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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年９月分
No.２９８

たったひとことで人生は変わる 「愛語」のすす
め
酒井大岳/著 マガジンハウス/発行
2011.8 253p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1730 号】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 10 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
・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。

2 歴史･伝記･地理
あなたにも教えたい四万温泉
木暮淳/著 上毛新聞社/発行
[2011.9] 120p A5 判 953 円
著者は前橋市在住
【上毛 9/22、朝日 9/28】

・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。

ウォーキングマップ～今より１０００歩多く歩き
ましょう～
前橋市/作製
2011.4 29p A5 判
前橋市内 23 カ所のウォーキングコースを掲載
【上毛 9/27、読売 10/12】

０ 総記

温泉ぴあ人気の湯宿 首都圏版 2012
ぴあ/発行
2011.9 112p 29cm 743 円
（ ぴあ MOOK ）
草津･四万･伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1733 号】

群馬美少女図鑑 2011AUTUMN vol.11 tradition
トロワデザイン(高崎市)/発行
2011.8 79p 21cm
【受贈】
双文 第２７号
群馬県立文書館/編集･発行
2010.3 138p 21cm

温泉&やど関東周辺 信州・新潟 '12
昭文社/発行
2011.10 237p 26cm 952 円
（ マップルマガジン ）
草津･四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】

【受贈】

高崎市の図書館 平成23年度(2011年度)要覧
高崎市立中央図書館/発行
2011.8 56p 30cm
【 受贈 】
Bee Style vol.１ ２０１０．１０－１２
中央工科デザイン専門学校 DPT クリエイター
コース１年/編集
中央工科デザイン専門学校/発行
2010.10 15p 30cm
【受贈】

感謝報恩 回想録
荻野重雄/著 あさを社(高崎市)/発行
2011.9 191p 22cm
著者は下仁田町生まれ
【受贈、上毛 9/23】
旧町名への旅 おじいちゃんとボクが訪ねた町
商工まえばし別冊
倉地啓仁/著 前橋商工会議所/発行
2011.8 48p 30cm 380 円(税込･頒価)
著者は群馬地名研究会所属【受贈、上毛 10/10】

本のパーキング １４号
hasyoma-do/発行
2011.4 14p 21cm 200 円(頒価)
｢『雪の練習生』みんなみんな練習生」アラマ
キマリコ(前橋市在住)/著収録
【受贈】
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〔2011.10〕

四国へんろめ日記 見たまま聞いたまま
池田榮一/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2011.6 296p 19cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 9/13】

日本マルチピッチフリークライミングルート図集
フリークライミング
菊地敏之/著 山と溪谷社/発行
2011.9 159p 21cm 2000 円
子持山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】

ジパングツーリング バイク旅浪漫 vol.７ 疾
れ天空ロード
ぶんか社/発行
2011.10 145p 21cm 429 円
（ ぶんか社ムック 341 ）
万座･草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】

まえばしかっ！！
中央工科デザイン専門学校 DTP クリエイター
コース２年/発行
2011.5 25p 21cm
【 受 贈】
安岡由美香のニッポン!ほっと混浴温泉めぐり
関東周辺・東北・北海道編
安岡由美香/執筆･写真･挿し絵
大黒敬太/撮影･編集･文 日本出版社/発行
2011.9 144p 21cm 952 円
宝川温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】

その後の東国武士団 源平合戦以後
関幸彦/著 吉川弘文館/発行
2011.9 9,219p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 327 ）
新田氏に関する記述あり
【上毛 9/15、TRC 新刊案内 1731 号】
館林の遺跡と古代史 館林市史 資料編１ 原始
古代
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2011.3 612p 付録地図 1 枚 27cm
【受贈、上毛 9/1】

るるぶ決定版!温泉&宿関東周辺 信州 新潟 伊豆
箱根
JTB パブリッシング/発行
2011.10 240p 26cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）
草津･四万･伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】

だって楽しい山あるき 季節に合った駅発ベスト
85コース
山中美子･関根茂子/共著
新ハイキング社/発行
2011.9 292p 21cm 1700 円
（ 新ハイキング選書 第 31 巻 ）
両毛線岩宿駅を起点とするコースの収録あり
【TRC 新刊案内 1733 号】
玉村町歴史散策マップ
玉村町/製作
[2011.9]
子供向けと大人向けの２種類あり【上毛 9/22】
玉村町歴史資料館館報 第２号
玉村町歴史資料館/編集･発行
2011.3 72p 30cm

【 受贈 】

新田岩松氏
峰岸純夫/著 戎光祥出版/発行
2011.9 282p 19cm 2400 円
（ 中世武士選書 7 ）
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1733 号】
新田邑楽の古代中世の研究
細谷清吉/著
新田邑楽の古代中世の研究刊行会/発行
2011.8 327p 19cm 2000 円
著者は邑楽町生まれ
【受贈、上毛 9/1･15】

〔2011.10〕
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消防概要 平成２３年度
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部/
編集･発行
2011.8 [4,]76p 30cm
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会会議録 平成23年第2回臨時会
平成23年5月20日 同日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2011.9 2,30p 30cm
【受贈】

藩校 人を育てる伝統と風土
村山吉廣/著 明治書院/発行
2011.5 5,321p 19cm 2200 円
前橋･高崎･沼田･安中藩に関する記述あり
【朝日 9/27】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成23年第3回
平成23年6月6日開会平成23年6月24日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2011.9 3,145p 30cm
【受贈】
介護サービス事業所マップ
伊勢崎市/発行
2011

前橋の市政概要 平成２３年度版
前橋市議会事務局/発行
2011 394p 30cm

ミラクルエイジ 創刊号 ２０１０秋
学生とシニア世代を結ぶコミュニケーションマガ
ジン
中央工科デザイン専門学校 DPT クリエイター
コース１年/編集
中央工科デザイン専門学校/発行
2010.10 15p 30cm
【受贈】

【上毛 9/8】

甘楽町立第三中学校 六十四年のあゆみ 閉校記
念誌
[閉校記念誌編集委員会/編集･発行]
[2011.9]
【上毛 9/17】
教育要覧 平成２３年度
沼田市教育委員会/発行
2011 73p 30cm

【受贈】

桐婦のあゆみ No.５１（２０１０）
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2010.7 124p 26cm

【受贈】

桐婦のあゆみ No.４６（２００５）
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2005.6 100p 26cm

【受贈】

辞める首相辞めない首相
塩田潮/著 日本経済新聞出版社/発行
2011.9 350p 18cm 950 円
（ 日経プレミアシリーズ 136 ）
福田赳夫氏、中曽根康弘氏等に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1734 号】
四十年のあゆみ 高崎市文化協会箕郷支部創立四
十周年記念誌
高崎市文化協会箕郷支部/発行
2010.11 124p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧
平成２３年４月１日現在
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2011.8 262p 30cm 910 円(税込)
こまちウェディング 冬号
ニューズライン/発行
2011.10 300 円

【ぐんま経済 9/15】

School Guide ２０１２
中央工科デザイン専門学校/発行
[2011] 58p 30cm

【受贈】

消防概要 健康で安心して暮らせる県央都市
平成２３年版
伊勢崎市消防本部/発行
2011.8 92p 30cm
【 受贈 】

-3-

〔2011.10〕

休日のごちそう食堂(レストラン) 埼玉・栃木・
茨城・群馬
休日のレストラン製作委員会/編 幹書房/発行
2011.9 127p 21cm 1238 円
【TRC 新刊案内 1734 号】

4 自然科学
群馬医学 第９３号 平成２２年度群馬県医学会
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2011.8 [11,]246p 26cm
【受贈】

桐生うどんスタンプラリー
FM 桐生･桐生地域情報ネットワーク/協力
[桐生もりあげうどん部/発行]
[2011.9]
【上毛 9/5】

群馬県沼田市白沢町ニホンオオカミ上顎骨 北群
馬渋川郷土館紀要
小山宏/著 北群馬渋川郷土館/発行
2011.8 6p 30cm
著者は北群馬渋川郷土館館長
【受贈】

群馬県企業立地マップ ２０１１〓２０１２
群馬県産業政策課/発行
2011.7 折りたたみ 63 × 86cm
【受贈】

最強エレメントケイ素の不思議
海野雅史/ほか著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.8 74p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 7 ）
海野氏は群馬大学工学部教授
【TRC 新刊案内 1730 号】

ぐんま発 G級グルメガイドブック
群馬県観光物産課/発行
[2011.9] 28p A4 判
【上毛 9/27、朝日 9/30】
これが群馬のうまいラーメン 2011-2012最新版
ニューズライン/発行
【ぐんま経済 9/15】
2011.9 AB 判 780 円

フイールド・バイオロジスト １９巻１号
（２０１０年８月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2010.8 24p 26cm
【 受贈 】

真の文明は人を殺さず 田中正造の言葉に学ぶ明
日の日本
小松裕/著 小学館/発行
2011.9 187p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1734 号】
それでも食べに行きたい辺境絶品グルメ 最寄駅
なし!唯一無二!お取り寄せ不可!
マガジンハウス/編･発行
2011.9 96p 21cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1733 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
環境白書 ２０１１年版
[群馬県環境森林部環境政策課/発行]
[2011.9] 183p A4 判 1750 円
【ぐんま経済 9/22】

ダムマニア
宮島咲/著 オーム社/発行
2011.9 4,174p 21cm 2200 円
群馬県内のダムに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1733 号】

休日のカフェめぐり 埼玉･栃木・茨城･群馬
第２版 １ カフェ好きが選んだ個性派cafe65店
休日のカフェ製作委員会/編 幹書房/発行
2011.9 110p 21cm 1238 円
【TRC 新刊案内 1732 号】

前橋・高崎・桐生とっても上等なランチ
A・R プレス/著 メイツ出版/発行
2011.9 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1731 号】

休日のカフェめぐり 埼玉･栃木・茨城･群馬 ２
カフェ好きが選んだお気に入りcafe57店
休日のカフェ製作委員会/編 幹書房/発行
2011.9 126p 21cm 1238 円
【TRC 新刊案内 1732 号】

〔2011.10〕

ラーメンマップ群馬 ２
はんつ遠藤/取材･執筆･撮影 幹書房/発行
2011.9 102p 21cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1731 号】
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

蚕にみる明治維新 渋沢栄一と養蚕教師
鈴木芳行/著 吉川弘文館/発行
2011.9 5,208p 21cm 1800 円
島村式蚕室に関する記述あり
【上毛 9/15、TRC 新刊案内 1733 号】
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
2011 10p 30cm

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３２回
[関信越音楽協会/発行]
2011 91p 26cm
【受贈】

平成22年度

ぐんま絹遺産ガイドブック
[群馬県/発行]
[2011.9] 折りたたみ

みどり市文化財マップ [改訂]
みどり市教育委員会文化財課/発行
[2011] 折りたたみ 84 × 60cm

【受贈】

山口薫全作品集
山口薫/画 東京美術倶楽部/監修･発行
求龍堂/発売
2011.7 627p 31cm 23810 円
（ 東京美術倶楽部カタログ・レゾネシリーズ ）
【上毛 10/8、TRC 新刊案内 1733 号】

【受贈】

【上毛 9/15･10/5】

群馬県水産試験場研究報告
附平成２０年度業務報告
群馬県水産試験場/発行
2009.3 26,25p 30cm

第１５号（２００９）

群馬県水産試験場研究報告
附平成２１年度業務報告
群馬県水産試験場/発行
2009.3 19,24p 30cm

第１６号（２０１０）

甦る「聖天山本殿」と上州彫物師たちの足跡
阿部修治/著 さきたま出版会/発行
2011.8 134p 21cm 1800 円
高松又八郎氏(旧勢多郡東村)、関口丈治郎氏(旧
黒保根村)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1731 号】

【受贈】

【受贈】

8 語学

群馬伝統銭湯地図２０１１
抜井諒一/監修 群馬伝統銭湯協会/作成
[2011.9]
抜井氏は高崎市在住
【産経 9/8】
研究報告 第１６号
群馬県林業試験場/編集
2011.4 72p 30cm

【受贈】

【受贈】

関東直売所&産直スポット得こだわり徹底ガイド
東京・神奈川・千葉 埼玉・茨城・栃木・群馬
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2011.9 144p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1731 号】
業務報告 平成２２年度(２０１０)
群馬県林業試験場/発行
2011.4 101p 30cm

群馬篆刻協会展 第１９回・第２０回
群馬篆刻協会/発行
2011 70p 26cm

【受贈】

古代官道の歴史地理
木本雅康/著 同成社/発行
2011.8 10,289p 22cm 7000 円
（ 同成社古代史選書 9 ）
東山道武蔵路に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1732 号】
前橋の農業 平成２３年度
前橋市/発行
2011 115p 30cm

【受贈】
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〔2011.10〕

誘う森
吉永南央/著 東京創元社/発行
2011.8 333p 15cm 800 円
（ 創元推理文庫 M よ 3-1 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1731 号】

9 文学
会津八一と吉野秀雄
伊丹末雄/著 青簡舎/発行
2011.8 3,245p 22cm 3200 円
吉野氏は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1733 号】
おこうおばさんの平和のいのり 紙芝居
宮川ひろ/脚本 梅田俊作/絵 童心社/発行
2011.9 16 場面 27 × 39cm 2300 円
（ かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから ）
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1734 号】

多喜二奪還事件８０周年記念論文集
[伊勢崎・多喜二祭実行委員会/発行]
[2011.9] 1575 円
【上毛 9/6】

おばあちゃんのおはぎ
野村たかあき/作・絵 佼成出版社/発行
2011.9 32p 25cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1733 号】

豊臣蒼天録 1 二条城の変
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2011.9 241p 18cm 933 円
（ 歴史群像新書 340-1 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1732 号】

風の音 歌集
本山秀子/著 風書房(伊勢崎市)/発行
2011.8 136p 19cm
著者は渋川市生まれ
【受贈】
かぶらの里の童謡詩人
宮前利保子/著
[2011.9]
著者は富岡市在住

橋本暮村

泣き虫五年 由上修三随想集
由上修三/著 落合延孝/発行
2011.8 218p 19cm
著者は元「群馬評論」代表
落合氏は前橋市在住
【受贈、上毛 9/4】

【上毛 9/14】

癌からの生還 闘病体験記 [追補版]
都丸信二/作
[2011.8] [9p] 21 × 30cm
都丸氏は渋川市在住

母の手箱
HIROHITO.M/著 茂木裕仁(高崎市)/発行
2011.9 177p 19cm
著者は高崎市在住
【受贈、産経 9/28】

【受贈】

きらめきハートのドレス
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2011.9 127p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 27 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1732 号】

百年文庫 87 風
徳冨蘆花･宮本常一･若山牧水/著
ポプラ社/発行
2011.8 179p 19cm 750 円
｢漁師の娘｣徳冨蘆花/著･｢みなかみ紀行｣若山牧
水/著収録
【TRC 新刊案内 1730 号】

草すべり その他の短篇
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2011.9 251p 16cm 571 円
（ 文春文庫 な 26-18 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1732 号】

淵

月照寺明石柿本社奉納和歌集
鶴崎裕雄･神道宗紀/編著 和泉書院/発行
2011.8 10,563p 22cm 10000 円
神道氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1731 号】

第１９２号
淵の会/発行
2011.7 40p 21cm 500 円
｢民主と自由｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

本当におもしろい警察小説ベスト100 書評家お
すすめ国産70+海外30作品!!
洋泉社/発行
2011.9 207p 21cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
横山秀夫氏(群馬県在住)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1732 号】

小諸･藤村文学賞入選作品集 第１７回
小諸市･小諸市教育委員会/発行
2011.8 125p 26cm
｢助手席の人｣飯塚洋子(渋川市在住)/著収録
【受贈】

〔2011.10〕

作家と温泉 お湯から生まれた27の文学
草彅洋平/編
河出書房新社/発行
2011.1 119p 21cm 1700 円
（ らんぷの本 ）
草津温泉、法師温泉、四万温泉に関する記述あ
り
【購入、朝日 9/13】
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椛の記
杉田璋郎/著
[2011.9] 2 分冊
第 1 分冊：94p 21 × 15cm
第 2 分冊：35p 13 × 18cm
上毛新聞の｢ひろば｣欄掲載された文章他収録
【上毛 9/29】

ここから学ぶ茶室と露地
飯島照仁/著 淡交社/発行
2011.9 295p 21cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1731 号】
心のコリをほぐす50の方法
中山庸子/著 中経出版/発行
2011.9 190p 15cm 533 円
（ 中経の文庫 な-4-5 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1732 号】

60歳のラブレター 夫から妻へ、妻から夫へ
NHK 出版/発行
2011.10
斎田千鳥氏(高崎市在住)の作品収録
【上毛 9/17】

古墳時代
右島和夫･千賀久/著 河出書房新社/発行
2011.8 143p 23cm 2800 円
（ 列島の考古学 ）
右島氏は群馬県文化財保護審議会委員
【TRC 新刊案内 1730 号】

[60歳のラブレター作品集]
[斉田昌男/発行]
[2011.9]
斎田昌男･千鳥夫妻(高崎市在住)の２人のラブ
レターを収録
【上毛 9/17】

歯周病治療とインプラント治療 快適な人生を送
るために
中島和敏/著 上毛新聞社事業局出版部/発売
2011.7 122p 21cm 800 円
著者は中島歯科医院(桐生市)院長
【桐生タイムス 9/5、TRC 新刊案内 1732 号】
職業は武装解除
瀬谷ルミ子/著 朝日新聞出版/発行
2011.9 203p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1734 号】

県関係者の一般著作
「怒り」のマネジメント術 できる人ほどイライ
ラしない
安藤俊介/著 朝日新聞出版/発行
2011.9 207p 18cm 720 円
（ 朝日新書 313 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1734 号】

世界の名車をめぐる旅
高島鎮雄/著 二玄社/発行
2011.8 238p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1731 号】
誰も教えてくれないセールスの教科書
菊原智明/著 ぱる出版/発行
2011.9 207p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1732 号】

雁金屋御画帳の研究 小西家伝来尾形光琳関係資
料にみる小袖文様
塚本瑞代/著 中央公論美術出版/発行
2011.9 432p 33cm 33000 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1734 号】

地域政策学事典
増田正･友岡邦之/編著 勁草書房/発行
2011.8 6,293p 21cm 3000 円
増田氏は高崎経済大学地域政策学部教授・企画
委員長
友岡氏は高崎経済大学地域政策学部准教授
【TRC 新刊案内 1732 号】

環境規制の政策評価 環境経済学の定量的アプロ
ーチ
有村俊秀･岩田和之/共著
Sophia University Press 上 智大学出版/発行
2011.9 234p 21cm 1800 円
岩田氏は高崎経済大学地域政策学部専任講師
【TRC 新刊案内 1734 号】

はたらくくるまだいしゅうごう100
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2011.9 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1734 号】

起業プロフェッショナルの条件
高橋行憲/著
幻冬舎メディアコンサルティング/発行
2011.8 194p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1730 号】

-7-

〔2011.10〕

人は上司になるとバカになる
菊原智明/著 光文社/発行
2011.8 195p 18cm 740 円
（ 光文社新書 533 ）
著者は関東学園大学経済学部講師
【TRC 新刊案内 1730 号】

視聴覚資料
大手町慕情/亀泉慕情（CD）
橘葉子/唄 岩井田みき子/作詞 南浩二/作曲
双葉あきら/編曲
藍きよ美/唄 藤本秀伎/作詞 高坂のぼる/補作
詞 南浩二/作曲 双葉あきら/編曲
[2011.8] 4 曲
岩井田氏は前橋市在住
【受贈】

ひとはなぜ乳房を求めるのか 危機の時代のジェ
ンダー表象
山崎明子･黒田加奈子/著 青弓社/発行
2011.8 213p 19cm 1600 円
（ 青弓社ライブラリー 70 ）
黒田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1731 号】

ナイトイン伊勢崎 新デュエット版（CD)
テリー市川＆松嶋麻未/歌 礼恭司/作詞
伴謙介/作曲 川端マモル/編曲
2011.9
テリー市川氏は伊勢崎市在住【いせさき 9/9】

自然の奥の神々 哲学者と共に考える環境問題
内山節/文 秋月岩魚/写真 宝島社/発行
2010.5 157p 25cm 1300 円
内山氏は東京と群馬の二重生活を続ける
【TRC 新刊案内 1734 号】

虹の街（DVD）
藤橋誠/監督･脚本･撮影･編集
中央総合学院メディア開発センター/制作
2010 本編 71 分
高校生キャストは前橋市在住もしくは前橋市内
の高校に通う実際の高校生の前橋市民映画
【受贈】

ほぼ日手帳公式ガイドブック ２０１２ どの日
も、どの日も、大切な日。
ほぼ日刊イトイ新聞/編著
マガジンハウス/発行
2011.8 141p 21cm 1500 円
ほぼ日刊イトイ新聞は糸井重里氏(前橋市生ま
れ）が主宰
【TRC 新刊案内 1731 号】

街の記憶 平成20ｰ22年度群馬大学地域貢献事業
(社会情報学部) 前橋コミュニティ･デジタルア
ーカイヴ（DVD）
群馬大学社会情報学部/企画･制作
[2011.9] 約 270 分
【受贈、上毛 9/20】

れっしゃだいしゅうごう100
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2011.9 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1734 号】

レミニセンス（CD）
山中千尋/演奏
[2011.9]
山中氏は桐生市出身

【上毛 9/9】

電子資料
群馬県水産試験場研究報告 第１５号･第１６号
（附平成２０年度･平成２１年度業務報告）
（CD-ROM）
群馬県水産試験場/発行
2010.3
【受贈】
事業概要 平成２３年版（平成２２年度実績）
（CD-ROM）
群馬県中央食肉衛生検査所/発行
[2011.8]
【受贈】

〔2011.10〕
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