円
【TRC 新刊案内 1736 号】

・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。

駅から観タウン 高崎･前橋･渋川･沼田･上毛高原
駅発 手軽で、おトクなタクシー観光
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011] 折 り た た み 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。

駅から観タウン 高崎･前橋･渋川･沼田･上毛高原
駅発 手軽で、おトクなタクシー観光 JR東日本
小さな旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.4] 23p 30 × 11cm
【受贈】

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２２年度
岩宿博物館/編集･発行
2011.5 46p 30cm

駅長おすすめ旬のたび ぐんま
･伊香保
[JR 東日本旅客鉄道/発行]
[2011.7] 10p 30cm

【 受贈 】

【受贈】

SLで行く 上越線･信越線の旅 改訂版 JR東日
本小さな旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.7] 11p 30cm
【受贈】

桐生市宮川家文書目録 桐生市立図書館蔵
桐生市立図書館/発行
2011.3 [5,]85p 30cm
【受贈】
群馬県の図書館２０１１
群馬県立図書館/発行
2011 5,90p 31cm

草津･四万･水上

お得なタクシー観光 JR東日本小さな旅 高崎･
伊香保･四万･水上･前橋エリア
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.5] [14p] 30 × 11cm
【受贈】

【 自館 作成 】

[小幡藩織田家関係年表･家系図]
長岡今朝吉記念ギャラリー(甘楽町)/作製･販売
[2011.10] 各 70 円
【上毛 10/6】

1 哲学･宗教

加藤仡夫 清国辛亥革命に散華した館林人とその
時代
岡本武/著 秋元会･館林秋元藩史研究会/発行
2010.11 51p 22cm
著者は館林市在住
【受贈】
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〔2011.11〕

上落合ふるさと史 あゆみ
上落合ふるさと史会(藤岡市)/発行
[2011.10] 117p A4 判
【上毛 10/5】

山王廃寺（さんのうはいじ） 平成２１年度調査
報告
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2011.2 6,89p 写真図版 4,16p 30cm【受贈】

北関東川紀行 ３ 利根川
栗村芳實･東敏雄/編 随想舎/発行
2011.9 175p 21cm 1500 円
【上毛 10/9、TRC 新刊案内 1736 号】

下請社長、正義に生きる 伊勢崎の機屋のせがれ、
信念を貫き通す
岡部吉之/著 文芸社/発行
2011.11 314p 20cm 1500 円
著者は桐生市在住
【受贈、上毛 10/16】

９月は群馬鉄道月間 ９月の群馬県は、イベント
列車の運転や鉄道イベントが目白押し!! JR東日
本小さな旅
[上信電鉄・上毛電気鉄道・わたらせ渓谷鐵道
・東部鉄道･JR 東日本/発行]
[2011.8] [12p] 30 × 11cm
【受贈】

正真正銘五ツ星源泉宿66 ヴィジュアル版
小森威典/著 祥伝社/発行
2011.10 221p 18cm 1000 円
（ 祥伝社新書 253 ）
草津に関する記述あり【TRC 新刊案内 1738 号】

国指定史跡山王廃寺跡～古代の前橋へタイムトリ
ップ～ よみがえる白鳳の世界へ
前橋市教育委員会管理部文化財保護課/発行
2011.5 15p 30cm
【 受贈 】

総社町屋敷南遺跡２（そうじゃまちやしきみなみ
いせきに）市道１８－４４９、１８－４５７号線
道路改良工事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
2011.8 10p 写真図版 2,2p 30cm
【受贈】

暮らし息づく田中島町ガイド 風景が語るわたし
たちの昨日、今日、明日
[田中島町区役員･町民有志/作成]
[2011.10]
【上毛 10/13】

第１９回特別展 豪族居館三ッ寺Ⅰ遺跡のすべて
－出土品を総覧する－
高崎市等広域市町村圏振興整備組合立かみつけ
の里博物館/企画･編集
2010.9 67p 30cm
【 受 贈】

クルマで行く山関東周辺ベストコース50
佐々木亨/著 山と溪谷社/発行
2011.10 127p 21cm 1800 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
関越道沿線(赤城山、谷川岳、平ヶ岳など)、上
信越道道沿線(妙義山、荒船山、草津白根山な
ど)に関する記述あり【TRC 新刊案内 1735 号】

たかさきあそび 観音山ハイキング版Ver.１ 観
音山ハイキングコース
高崎市体験観光づくり研究会/企画･編集･発行
[2011] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

ぐんま花ログ 花の魅力で"ぐんまの旅”をもっ
と楽しく!! JR東日本小さな旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.6] 15p 30 × 11cm
【受贈】

たかさきあそび 歴史版Ver.１ ぶらり高崎城址
と下町めぐり～高崎の歴史と文化探索～
高崎市体験観光づくり研究会/企画･編集･発行
[2011] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】
旅の手帖 みなかみ もくもくSLに乗っていく
[JR 東日本旅客鉄道/発行]
[2011] [4p] 30cm
『旅の手帖２０１１年８月号』に掲載の記事を
抜粋した特別版
【受贈】

GUNMA MARCO(グンママルコ) ２０１１
扶桑社/編集 東部鉄道営業部開発宣伝課/発行
2011.7 7p 30cm
【受贈】
上野国府跡 解明！古代群馬の中心
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2011.3 [4p] 30cm
【受贈】

富岡製糸場周辺さん歩 見る!学ぶ!遊ぶ!歴史も
グルメも! JR東日本小さな旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.8] [16p] 30 × 11cm
【受贈】

個室露天&貸し切り風呂の宿 おこもり温泉でほ
っこりなごむ
スターツ出版/発行
2011.11 138p 29cm 838 円
（ スターツムック ）
草津に関する記述あり【TRC 新刊案内 1738 号】

〔2011.11〕

夏のおでかけNEWS 列車で群馬の旅をもっと楽し
む。
JR 東日本高崎支社/発行
[2011] 折 り た た み 30cm
【受 贈】
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南牧谷戦国史
南牧郷土研究会/発行
[2011.10] 136p B5 判

元総社蒼海遺跡群（２８）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんにじゅうはち）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
前橋埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2010.3 132p 写 真 図 版 2,33p 30cm【 受 贈 】

【上毛 10/12】

日本図誌大系 普及版 関東２ 千葉県 茨城県
栃木県 群馬県
山口恵一郎/編集者代表 朝倉書店/発行
2011.9 286p 31cm 18000 円
【TRC 新刊案内 1737 号】

元総社蒼海遺跡群（３４）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうよん）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
技研測量設計/編集
前橋埋蔵文化財発掘調査団/発行
2011.3 3,44p 写真図版 2,12p 30cm【受贈】

日本のパワースポット案内巨石巡礼50
岡田謙二/著 秀和システム/発行
2011.10 207p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1737 号】

元総社蒼海遺跡群（３５）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうご）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
前橋埋蔵文化財発掘調査団/発行
2011.2 64p 写真図版 2,14p 30cm 【受贈】

パリで娘が殺された 藤生朱美殺害事件とフラン
スの刑事裁判参加の体験
藤生好則/著 白井孝一/監修 草土文化/発行
2011.10 285p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1738 号】
前橋市大室古墳群～前二子古墳･中二子古墳･後二
子古墳･小二子古墳～ 第２版
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.3 19p 30cm
【 受贈 】

元総社蒼海遺跡群（３６）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんさんじゅうろく）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
スナガ環境測設/編集 前橋市教育委員会/発行
2011.3 56p 写真図版 2,17p 30cm 【受贈】

前橋城（南曲輪地点№２）（まえばしじょうみな
みくるわちてんなんばーに）都市計画道路前橋公
園通線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
前橋教育委員会/編集･発行
2010.12 15p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

元総社明神遺跡ⅩⅢ（もとそうじゃみょうじんい
せきじゅうさん）土地区画整理事業に先立つ埋蔵
文化財発掘調査概報
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
1997.3 4,20p 写真図版 6p 付図 1 枚 26cm
【受贈】

前橋に、なる。 ミもココロも ２０１１前橋観
光ガイドブック
前橋市商工観光部観光部/発行
[2011] [6p] 30cm
【受贈】

両毛線沿線のほほん着物さんぽ JR東日本小さな
旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2011.6] 23p 30 × 11cm
【受贈】

みんな大好き!鉄道スタンプラリー SL＆リゾー
トトレイン＆鉄道ミュージアム スペシャルイベ
ント JR東日本小さな旅
JR 東日本企画高崎支店/企画･編集
東日本旅客鉄道/発行
【受贈】
[2011.7] [16p] 30 × 11cm

六供遺跡群№６（ろっくいせきぐんなんばーろく）
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
スナガ環境測設/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2010.12 36p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（２７）（もとそうじゃおうみ
いせきぐんにじゅうなな）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
前橋埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2010.3 140p 写 真 図 版 2,32p 30cm【 受 贈 】
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〔2011.11〕

税務概要 平成２３年度
総務部税務課･納税課/編集
2011.9 39p 30cm

3 社会科学
太田市議会４年のあゆみ 平成１９年４月～平成
２３年３月
太田市議会/編集・発行
2011.6 174p 21cm
【受贈】
教育行政要覧 平成２３年度
みなかみ町教育委員会/発行
2011 82p 30cm
教育便覧 平成２３年度
群馬県教育委員会/発行
2011.9 79p 21cm

【受贈】

【 受贈 】

分権化時代の地方公共団体経営論 公民の望まし
い役割分担について考える
河藤佳彦/著 同友館/発行
2011.9 8,297p 21cm 2800 円
高崎の事例収録
著者は高崎経済大学地域政策学部・同大学院地
域政策研究科教授 【TRC 新刊案内 1737 号】

【受贈】

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２３年度作成
前橋市社会福祉協議会/発行
2011 55p 30cm
【受贈】
前橋市社協ガイド だれもが安心して暮らせるま
ちへ
前橋市社会福祉協議会/発行
[2011] [4p] 30cm
【受贈】

【受贈】
平成２３年度

前橋の福祉 平成２３年作成
前橋市福祉部/発行
2011 123p 30cm

【受贈】

消費者行政の概要 平成２３年度
（平成２３年度消費者施策と平成２２年度実績）
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2011.9 100p 30cm
【受贈】

〔2011.11〕

【受贈】

福祉･介護 みんなで支えあいともに生き、とも
に暮らせるまちづくり
前橋市社会福祉協議会/発行
[2011] [4p] 30cm
【受贈】

【受贈】

事業概要 平成２２年度
群馬県利根沼田県民局利根沼田保健福祉事務所
/発行
[2011] 59p 30cm
【受贈】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３３回
吾妻教育事務所/発行
2011.10 18p 30cm

小さなあしあと 今生塾十五年史
NPO 法人今生塾(前橋市)/発行
2011.8 152p 30cm

鳩山民主党とその時代
中島政希/著 東洋出版/発行
2011.10 300p 20cm 1800 円
（ 中島政希評論集 1 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1738 号】

群馬県統計年鑑 第５７回（平成２３年刊行）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2011.9 6,288p 30cm
【受贈】

市税の概要 平成２３年度
前橋市財務部・健康部/編集
前橋市財務部/発行
2011.9 73p 30cm

【受贈】

夏休み高校生ボランティア活動体験記２０１１
群馬県立図書館総務企画係(ボランティア担当)
/編集
群馬県立図書館/発行
2011.9 [53p] 30cm
【自館 作成】

群馬県議会会議録 平成23年5月定例会
自平成23年5月18日 至平成23年6月10日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2011.9 281p 30cm
【受贈】

群馬大学工業会報 No.１４５
群馬大学工業会/発行
2011.9 59,15p 30cm

地域貢献活動報告書 平成２２年度
群馬県立県民健康科学大学/発行
2011.8 178p 30cm

定例県議会議案（附予算説明書）平成２３年９月
群馬県/発行
2011.9 132p 30cm
【受贈】

業務概要 平成２３年度(平成２２年度事業実績)
群馬県心身障害者福祉センター/編集･発行
2011.8 39p 30cm
【 受贈 】

群馬県市町村要覧 平成２３年度
群馬県総務部市町村課/発行
2011.8 164p 31cm

渋川市/発行
【 受 贈】
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【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第10次鳥獣保
護事業計画（平成20年度～平成23年度）第三次報
告
群馬県/発行
2011.9 142p 30cm
【受贈】

エコブックぐんまのごみの減らしかた
群馬県/作製
[2011.10] 29p A5 判
【上毛 10/31】
環境白書 平成２３年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2011.9 183p 30cm 1750 円
【受贈】

地下水流動 モンスーンアジアの資源と循環
谷口真人/編著 共立出版/発行
2011.5 10,272p 21cm 3800 円
｢第 12 章コモンズとしての温泉―草津における
温泉の利用・管理の事例を中心に―｣関戸明子
(群馬大学教育学部教授)/著収録
【受贈】
年報 平成２２年度
前橋赤十字病院/発行
2011 249p 30cm
前橋市医師会医学講演集録
平成２０年度版
前橋市医師会/編集･発行
2011.9 140p 22cm
前橋市医師会医学講演集録
平成２１年度版
前橋市医師会/編集･発行
2011.9 115p 22cm

環境保全ハンドブック 平成２３年６月
群馬県/監修 群馬県計量協会/発行
[2011.6] B6 判 2200 円(税込)
【ぐんま経済 10/27】
橋梁補修・補強マニュアル
[県土整備部/発行]
2011.10

【受贈】
第３２集

【群馬建設 9/13】

群馬の注文住宅 ２０１１秋冬
リクルート/発行
[2011.10] 380 円

【上毛 10/22】

【 受贈 】
米粉のお店、増えてますよ。
群馬県米粉利用推進協議会/発行
[2011.10] 折りたたみ 21 × 30cm

第３３集
【 受贈 】

【受贈】

前橋旨いもんＭＡＰ ２０１１秋
月刊ヴィアン編集部/編集･制作･発行
[2011.10] 折りたたみ 25 × 45cm【受贈】
まえばしのかんきょう 平成２３年度版
前橋市環境部環境政策課/編集
2011.9 141p 30cm
【受贈】
そばめぐり 群馬のおいしいおそば５０選
上毛新聞社/発行
[2011.10] 128p A5 判 [1200 円]
【上毛 10/3】
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

観光の空間 Spaces for Tourism 視点とアプロ
ーチ
神田孝治/編著 ナカニシヤ出版/発行
2009.10 4,284p 21cm 2900 円
｢戦前期における鉄道旅行の普及と草津温泉の
変容｣関戸明子(群馬大学教育学部教授)/著収録
【受贈】

風の詩 詩画集
堀田文近/詩･画
[2011.10] 92p A4 判 17000 円
堀田氏は渋川市在住 【群馬よみうり 10/14】
関東周辺個人美術館めぐり お気に入りの作家の
作品につつまれる幸せ
日本出版社/発行
2011.10 143p 21cm 952 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1738 号】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成23年6月1日現在
群馬県産業経済部商政課/発行
2011 17p 21 × 30cm
【受贈】
群馬の農業 平成２３年度
群馬県農政部農政課/編集･発行
2011 40p 30cm
[上毛電気鉄道の絵はがき]
イワサキヒロシ/画
[2011.9] 8 枚 15 × 10cm
イワサキ氏は前橋市在住

GUNMAジュニアサッカーグラフ２０１１
上毛新聞社/販売
[2011.10] 106p 変形 A4 判 2000 円
【上毛 10/26】

【受贈】

スケさんと小屋の５０年 －入沢祐明写真集－
尾瀬沼畔･長蔵小屋(片品村)/発行
2009.3 1 冊 19 × 23cm 1000 円
入沢氏は片品村生まれ
【受贈】

【受贈】

霜災懲怨(恐)之碑 安中市原市二丁目(絹笠神社
境内) 自主研究レポート
町田睦/著･発行
2011.9 24p 30cm
町田氏は前橋市在住
【受贈】
地価調査基準地価格（付
平成２３年
群馬県/発行
2011 131p 30cm

素敵な四季の絵だより 身近なもので簡単手作り
改訂版
田中ゆみ/著 木耳社/発行
2011.9 79p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1735 号】

基準地案内図）
[童謡と唱歌と心の歌の集い 歌集]
[ふれんずサロン(桐生市)/発行]
[2011.10]
【上毛 10/8】

【受贈】

明治・大正・昭和懐かしの鉄道遺産を旅する カ
ラー版
南正時/著 実業之日本社/発行
2011.10 190p 18cm 1000 円
（ じっぴコンパクト新書 090 ）
碓氷峠鉄道文化むらに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1738 号】

BUCK-TICK～since 1985-2011～ 史上最強のROCK
BAND
アイピーコーポレーション/発行
2011.10 97p 26cm 1143 円
（ MS ムック ）
BUCK-TICK の櫻井敦司･今井寿･星野英彦は藤
岡市出身、樋口豊･ヤガミトールは高崎市出身
【TRC 新刊案内 1735 号】

わたらせ渓谷鉄道(足尾鉄道) 絵はがき
イワサキヒロシ
[2011.10] 17 枚 10 × 15cm
イワサキ氏は前橋市在住
【受贈】

ミニシアター巡礼
代島治彦/著 大月書店/発行
2011.9 350p 19cm 2500 円
シネマテークたかさきに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1735 号】
油彩－尾瀬 星兼雄画文集
尾瀬沼畔･長蔵小屋(片品村)/発行
2004.2 1 冊 19 × 23cm 1200 円
蝋画を描く 松田方子の世界
松田方子/作
[2011.10]
松田氏は前橋市在住

〔2011.11〕
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【受贈】

【上毛 10/25】

淵

8 語学

第１９３号
淵の会/発行
2011.9 40p 21cm 500 円
｢根扱ぎ草｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

不愉快な本の続編
絲山秋子/著 新潮社/発行
2011.9 147p 20cm 1200 円
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1737 号】

9 文学

宮澤賢治をめぐる冒険 水や光や風のエコロジー
新装版
高木仁三郎/著 高頭祥八/絵 七つ森書館/発行
2011.10 5,152p 19cm 1300 円
著者は前橋市出身 【TRC 新刊案内 1737 号】

癌･転移再発への懸念 闘病体験記･最終章
都丸信二/作
[2011.10] [2p] 21 × 30cm
都丸氏は渋川市在住
【受贈】

妖精のぼうし、おゆずりします。
あんびるやすこ/作･絵 PHP 研究所/発行
2011.10 79p 22cm 1100 円
（ とっておきのどうわ ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1736 号】

きりふ 第二百八十七号 川島喜由の桐生俳句史
喜淡庵 川嶋伸行/発行
2011.9 283p 22cm
川嶋伸行氏は桐生市在住
【受贈、桐生タイムス 10/3】
真田三代 上
火坂雅志/著 NHK 出版/発行
2011.10 469p 20cm 2000 円
【上毛 10/29、TRC 新刊案内 1740 号】

ラジ&ピース
絲山秋子/著 講談社/発行
2011.10 177p 15cm 448 円
（ 講談社文庫 い 113-5 ）
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1738 号】

真田三代 下
火坂雅志/著 NHK 出版/発行
2011.10 469p 20cm 2000 円
【上毛 10/29、TRC 新刊案内 1740 号】

わがまま姫と魔法のバラ
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2011.10 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 38 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1737 号】

日本人の心のふるさと 良寛さんカレンダー
２０１２
市川忠夫/編著 近代映画社/発行
[2011.10] 1260 円
市川氏は群馬医療福祉大学教授【上毛 10/25】
花の日日 歌集
中島てるえ/著 けやき書房(前橋市)/発行
2011.9 245p 22cm
（ 地表叢書 第 139 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈】
百年文庫 １００ 朝
田山花袋･李孝石･伊藤 永之介/著
ポプラ社/発行
2011.10 143p 19cm 750 円
｢朝｣田山花袋/著収録【TRC 新刊案内 1738 号】
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県関係者の一般著作

視聴覚資料

足利尊氏再発見 一族をめぐる肖像・仏像・古文
書
峰岸純夫･江田郁夫/編 吉川弘文館/発行
2011.10 9,218p 20cm 2200 円
峰岸氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1738 号】
原発裁判
桜井淳/著 潮出版社/発行
2011.10 174p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1737 号】

電子資料

国家と情報 警視庁公安部「イスラム捜査」流出
資料を読む
青木理･梓澤和幸/編著 現代書館/発行
2011.10 394p 21cm 2200 円
梓澤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1738 号】
子どもを成功者にする前に読む本
田中豊治/著 文芸社/発行
[2011.10] 1575 円
著者は旧群馬町生まれ
【上毛 10/13】
試験にでる小論文「10大テーマ」の受かる書き方
大学受験
樋口裕一･山口雅敏/著 青春出版社/発行
2011.10 208p 20cm 1238 円
山口氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1736 号】
トップ営業マンになる!身近なツール65の活用術
1分でマネできる簡単なノウハウ
菊原智明/著 実務教育出版/発行
2011.9 213p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1735 号】
ラグビーの逆襲 勝手に本気に“再メジャー化計
画”!
木部克彦･四家秀治/著 言視舎/発行
2011.9 221p 19cm 1600 円
木部氏は高崎市在住
【上毛 10/16】

〔2011.11〕
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