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群馬県立点字図書館ご案内
[群馬県立点字図書館/発行]
[2010] 3 つ折り 21 × 30cm

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年 １０月分
No.２８７

SHIDAX PREZENTS 別冊群馬美少女図鑑
わたしのイバショ
トロワデザイン(高崎市)/発行
2010.9 34p 21cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 22(2010)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

漱石を読む－読書会「桐の会」とともに－
北岡清道/著 渓水社/発行
2010.9 218p 22cm
桐の会は前橋市で活動する女性読書グループ
【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。

図書館の概要 平成２２年度
館林市立図書館/編集･発行
2010.9 42p 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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

０ 総記

1 哲学･宗教
【受贈】

OPEN THE BOOK!! 未知なる世界のとびらを開
こう!! 群馬県子ども読書活動推進計画（第二次）
群馬県教育委員会事務局生涯学習課/発行
[2010] [4p] 30cm
【受贈】
観光文化 第２０３号
(財)日本交通公社/発行
2010.9 32p 26cm
草津町立図書館に関する記事あり

2 歴史･伝記･地理
伊勢崎市喜多町町史 町制施行七十周年
喜多町町史編集委員会/編集
2010.9 126p 26cm 【受贈、いせさき 10/15】

【受贈】
岳人備忘録 登山界47人の「山」
山本修二/編著 三原久明･星野秀樹/写真
東京新聞出版部/発行
2010.10 495p 22cm 1619 円
八木原圀明氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1690 号】

群馬県子ども読書活動推進計画（第二次）
群馬県教育委員会事務局生涯学習課/編集･発行
2010.6 25p 30cm
【受贈】
群馬県の図書館 ２０１０
群馬県立図書館/発行
[2010.10] 90p 31cm

【受贈】

みんなの図書館 通巻４０３号
図書館問題研究会/編集 教育史料出版会/発行
2010.10 96p 21cm 700 円
草津町で開催された図書館問題研究会第５７回
全国大会の記録収録
【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。

岩宿博物館年報 平成２１年度
岩宿博物館/編集･発行
2010.4 32p 30cm

【受贈】

【自館作成】
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〔2010.11〕

北関スタイル
北関東三県広域観光推進協議会/発行
[2010.10] 8p 30cm
群馬県に関する記事あり
【受贈、日経 10/13、上毛 10/19】

新島襄教育宗教論集
新島襄/[著] 同志社/編 岩波書店/発行
2010.10 319,11p 15cm 840 円
（ 岩波文庫 33-106-2 ）
【TRC 新刊案内 1690 号】
波濤を越えて ドイツ－日本－トルコ
ブルーノ･タウト生誕１３０年記念出版
大木紀元/著
ブルーノ･タウトの会･セレレ(高崎市)/発行
2010.8 63p 19cm 2625 円(税込)
付属資料：DVD ｢知の DNA 夢ひかる刻｣ 1 枚
著者は高崎市生まれ
【受贈、毎日 9/23、上毛 10/2】

北関東自動車道で行く群馬栃木茨城花の旅
小杉国夫/写真･文 下野新聞社/発行
2010.4 205p 21cm 1800 円
｢群馬の本№ 282 ｣掲載の上毛新聞社刊と同内容
【TRC 新刊案内 1689 号】
ググっとぐんま 秋冬号（第３号）
群馬県/発行 上毛新聞社/製作
[2010.10] 18p 30cm
【受贈、日経 10/5、産経 10/7】

母小池シンの生涯
小池篤/著 関東史料研究会/発行
2010.10 175p 21cm
著者は館林市在住

群馬県大間々扇状地の地域と景観－自然･考古･歴
史･地理－
大間々扇状地研究会/編集･発行
2010.9 166p 30cm
【受贈】

「前橋」の名づけ親は秀吉だった？－還暦記念の
管見－
野本文幸/著
2010.9 [1p] 26cm
『群馬県医師会報第 746 号』抜刷
【受贈】

群馬の小さな温泉
小暮淳/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.9 123p 21cm 953 円
【上毛 10/22･11/1、TRC 新刊案内 1686 号】
昭和の記憶
松井貞雄/著[･発行]
[2010] 4p 37cm
著者は前橋市生まれ

宮本常一とあるいた昭和の日本 11 関東甲信越
田村善次郎･宮本千晴/監修 須藤功/編
農山漁村文化協会/発行
2010.9 222p 23cm 2800 円
（ あるくみるきく双書 ）
｢奥利根｣都丸十九一/文収録
【上毛 10/31、TRC 新刊案内 1687 号】

【受贈】

達人たちの仕事術 日経新聞×電子版活用法
日本経済新聞出版社/編集･発行
2010.10 111p 26cm 1000 円
糸井重里氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1690 号】

両毛の顔くらべ 群馬･栃木のふるさと自慢
松原日治/著
[2010] 204p 19cm
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市）初代住職
【受贈】

館林市史 特別編 第４巻
館林城と中近世の遺跡
館林市/発行
2010.3 530p 付図 1 枚 27cm 3000 円(税込)
【受贈、上毛 10/1、東京･産経 10/5】

論集戦国大名と国衆 3 北条氏邦と猪俣邦憲
浅倉直美/編 岩田書院/発行
2010.9 289p 21cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1689 号】

鉄砲を手放さなかった百姓たち 刀狩りから幕末
まで
武井弘一/著 朝日新聞出版/発行
2010.6 241p 19cm 1300 円
（ 朝日選書 868 ）
上野国緑野郡三波川村の事例が記述の中心
【朝日 10/19】

〔2010.11〕

【受贈】

わたしの宿えらび My Favorite Trip 関東版
2010秋冬号
アド.フジプランニング/発行
2010.10 134p 26cm 762 円
（ RK MOOK ）
草津に関する記事あり【TRC 新刊案内 1688 号】
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群馬県統計年鑑 第５６回（平成２２年刊行）
群馬県総務部統計課/発行
2010.9
6,294p 30cm
【受贈】

3 社会科学
奥多野民俗誌
土屋政江/著 上毛民俗学会/発行
2010.8 173p 22cm 2000 円
著者は藤岡市在住
【受贈、上毛 10/5】
乙父の民俗 群馬県多野郡上野村 東京学芸大学
民俗調査ゼミナール ２００９年度調査報告書
東京学芸大学岩田研究室/編集
東京学芸大学地域研究室/発行
2010.9 141p 21cm
【受贈】

【受贈】

教育要覧 平成２２年度
沼田市教育委員会/発行
2010
73p 30cm

【受贈】

行政報告 平成２１年度
群馬県/発行
2010.9 337p 30cm

【受贈】

【受贈】

群馬パース大学紀要 第９号
群馬パース大学/発行
2010.3 68p 30cm

【受贈】

光慧 前橋女子高等学校百周年誌
群馬県立前橋女子高等学校百周年誌編集委員会
/編集 群馬県立前橋女子高等学校/発行
2010.10 279p 31cm
【受贈、上毛 10/16】

関東短期大学紀要 第５４集
学術図書刊行委員会/編集 関東短期大学/発行
2010.3 197p 26cm
【受贈】
教育便覧 平成２２年度
群馬県教育委員会/発行
2010.9 79p 21cm

群馬パース大学紀要 第８号
群馬パース大学/発行
2009.11 61p 30cm

公有財産に関する調書
群馬県/発行
2008 98p 30cm

平成20年3月31日現在

公有財産に関する調書
群馬県/発行
2007 100p 30cm

平成19年3月31日現在

【受贈】

【受贈】

国立のぞみの園紀要 第３号 平成２１年度
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/編集･
発行
2010.9 203p 30cm
【受贈】

業務概要 平成２２年度(平成２１年度事業実績)
群馬県心身障害者福祉センター/編集・発行
2010.8 39p 30cm
【受贈】

市税の概要 平成２２年度
前橋市財務部･健康部/編集
前橋市財務部収納課/発行
2010.9 71p 30cm

群馬県議会会議録 平成２２年５月定例会
自平成２２年５月２７日至平成２２年６月１５日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2010.9 5,253p 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２１年度
群馬県健康福祉部監査指導課/編集･発行
2010.9
70p 30cm
【受贈】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県/発行
[2010] 425p 30cm

消費者行政の概要 平成２２年度
(平成２２年度消費者施策と平成２１年度実績)
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2010.7 100p 30cm
【受贈】

平成２１年度
【受贈】

【受贈】

群馬県健康福祉部関係施設等一覧
平成２２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
2010.9 [6],250p 30cm 900 円(税込)【受贈】

消防概要 平成２２年度
伊勢崎市消防本部/発行
2010.9 [4],92p 30cm

群馬県歳入歳出決算書 平成２１年度
群馬県/発行
[2010.9] 21 × 30p 35cm

消防概要 平成２２年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部/
編集・発行
2010.9 75p 30cm
【受贈】

群馬県市町村要覧 平成２２年度
群馬県総務部市町村課/発行
2010.8
[8],164p 31cm

【受贈】

【受贈】

しらたき 第２集 平成2年～22年
創立70周年記念誌
桐生商工会議所/編集･発行
2010.10 34p 30cm【受贈、桐生タイムス 10/1】

【受贈】
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〔2010.11〕

榛嶺－目で見る渋高１０年間の歩み－
創立９０周年記念誌
群馬県立渋川高等学校創立 90 周年記念事業実
行委員会/編集 群馬県立渋川高等学校/発行
2010.10 33p 30cm
【受贈】
税務概要 平成２２年度
総務部税務課･納税課/編集
2010.9 39p 30cm

前橋市各会計決算市長説明
前橋市/発行
[2010] 16p 30cm

渋川市/発行
【受贈】

定例県議会議案 平成２２年９月
（附予算説明書）
群馬県/発行
2010.9 133p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２２年第３回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2010
89p 30cm

【受贈】

【受贈】

前橋市各会計決算の大要
前橋市/発行
2010.9 223p 30cm

【受贈】

平成２１年度

前橋市健全化判断比率等の審査意見書
平成２１年度
前橋市監査委員/発行
2010.8 7p 30cm

【受贈】

前橋の福祉 平成２２年作成
前橋市福祉部/発行
2010 133p 30cm

【受贈】

4 自然科学

平成２２年第３回

関東病院情報 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬
・栃木・茨城 2010年版
医事日報/発行
2010.9 1137p 26cm 24000 円
【TRC 新刊案内 1687 号】

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２２年第３回
（第２次送付分）（議案第１１１号関係）
前橋市/発行
2010 2p 30cm
【受贈】

群馬医学 第９２号
平成２１年度群馬県医学会特別講演
群馬県医学会/編集･発行
2010.9
33,23p 26cm

風土と暮らし－館林市上早川田の民俗－
館林市史調査報告書 民俗３
館林市/発行
2010.3
75p 26cm
【受贈】

【受贈】

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）
第二次報告
群馬県/発行
2010.9 141p 30cm
【受贈】

防犯ハンドブック 犯罪被害に遭わないために
群馬県/発行
2010.7 21p 30cm 100 円(税込)
【受贈】
前橋市各会計決算及び基金運用状況調書審査意見
書 平成２１年度
前橋市監査委員/発行
2010.8
[7],164p 30cm
【受贈】

〔2010.11〕

前橋市各会計決算書 平成２１年度
前橋市/発行
[2010] 639p 30cm

【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２２年第３回
（第３次送付分）（議案第１２１号関係）
前橋市/発行
2010 7p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2010 2p 30cm

【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２２年度
９月補正予算説明資料（平成２２年第３回定例市
議会）
[前橋市/発行]
2010 9p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２２年第３回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2010
10p 30cm
【受贈】
定例市議会議案書 平成２２年第３回
（第３次送付分）
前橋市/発行
2010
17p 30cm

平成２１年度
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5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

うまい旅 関東篇
京阪神エルマガジン社/編集･発行
2010.10 108p 26cm 838 円
（ エルマガ mook ）
高崎に関する記事あり【TRC 新刊案内 1688 号】

カラー写真でアプト式鉄道回顧
平田一夫/撮影[･編集・発行]
2009.2 1 冊 31cm
碓氷線に関してまとめている
群馬県土地開発基金運用状況書
群馬県/発行
[2010.3] [1p] 30cm

環境白書 平成２２年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2010.9 171p 30cm 2150 円
【受贈】
群馬県企業立地マップ 2010－2011
[群馬県/発行]
2010
折りたたみ 63 × 86cm

【受贈】
平成２１年度
【受贈】

地価調査基準地価格（付 基準地案内図）
平成２２年
群馬県/発行
2010
131p 21 × 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２１年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2010.9
61p 30cm
【受贈】

前橋の農業 平成２２年度
前橋市/発行
2010.9 122p 30cm

群馬県地域防災計画
風水害・雪害対策編、火山災害対策編、事故災害
対策編、火災対策編
群馬県防災会議/発行
2010.8
1 冊 31cm
【受贈】

めざせ世界遺産！ 富岡製糸場と絹産業遺産群
群馬県企画部世界遺産推進室/発行
[2010] [8p] 30cm
【 受贈】

【受贈】

ヤマダ電機の暴走 「年商3兆円構想」の果て
立石泰則/著 草思社/発行
2010.10 236p 18cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1689 号】

群馬県の廃棄物 廃棄物政策課業務概要
平成２０年度版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/発行
2010.8 73p 30cm
【受贈】
これが群馬のうまいラーメン2010－2011最新版
ニューズ・ライン/発行
[2010.10] 138p AB 判 780 円
【上毛 10/1、viva!amigo 10/8、ぐんま経済 10/14】
新･群馬カフェ案内
シンクリード(前橋市)/発行
[2010.10] 128p A5 判 980 円【日経 10/27】
政権交代の政治経済学 期待と現実
伊東光晴/著 岩波書店/発行
2010.9 12,194p 19cm 1700 円
八ツ場ダムに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1688 号】
「森と水」の関係を解き明かす 現場からのメッ
セージ
蔵治光一郎/著 全国林業改良普及協会/発行
2010.5 229p 20cm 2200 円
赤谷プロジェクトに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1688 号】
八ツ場ダムと地域社会 大規模公共事業による地
域社会の疲弊
桜美林大学産業研究所/編 八朔社/発行
2010.10 8,254p 22cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1688 号】
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〔2010.11〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
群馬県美術品等取得基金運用状況書
平成２１年度
群馬県/発行
[2010.3] [1p] 30cm

9 文学

【受贈】

白井晟一 SIRAI:ANIMA et PERSONA 精神と空間
白井晟一/著 白井昱磨･谷内 克聡/監修
青幻舎/発行
2010.9 183p 26cm 2800 円
群馬県立近代美術館開催「建築家 白井晟一
精神と空間」展(2010 年 9 月)公式カタログ
【TRC 新刊案内 1690 号】
スポーツスーパースター伝 3
上野由岐子 夢への扉を開け!
ベースボール・マガジン社/編集･発行
2010.10 124p 22cm 1500 円
上野氏はルネサス高崎女子ソフトボール部所属
【TRC 新刊案内 1689 号】

哀歓 歌集
笹村明/著 塩澤多恵/編集
2010.8 [171p] 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

思いでつづり 小さな自分史 第５号
ぐんま自分史の会(伊勢崎)/発行
2010.10 137p 21cm 700 円

【受贈】

川霧 続 歌集
菅谷千恵子/著
2010.9 196p 22cm
著者は東吾妻町在住

【受贈】

気まま旅 続 旅のエッセー
倉田東平/著
個人誌「定年のち時々青春」発行会/発行
2010.10 392p 19cm 2100 円
著者は高崎市在住
【受贈】

林青山天井画集 第一輯
西川文雄/編纂･撮影･文 武蔵野写真/発行
ぶんしん出版/制作
2010.8 75p 26 × 25cm
林青山(月夜野町出身)が残した群馬県内の寺院
の天井画を収録
西川氏は前橋市出身
【受贈、上毛 10/24】

現場に臨め
日本推理作家協会/編 光文社/発行
2010.10 442p 18cm 1238 円
（ KAPPA NOVELS ）
｢墓標｣横山秀夫(群馬県在住)/著収録
【TRC 新刊案内 1690 号】
小太郎の宅配便
遙かなた/著 文芸社/発行
2010.10 55p 20cm 1000 円
著者は群馬県出身

野球と戦争 日本野球受難小史
山室寛之/著 中央公論新社/発行
2010.6 3,264p 18cm 820 円
（ 中公新書 2062 ）
桐生工業学校(現群馬県立桐生工業高校)野球部
に関する記述あり
【桐生タイムス 10/29】

昭和終りぬ 歌集
嶋村勇/著
[2010.10]
著者は渋川市在住

四葉のクローバー 第９号（'10・秋季）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2010.10 [6p] 30cm
【受贈】

【受贈】

【上毛 10/4】

昭和政権暗闘史 4巻 田中角栄VS福田赳夫
大下英治/著 静山社/発行
2010.10 347p 15cm 838 円
（ 静山社文庫 A お 1-4 ）
福田赳夫氏を題材にした小説
【TRC 新刊案内 1688 号】
[30周年記念文集]
桐の会(前橋市)/発行
2010.9 2 分冊
第 1 分冊：[本文編]
第 2 分冊：資料編

8 語学

【上毛 9/2】

「多喜二奪還事件」の記録－伝説から史実へ
長谷田直之/編集･解説
伊勢崎・多喜二祭実行委員会/発行
2010.9 98p 26cm 1000 円
（ ｢多喜二奪還事件｣資料集 3 ）
【受贈】
〔2010.11〕
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鎮魂歌 歌集
佐藤正子/著
[2010.10] 304p A5 判
著者は東吾妻町在住

夢みるポプリと三人の魔女
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2010.10 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 34 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1688 号】

【上毛 10/13】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 36
きえたこけしの巻 宮城の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.10 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】

吾亦紅(われもこう) 歌集
井野功一/著 あさを社/発行
2010.9 221p 20cm
（ 黄花叢書 第 69 篇 ）
著者は高崎市在住

【受贈】

土の悲しみ
金鶴泳/著 シングルカット/発行
2010.10 106p 20cm 1200 円
（ Single Cut Collection ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】
妻の超然
絲山秋子/著 新潮社/発行
2010.9 219p 20cm 1400 円
著者は高崎市在住
【上毛 10/23、TRC 新刊案内 1687 号】
[闘病体験手記]
都丸信二/著
[2010.10]
著者は渋川市在住

県関係者の一般著作
浅沼公子流「経営センスの磨き方」 中小企業支
援50年
浅沼公子/著 中央経済社/発行
2010.8 1 冊 21cm 1600 円
著者は(株)浅沼経営センター(群馬本社：太田
市)グループ副会長
【受贈】

【上毛 10/31】

いますぐカレと結婚!
森川友義/著 講談社/発行
2010.9 150p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1688 号】

ばかもの
絲山秋子/著 新潮社/発行
2010.10 220p 16cm 400 円
（ 新潮文庫 い-83-3 ）
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1687 号】

おしりの健康 大腸がん・肛門の病気のわかりや
すい話
森田博義/著 朝日新聞出版/発行
2010.10 230p 18cm 740 円
（ 朝日新書 262 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1689 号】

毘沙門叩き
木内宏/著 朝日クリエ/発行
2010.10 294p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1688 号】
淵

短歌同人誌 第１８７号
淵の会/発行
2010.9 42p 21cm 500 円
｢殺処分への想い｣松田治男(群馬県在住)/著収
録
【受贈】

がん予備軍のあなたへ がんを知り、がんと向き
合う
金子安比古･樋野興夫/著 かもがわ出版/発行
2010.10 95p 21cm 1000 円
金子氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1689 号】

魔女がいっぱい5つのお話
日本児童文学者協会/編 文溪堂/発行
2010.10 139p 19cm 900 円
（ きらきら宝石箱 3 ）
｢魔女の無料一日体験｣あんびるやすこ(群馬県
生まれ)/作絵収録 【TRC 新刊案内 1688 号】

近世・近代における近郊農業の展開 地帯形成お
よび特権市場と農民の確執
新井鎮久/著 古今書院/発行
2010.9 4,229p 22cm 6200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1688 号】

ミステリ★オールスターズ
本格ミステリ作家クラブ/編 角川書店/発行
2010.9 406p 19cm 1800 円
｢つまり誰もいなくならない｣斎藤肇(群馬県
出身)/著収録
【TRC 新刊案内 1687 号】

高知の逆襲 混迷日本を救う「なんちゃじゃない
きに」!
木部克彦/著 彩流社/発行
2010.10 213p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】
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〔2010.11〕

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
2010.10 294p 20cm 1300 円
（ 未来のおとなへ語る ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1688 号】

ここからはじめるNPO会計・税務 NPO法人会計基
準に対応した
松原明･水口剛/著 ぎょうせい/発行
2010.9 7,203p 21cm 1905 円
水口氏は高崎経済大学経済学部教授
【TRC 新刊案内 1689 号】
子どもの参画 参画型地域活動支援の方法
萩原元昭/編著 学文社/発行
2010.9 145p 21cm 1900 円
萩原氏は創造学園大学教授･群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1688 号】

視聴覚資料

自治体歳入確保の実践方法
稲沢克祐/著 学陽書房/発行
2010.10 247p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1689 号】

帰りたいなァ（CD）
清水博正/歌
2010.9
清水氏は高崎市在住

専門医が伝える40代からの幸せ ♥ セックス あな
たの「本当の快感」を探す旅へ
北村邦夫/著 中央公論新社/発行
2010.10 225p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1670 号】

Forever Begins(フォーエヴァー･ビギンス)（ CD）
山中千尋/ピアノ ベン･ウイリアムス/ベース
ケンドリック･スコット/ドラム
2010.9 10 曲
山中氏は桐生市出身 【桐生タイムス 10/13】

特急列車
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2010.10 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1689 号】
幕末の世直し万人の戦争状態
須田努/著 吉川弘文館/発行
2010.11 6,196p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 307 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】

電子資料

話のおもしろい人、ヘタな人
立川談四楼/著 PHP 研究所/発行
2010.11 207p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】
村上春樹を読みつくす
小山鉄郎/著 講談社/発行
2010.10 262p 18cm 760 円
（ 講談社現代新書 2071 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】
明治天皇という人
松本健一/著 毎日新聞社/発行
2010.10 438,8p 20cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1688 号】
「夢の新製品」を生み出す10の鉄則
町田尚/著 PHP 研究所/発行
2010.11 205p 18cm 800 円
（ PHP ビジネス新書 153 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1690 号】

〔2010.11〕

【上毛 10/14】
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