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縁結び暦・源流の風景 ２０１１年 カレンダー
群馬県観光協会･吉野川交流推進会議･筑後川流
域連携倶楽部/発行
[2010.12]
坂東太郎(利根川)に関する記事あり
【上毛 12/15】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 1 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

老いのレッスン 2 これが私の生きる道
佼成出版社/発行
2010.11 308p 19cm 1500 円
｢人生の遠近法-光と影を追って｣司修(群馬県生
まれ)/述収録
【TRC 新刊案内 1695 号】

・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。

小栗上野介 忘れられた悲劇の幕臣
村上泰賢/著 平凡社/発行
2010.12 231p 18cm 780 円
（ 平凡社新書 561 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】

・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。

おもてなしマップ 西上州 梅の郷あんなか
安中市商工会/企画･発行
[2010.12] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈、上毛 12/2】
片品村観光案内 ２０１１冬の
[片品村観光協会･片品村むらづくり観光課/発
行]
[2010] [14p] 30cm
【受贈】

０ 総記
私を決めたこの一冊
群馬大学学友会図書委員会/編集
群馬大学総合情報メディアセンター図書館医学
分館/発行
2009.3 5,28p 21cm
【受贈】

上泉唐ノ堀遺跡(かみいずみからのほりいせき)
一般国道１７号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査(その２)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.12 286p 写真図版 99p 付図 2 枚 30cm
【受贈】
カラダにいい温泉 さよならストレス
マガジントップ/発行
2010.12 96p 29cm 848 円
万座温泉、梨木温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1695 号】

1 哲学･宗教
両毛の民間信仰 栃木の天狗・群馬の鬼
松原日治/著
2010.12 201p 19cm
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市)初代住職【受贈】
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観光ぐんま 冬･春号
群馬県/発行
[2010.12] 24p B4 判

【上毛 12/6】

関東周辺登山口情報800 下 北関東+新潟編
全国登山口調査会/編 双峰社/発行
2010.11 346p 21cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1695 号】

〔2011.1〕

企画展 第１０回
西上州の中世－安中市の中世文書－
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2010.10 123p 30cm
【受贈】

ちょっとむかしの女の子
雨木群江/著 北越出版/制作･発行
2008.9 102p 19cm 952 円
著者は群馬県生まれ

草のしずく 自分史
三木良/著 ぐんま自分史の会/編集
あさを社/発行
2010.12 236p 19cm 1500 円
著者は高崎市在住

鉄道の旅 関東
講談社/発行
2010.11 159p 24cm 1429 円
（ 講談社 MOOK ）
わたらせ渓谷鐡道、上越線、吾妻線に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 1695 号】

【受贈】

群馬の古墳を歩く
前原豊･小島敦子/著 みやま文庫/発行
2010.12 269p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 ２０１ ）
【購入、上毛 12/15】
上野国緑埜郡中大塚村の小名
亀井恒太郎/著
2010.12 75,4p 19 × 26cm
著者は藤岡市在住
上野三碑を歩こうマップ
高崎市/発行
[2010.12]

トラベルぴあ癒しの感動リゾート 首都圏発
ぴあ/発行
2011.1 78p 29cm 933 円
（ ぴあ MOOK ）
草津に関する記事あり【TRC 新刊案内 1698 号】
西野原遺跡(5)(7)（にしのはらいせきごなな）
第３分冊－古墳時代編－ 石田川流域調節池事業
（D池）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.12 554p 写真図版 152p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

【受贈】

【読売 12/15】
幕末のロビンソン 開国前後の太平洋漂流
岩尾龍太郎/著 弦書房/発行
2010.11 330p 19cm 2200 円
新島襄渡航記に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1696 号】

高木基金助成報告集 市民の科学をめざして
[高木仁三郎市民科学基金/発行] 30cm
Vol.１（２００４） 2004.10 108p
Vol.２（２００５） 2005.9 86p
Vol.３（２００６） 2006.9 68p
Vol.４（２００７） 2007.10 64p
Vol.５（２００８） 2008.8 74p
Vol.６（２００９） 2009.11 98p
高木仁三郎市民科学基金は高木仁三郎氏(前橋
市出身)の遺志を継いで創設された 【受贈】

はばたけ、佑樹 神宮からプロ野球へ 巣立ちゆ
く息子に贈る母の言葉
斎藤しづ子/著 小学館/発行
2010.12 192p 20cm 1300 円
著者は斎藤佑樹(群馬県生まれ)投手の母
【TRC 新刊案内 1697 号】

高木仁三郎市民科学基金１０年のあゆみ
佐久間淳子/編集
[高木仁三郎市民科学基金/発行]
2010.10 79p 21cm
高木仁三郎市民科学基金は高木仁三郎氏(前橋
市出身)の遺志を継いで創設された
【受贈、東京 12/15】

松本健一講演集 1 維れ新たなり
松本健一/著 人間と歴史社/発行
2010.12 281p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1697 号】
マンガで読む新島襄 続 日本初の私立大学設立
への挑戦
本井康博/監修 能田茂/作画 同志社大学/発行
2010.11 243p 21cm 952 円
【TRC 新刊案内 1694 号】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２１回
群馬に仏教がやってきた？－仏像・荘厳具と馬具
のデザイン、古墳から飛鳥時代へ。
高崎市観音塚考古資料館/発行
2009.10 41p 30cm
【受贈】

三國連太郎の器
信太一高/撮影 双葉社/発行
2010.12 158p 22cm 1900 円
三國氏は太田市生まれ【TRC 新刊案内 1696 号】

たてばやしキラキラマップ
館林市観光協会/発行
【上毛 12/4、毎日 12/7】
[2010.11] A4 判

〔2011.1〕

【受贈】
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箕輪城と長野氏
近藤義雄/著 戎光祥出版/発行
2011.1 221p 19cm 2300 円
（ 中世武士選書 4 ）
上毛新聞昭和 60 年刊の改訂
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４６巻第１号 通巻７４号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2010.9 70p 26cm
【受贈】
事業概要 平成２１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
2010.11 62p 30cm
【受贈】

わたしがリーダーシップについて語るなら
中曽根康弘/著 ポプラ社/発行
2010.12 253p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1696 号】

自己点検・評価報告書 平成２１年度
自己点検・評価報告書作成部会/編集
群馬県立県民健康科学大学/発行
2010.10 3,213p 30cm
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成22年第4回
平成22年9月1日開会 平成22年9月28日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2010.11 5,235p 30cm
【受贈】

第３０回

少年の主張中部地区大会発表文集
中部教育事務所/発行
2010 46p 30cm

第３２回

【 受 贈】

【受贈】

地域政策研究 第１３巻第２･３合併号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2010.11 71p 26cm
【受贈】

伊勢崎市境地区明治時代前期小学校沿革誌
伊勢崎市立境采女小学校･同境剛志小学校篇
新船直孝/筆写 田代伊佐雄/校訂
2010.11 175p 21cm
【受贈】
追い込まれた死をなくすために 自殺予防リーフ
レット 平成２２年度群馬県地域自殺対策緊急強
化事業費補助事業
群馬司法書士会/編集･発行
2010.9
19p 21cm
【受贈】
群馬県議会会議録 平成22年9月定例会
自平成22年9月21日 至平成22年10月20日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2010.11 6,270p 30cm
【受贈】

定例県議会議案（附 予算説明書）
平成２２年１１月
群馬県/発行
2010.11 215p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２２年第４回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2010 199p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2010 1p 30cm

【受贈】

平成２２年第４回

定例市議会議案説明資料 平成２２年第４回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2010 17p 30cm
【受贈】

群馬県議会会議録 平成22年8月臨時会
自平成22年8月26日 至平成22年8月26日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2010.11 12p 30cm
【受贈】
群馬白堊会文集 第８号
群馬白堊会/発行
2010.11 28p 21cm

少年の主張吾妻地区大会発表文集
吾妻教育事務所/発行
2008.9 32p 30cm

定例市議会議案説明資料 平成２２年第４回
（第２次送付分）（議案第１４６号関係）
前橋市/発行
2010 2p 30cm
【受贈】

【受贈】

犯罪概況書 平成２１年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課/発行
2010 243p 29cm
【受贈】

コスモスは咲く、必ず咲く 民間人校長からの熱
いメッセージ
福田一男/著
[2010.12] 180p 四六判 1900 円
群馬県内公立高校校長在任中の経験に関する記
述あり
著者は大泉町在住
【上毛 12/12】
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〔2011.1〕

被差別部落の形成伝承
本田豊/著 現代書館/発行
2010.11 222p 20cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1694 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県立産業技術センター研究報告
群馬県立産業技術センター/発行
2010.10 58p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成２２年度
１２月補正予算説明資料（平成２２年第４回定例
市議会）
前橋市/発行
2010 12p 30cm
【受贈】

ごみ分別辞典 ごみの出し方がよくわかる本
改訂版
伊勢崎市/発行
[2010.12] 40p A4 判
【上毛 12/27】
ごみ分別辞典 ごみの出し方がよくわかる本
赤堀地区版 改訂版
伊勢崎市/発行
[2010.12] 40p A4 判
【上毛 12/27】

【上毛 12/23】

臨時市議会議案書 平成２２年１１月
前橋市/発行
2010 24p 30cm

社会的共通資本としての川
宇沢弘文･大熊孝/編 東京大学出版会/発行
2010.11 10,436p 22cm 4800 円
（ Social Common Capital ）
八ツ場ダムに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1694 号】

【受贈】

臨時市議会議案書説明資料（条例関係）
平成２２年１１月
前橋市/発行
2010 15p 30cm
【受贈】
連盟双書 第１３６集 平成２２年度
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
2010.12 123p 30cm

【受贈】

群馬の養蚕民家１００（付群馬の養蚕民家群）
町田睦/著
2010.8 50,32p 26cm
著者は前橋市在住
【受贈】

前橋商業高等学校創立９０年小史
創立９０周年記念事業実行委員会/編集
[上毛新聞社事業局出版部/発行]
2010
【上毛 12/31】
あゆみ ４０周年記念誌
山口きもの学院(高崎市)/発行
[2010.12] 108p A4 判

平成21年度

【受贈】

6 産業
赤字ローカル線は今? 乗って残したい…
小関秀彦/監修 インフォレスト/発行
2011.1 175p 26cm 1600 円
（ inforest mook ）
わたらせ渓谷鐵道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1698 号】

4 自然科学
年報 平成２１年度
前橋赤十字病院/発行
2010.8 228p 30cm

【受贈】
ＡＫＧ４８ 赤城山の恵み
群馬県/発行
[2010.12]
赤城山を囲む前橋･沼田･渋川･桐生市、昭和村
の名産品を紹介したパンフレット【日経 12/15】

ヘルスサイエンス研究 第１４巻１号 ２０１０
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
2010.10 134p 30cm
【受贈】

〔2011.1〕
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産業遺産 時を超えて輝く
日刊工業新聞/編 日刊工業新聞社/発行
2010.11 3,239p 26cm 2000 円
富士重工業群馬製作所本工場本館、富岡製糸場、
碓氷峠鉄道関連遺産、桐生織物記念館に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 1695 号】
上州おおたの名産 太平記の里で生まれた味と匠
太田市物産振興協会･太田市観光協会/発行
[2010.12] 折りたたみ 42 × 60cm 【受贈】
榛東産『下仁田ネギ』＆特産品ガイドブック
榛東村産業振興課/発行
[2010.12]
【上毛 12/31】

[オリジナルカレンダー]
小林順子/詩・絵 山陽ホテル(伊香保町)/発行
[2010.12] 1000 円
小林氏は山陽ホテル女将
【上毛 12/15】

多摩の畑から群馬の畑へ
金井聡/著 けやき出版/発行
2010.11 295p 19cm 1300 円
（ 畑のおじさん日記 2009 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1697 号】

【受贈】

地価調査基準地価格 平成２２年
群馬県/発行
2010 37p 21 × 30cm

【受贈】

畜産施策の実績 平成２１年度
群馬県農政部畜産課/発行
2010 38p 30cm

【受贈】

鳥獣保護区等位置図 平成２２年度
群馬県/発行
2010.10 折りたたみ 88 × 124cm

【受贈】

鎮魂 JAL123便
池田昌昭/著
2010.11 267p 19cm

1800 円

アムールの波 創刊号
志摩徹/発行
[2010.12]
志摩氏は吉岡町在住
声楽家ウラジミール・ジバエードフ氏の群馬県
内のコンサート情報及び近況を伝える広報
【上毛 12/4】
お母さんへの絵手紙 淡彩画と文で綴る娘からの
メッセージ 新装版
浅見明子/著 日貿出版社/発行
2010.12 95p 26cm 2000 円
著者はギャラリー「木洩れ日館」(前橋市)を開
館
【TRC 新刊案内 1698 号】

館林発フェアトレード 地域から発信する国際協
力
子島進･五十嵐理奈･小早川裕子/編
東洋大学国際地域学部子島ゼミ/編著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.10 229p 19cm 1500 円
【上毛 12/8、TRC 新刊案内 1695 号】

地価調査基準地価格 平成２１年
群馬県/発行
2009 37p 21 × 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

この空の下で／MATHER'S Story 楽譜
町田有規/作詞･作曲 遠山陽子/編曲
2010 7,5p 26cm
町田氏は太田市在住
【受贈】
日本古代の碑を書く 2
2010「 日本古代の碑を書く」展実行委員会/編
匠出版/発行
2010.10 63p 22 × 30cm 1500 円
多胡碑、山ノ上碑に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1696 号】
熱闘前商 ２０１０
群馬県立前橋商業高等学校/編集
2010
【上毛 12/31】
前橋市文化財マップ
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.12 折りたたみ 107 × 77cm 200 円
【受贈、上毛 12/28】
茂呂歴史かるた
茂呂歴史愛好会(伊勢崎市)/製作
上岡ひろ子/絵
[2010.12] 1 箱 1000 円
付属資料：解説集 1 冊

【受贈】

私のひとり旅 2 中山道六十九次を歩く
伊原静江/著 光陽出版社/発行
2010.11 175p 21cm 1714 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1695 号】

【上毛 12/14】

養蚕語彙の文化言語学的研究
新井小枝子/著 ひつじ書房/発行
2010.11 23,314p 22cm 9400 円
（ ひつじ研究叢書 言語編第 75 巻 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 12/20、TRC 新刊案内 1695 号】
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九回裏 句集
金井徳夫･金井嘉子/著 花神社/発行
2010.12 241p 20cm
金井徳夫氏は元有坂中央学園･中央情報経理専
門学校(前橋市)評議員
【受贈】

8 語学
おもいやり 第３０回全国中学生人権作文コンテ
スト群馬県大会入賞作文集 平成２２年度小学生
人権の花運動写真集
前橋地方法務局・群馬県人権擁護委員連合会
/発行
2010.12 62p 21cm
【受贈】

きりゅうだいすき
桐生ユナイテッドチルドレン/発行
[2010.12] 16p B5 判【桐生タイムス 12/20】
クモさんの魔法
ヒロネ/著 金斗鉉/絵 文芸社/発行
2010.11 28p 22cm 1100 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/21】

群馬のエスペラント運動 １９０６－２０１０
群馬エスペラント会/発行 堀泰雄/編集
2010.12 175p 26cm 500 円
堀氏は前橋市在住
【受贈】

9 文学
伊藤信吉論 未完の近代を旅した詩人
東谷篤/著 沖積舎/発行
2010.12
365p 20cm 3800 円

【受贈】

群馬年刊詩集 第３３集（２０１０）
群馬詩人クラブ/発行
2010.10 167p 21cm

【受贈】

遡上 詩集
新井啓子/著 思潮社/発行
2010.10 92p 22cm 2200 円
著者は上毛新聞ジュニア詩壇選者
【上毛 12/16、TRC 新刊案内 1694 号】
大逆本能寺
円堂晃/著 並木書房/発行
2010.12 367p 19cm 1800 円
著者は太田市在住 【TRC 新刊案内 1697 号】

団扇 村越化石句集
村越化石/著 角川書店/発行
2010.10 175p 20cm 2667 円
著者は草津町在住 【TRC 新刊案内 1694 号】

追悼 かぶらはん
追悼・かぶらはん刊行会(吉岡町)/発行
2010.11 115p 26cm
【受贈】

オリバー、世界を変える!
クラウディア・ミルズ/作 渋谷弘子/訳
菅野博子/絵 さ・え・ら書房/発行
2010.12 121p 21cm 1200 円
渋谷氏は群馬県在住【TRC 新刊案内 1696 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 37
たのしい妖怪の巻 岩手の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.11 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1694 号】

漢詩集（弐）
鎌田忠治/著 [上毛新聞社事業局出版部/発行]
[2010]
著者は北群馬郡榛東村在住
【上毛 12/31】

〔2011.1〕

【受贈】

新樹 句集
山元誠/著 言叢社/発行
2010.10 253p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/28】

陰獣トリステサ 綺想ロマン傑作選
橘外男/著 澁澤龍彦/編･解説
河出書房新社/発行
2010.6 355p 20cm 1900 円
著者は旧制高崎中を中退
【朝日 12/21、TRC 新刊案内 1672 号】

北の路地 句集
田島儀一/著
2010.11 140[,10]p 22cm
著者は伊勢崎市在住

クレーン ３２号
前橋文学伝習所事務局/発行
2011.1
183p 21cm 700 円

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 38
友だちはたからものの巻 福島の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.12 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】

【受贈】
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年刊歌集 平成２２年度 ６０
群馬県歌人クラブ/発行
2010.11 326p 19cm 3000 円

県関係者の一般著作

【受贈】

アスペルガーを生きる子どもたちへ
佐々木正美/著 日本評論社/発行
2010.12 8,167p 19cm 1200 円
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】

はこをあけると…
あんびるやすこ/さく・え
チャイルド本社/発行
2010.12 27p 25 × 25cm 429 円
（ チャイルドブックアップル傑作選 vol.8-9 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1694 号】

生死(いきしに) 看取りと臨終の民俗/ゆらぐ伝
統的生命観
板橋春夫/著 社会評論社/発行
2010.12 271p 19cm 1900 円
（ 叢書 いのちの民俗学 3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】

ふるさとを見つめる 群馬の詩歌句
みやま文庫/発行
2010.12 308p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 ２００ ）
【購入、上毛 12/15】

面白いほどよくわかる新幹線 線路から車両ま
で、世界最先端鉄道のすべて
小賀野実/著 日本文芸社/発行
2010.12 247p 19cm 1500 円
（ 学校で教えない教科書 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1696 号】

文芸思潮 第３７号（２０１０）
アジア文化社/発行
2010.9 348p 21cm 1100 円
｢井上光晴－反逆する魂－｣和田伸一郎(前橋市
在住)/著収録
【受贈】

形と曲面のひみつ
瀬山士郎/著 さ・え・ら書房/発行
2010.12 94p 22cm 1200 円
（ 考え方の練習帳 ）
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1696 号】

ミステリーの書き方
日本推理作家協会/編著 幻冬舎/発行
2010.11 480p 19cm 1800 円
｢作品に緊張感を持たせる方法｣横山秀夫(群馬
県在住)/著収録
【TRC 新刊案内 1696 号】
木精 第１９集 歌集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2010.12 83p 21cm

経済・経営を学ぶための数学入門
平井裕久･後藤晃範/著 ミネルヴァ書房/発行
2010.11 8,201p 21cm 2800 円
平井氏は高崎経済大学経済学部経営学科准教授
【TRC 新刊案内 1694 号】

【受贈】

忘れないよリトル・ジョッシュ
マイケル･モーパーゴ/作 渋谷弘子/訳
牧野鈴子/絵 文研出版/発行
2010.12 159p 22cm 1300 円
（ 文研じゅべにーる ）
渋谷氏は群馬県在住【TRC 新刊案内 1698 号】

結婚は4人目以降で決めよ 恋愛と結婚と浮気の
政治経済学
森川友義/著 毎日新聞社/発行
2010.12 317p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】
在宅介護・看護のためのステーション日記 毎日
がてんやわんや
棚橋さつき/著
[2010.11] 89p A5 判 1575 円
著者は高崎健康福祉大学保健医療学部准教授
【ぐんま経済 12/9】
サイレンカー
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2010.12 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1698 号】
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「GIの値」を知れば糖尿病はよくなる! 食後血
糖値を高くしないのがカギ!
田中照二/著 主婦と生活社/発行
2010.12 175p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1697 号】

水と環境問題
橋本淳司/著 文研出版/発行
2010.11 47p 29cm 2500 円
（ 世界と日本の水問題 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1695 号】

思春期の性の悩みQ&A 大人になっていく私たち
の体…
北村邦夫/著 健学社/発行
2010.12 138p 26cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1697 号】

利尻山 孤峰の詩
林久夫/著 山と溪谷社/発行
2010.12 91p 29cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1695 号】
リーダーの力量 日本を再び、存在感のある国に
するために
中曽根康弘･梅原猛/著 PHP 研究所/発行
2010.11 203p 20cm 1400 円
中曽根氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1694 号】

啄木と秋瑾 啄木歌誕生の真実
内田弘/著 社会評論社/発行
2010.11 379p 22cm 3700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1694 号】
漬けもの名人が教えるおいしい浅漬け
針塚藤重/著 家の光協会/発行
2010.12 79p 21cm 1200 円
著者は(株)針塚農産(渋川市)代表
【TRC 新刊案内 1696 号】
ついにやってきた!電気自動車時代 EVが変える!
暮らし・経済・世界
舘内端/著 学研パブリッシング/発行
2010.11 221p 18cm 760 円
（ 学研新書 087 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1694 号】

視聴覚資料

天風哲学実践記 人生を切り拓く
尾身幸次/著 PHP 研究所/発行
2010.12 303p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 12/12、TRC 新刊案内 1697 号】

電子資料

投球障害のリハビリテーションとリコンディショ
ニング リスクマネジメントに基づいたアプロー
チ
山口光國/編集 文光堂/発行
2010.11 270p 26cm 4000 円
（ Skill-Up リハビリテーション&リコンディショ
ニング 福林徹/監修 ）
山口氏は群馬パース大学客員教授
【TRC 新刊案内 1694 号】
日本の原発技術が世界を変える
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2010.12 226p 18cm 760 円
（ 祥伝社新書 225 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1697 号】
仏陀南伝の旅
白石凌海/著 講談社/発行
2010.12 265p 19cm 1700 円
（ 講談社選書メチエ 488 ）
著者は群馬県正泉寺(東吾妻町)住職
【TRC 新刊案内 1698 号】

〔2011.1〕
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