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平成 22(2010)年 9 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

2 歴史･伝記･地理
赤津Ⅰ遺跡・赤津Ⅱ遺跡・赤津Ⅲ遺跡・上戸塚正
上寺Ｂ遺跡・下戸塚神明遺跡（あかついちいせき
・あかつにいせき・あかつさんいせき・かみとづ
かしょうじょうじびーいせき・しもとづかしんめ
いいせき） 平成１８～２０年度戸塚基盤整備促
進事業に伴う発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会/編集・発行
2010.3 152p 写真図版 41p 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。
・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。
・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。

浅間・白根・志賀さわやか街道 №５ 夏秋号
花・緑 紅葉・眺望スポットガイド
浅間・白根・志賀さわやか街道協議会/発行
2010.7 [4p] 30cm
【受贈】
Ｏｈ－ｔａ！（オータ） ５号(１０年秋号)
季刊フリーペーパー
クワドリ・フォリオ(太田市)/企画･編集
[2010.8]
巻頭特集で群馬県議会議員のあべともよ氏と、
太田市議会議員の高田勝浩氏、山崎正紀氏の座
談会掲載
【受贈、ぐんま経済 8/12】

０ 総記
紀要 平成２０年度・第４４号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2009.3 77p 30cm
【受贈】
紀要 平成２１年度・第４５号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2010.3 70p 30cm
【受贈】

おまけの人生･もうけもの（５７歳－６１歳）
広田誠四郎/著 あさを社/発行
2010.7 155p 19cm
著者は(株)広田住宅センター(高崎市)代表取締
役
【受贈】

四角い形の古墳のはなし－東町古墳を考える－
展示図録
平成２２年度渋川市赤城歴史資料館夏季企画展
渋川市教育委員会/発行
2010.7 20p 22 × 22cm
【受贈】

軽井沢・草津 改訂2版
JTB パブリッシング/発行
2010.5 191p 21cm 880 円
（ 楽楽 らくらくにっぽん、再発見! ）
【TRC 新刊案内 1679 号】

みどり市東町地区旧小学校教育資料目録
－花輪小･杲小･沢入小学校所蔵資料－
旧小学校教育資料整理保存委員会/編集
みどり市教育委員会文化財課/発行
2010.3 133p 30cm
【受贈】

川浦塚越氏記録写
江戸時代 郷土川浦･倉渕の歴史を綴る。
倉渕古文書学習会/発行
2010.5 88p 30 × 42cm
【受贈】
川浦塚越氏記録写 解説･資料
倉渕古文書学習会/発行
2010.5 40p 21 × 30cm

群馬美少女図鑑 2010 AUTUMN vol.７ musee
トロワデザイン(高崎市)/発行
2010.8 79p 21cm
【受贈】
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【受贈】

〔2010.9〕

観光ぐんま ２０１０ 夏･秋号
群馬県･(株)プロジェクト/発行
2010.7 [24p] 48cm
【受贈、上毛 8/1】
「県境」の秘密 知られざる日本の不思議百景
秋山忠右/写真 中原淳/文 PHP 研究所/発行
2009.12 229p 20cm 1900 円
板倉町に関する記述あり
【朝日 8/24】
建築家ブルーノ・タウト 人とその時代,建築,工
芸
田中辰明･柚本玲/共著 オーム社/発行
2010.8 16,211p 21cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1680 号】

とねぬまっぷ [２０１０年版]
利根商業高等学校商研･パソコン部/発行
[2010.8]
利根沼田地域の観光パンフレット【上毛 8/18】

【桐生タイムス 8/3】

ＪＲ東日本小さな旅 富岡製糸場周辺さん歩
富岡市･富岡市観光協会/協力
ＪＲ東日本高崎支社/発行
[2010.8]
【上毛 8/12】

農家に嫁に来てよかった 亡き母に感謝をこめて
吉田江美子/著 あさを社/発行
2010.8 205p 20cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 8/23】

市内遺跡ⅩⅥ（しないいせきじゅうろく）
平成２１年度市内遺跡の各種開発確認に伴う試掘
確認調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会/編集・発行
2010.3 24p 30cm
【受贈】

ＢｉｋｅＪＩＮ(バイクジン） 2010年10月号
枻出版社/発行
2010.9 700 円
「末飛登の真・日本偉産[第 43 回・群馬] ぐる
ぐる群馬」高橋功(下仁田町出身)/著収録
【上毛 9/1】

島森路子インタビュー集 １ ことばを尋ねて
島森路子/著者代表 天野祐吉作業室/発行
2010.6 309p 20cm 2900 円
糸井重里氏のインタビュー収録
【TRC 新刊案内 1679 号】

ハンサムに生きる
本井康博/著 思文閣出版/発行
2010.7 246,10p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 7 ）【TRC 新刊案内 1678 号】

新編知覧特別攻撃隊 写真・遺書・遺詠・日記・
記録・名簿
高岡修/編 ジャプラン/発行
2010.3 143p 21cm 952 円
荒木幸雄伍長(桐生市出身)の写真収録
【上毛 8/12】

東松山の地名と歴史
岡田潔/著 まつやま書房/発行
2010.7 295p 21cm 1523 円
前橋藩の松山陣屋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1681 号】

父の記 レクイエム ダンピール海峡
及川素子/著
[2010.8]
著者の父･金古隆治氏(前橋市出身)を慰霊した
旅の記録
金古氏は歩兵第１１５連隊(高崎)に所属
【上毛 8/12】

〔2010.9〕

特別展 第１８回 第２６回群馬の博物館展
山麓の開発王 井出二子山古墳の世界－史跡整備
終了記念展－
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
2009.12 101p 30cm
【受贈】
特攻 空母バンカーヒルと二人のカミカゼ
マクスウェル・テイラー・ケネディ/著
中村有以/訳 ハート出版/発行
2010.7 669p 20cm 3800 円
小川清少尉(高崎市出身)に関する記述あり
【上毛 8/12、TRC 新刊案内 1677 号】

国立公園は誰のものか ルポ新尾瀬を歩く
木村英昭･足立 朋子/著 彩流社/発行
2010.7 286p 20cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1678 号】
叫び－その翼は
今西文夫/著
[2010.8] 58p B4 判
著者は桐生市在住

東京発ドラマチックハイキング 初級編
伊藤幸司/著
スタジオタッククリエイティブ/発行
2010.8 143p 15 × 15cm 1200 円
赤城山、尾瀬、谷川岳、水沢山に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1679 号】

まちなか散策マップ－駅からめぐる近代化遺産－
桐生市/発行
[2010.8] 折りたたみ A1 判
【上毛 9/1】
みなみやはたの歩み 大正・昭和・平成の郷土史
第９集 年中行事
南八幡郷土史会/編集･発行
2010.7 160p 26cm
【受贈、上毛 8/20】
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峯地遺跡・峯地遺跡Ｂ区・上城越遺跡・下城越遺
跡・小里遺跡・箱井戸遺跡・飯玉遺跡Ａ区・飯玉
遺跡Ｂ区・飯玉遺跡Ｃ区（みねちいせき・みねち
いせきびーく・かみじょうえついせき・しもじょ
うえついせき・こざといせき・はこいどいせき・
いいだまいせきえーく・いいだまいせきびーく・
いいだまいせきしーく） 平成１７～１９年度藤
岡南部地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県藤岡市教育委員会/編集・発行
2010.3 2 分冊 付図 6 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 88p
第 2 分冊：図版編 258p 写真図版 87p【受贈】

3 社会科学
あしどり 平成２１年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
2010.8 38p 30cm
【受贈】
いきいき子育てガイドブック 平成２２年度
桐生市保健福祉部/発行
2010
【桐生タイムス 8/1･19】

野球に賭けた青春－努力あるのみ－
清水博史/著
[2010.8] 71p A4 判
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 8/21】
るるぶ特別編集 ようこそ！前橋赤城山
２０１０年度版
JTB パブリッシング/編集 前橋市観光課/発行
[2010.8] 24p AB 判
【上毛 8/4】

伊勢崎市議会会議録 平成２２年
平成２２年５月１９日
伊勢崎市議会議長/調製発行
2010.9 20p 30cm

第２回臨時会
【受贈】

伊勢崎市議会会議録 平成２２年 第３回臨時会
平成22年6月11日開会 平成22年6月25日開会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2010.9 4,158p 30cm
【受贈】
伊勢崎市統計書 平成２１年度
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係/編集
2010.7 80p 30cm
【受贈】

るるぶ群馬 '11
JTB パブリッシング/発行
2010.8 163,11p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 1678 号】
我が国唯一の「板垣家系図」
板垣信方（形）の家族とその子孫（別冊）
三田村孝/著[･発行]
2010.5 59p 30cm
伊勢崎市の板垣一族に関する記述あり 【受贈】

Ｃａ－ｇａｍｉｎ！（かがみん） Vol.２
２０１０･Ｓｕｍｍｅｒ
季刊フリーペーパー 栃木県足利市版
クワドリ・フォリオ(太田市)/企画･編集
プロジェクト(前橋市)/発行
2010.6 [32p] 26 × 21cm
太田市長の清水聖義氏と足利市長の対談掲載
【受贈、ぐんま経済 8/12】
学校基本調査結果速報 平成２２年度
群馬県企画部統計課/発行
2010.8 19p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成２２年度
群馬工業高等専門学校/発行
2010 52p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成２２年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2010 39p 30cm

【受贈】

関東学園大学紀要 第１８集
関東学園大学紀要Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ刊
行委員会/編集 関東学園大学/発行
2010.3 150p 26cm
【受贈】
関東学園大学経済学紀要 第３５集
関東学園大学経済学紀要編集担当/編集
関東学園大学/発行
2010.3 182p 26cm
【受贈】
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〔2010.9〕

企画展 平成２２年度 第１５回
玉村八幡宮の絵馬展
玉村町歴史資料館/編集･発行
2010.8 16p 30cm

素顔の首相と大物政治家 戦後篇
清宮龍/著 善本社/発行
2010.8 189p 19cm 1333 円
中曽根康弘氏や小渕恵三氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1680 号】

【受贈】

季刊理想 Vol.97
(財)理想教育財団/発行
2010.6 22p 30cm
群馬・国語教育を語る会に関する記述あり
「授業づくりネットワークの活用を」村田伸宏
(高崎市立八幡中学校教頭)/著収録
【受贈】

政治は文化に奉仕する これからの政治と日本
中曽根康弘/著 松本健一/聞き手
シアター・テレビジョン出版局/発行
2010.7 206p 18cm 1300 円
（ シアテレ新書 001 ）
【TRC 新刊案内 1677 号】

桐生市議会会議録 平成２２年第２回定例会
平成22年6月2日開会 平成22年6月22日閉会
桐生市議会事務局/発行
2010.6 1 冊 30cm
【受贈】

高崎・群馬Ⅱの伝説
鈴木重行/著 あかぎ出版(太田市)/発行
2010. 160p 19cm 1800 円
（ 群馬伝説集成 ）
【上毛 8/30】

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２３年度
群馬県教育委員会他/発行
[2010.8] 72p 30cm
【受贈】

デートＤＶ……ってなに？ これって暴力？愛？
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
[2010] [4p] 21cm
【受贈】
読書の力 国語授業と学校図書館との連携・協力
太田克子･村田伸宏･「群馬･国語教育を語る会」/
著 三省堂/発行
2010.8 158p 26cm 1900 円
太田氏は群馬県立高崎商業高等学校司書専門員
村田氏は高崎市立八幡中学校教頭
群馬県内小中学校の読書指導の実践記録を収録
【受贈、TRC 新刊案内 1679 号】

群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２３年度
群馬県教育委員会･伊勢崎市教育委員会/発行
[2010.8] 17p 30cm
【受贈】
ぐんま県民カレッジ講座一覧 平成２２年度
群馬県生涯学習センター「ぐんま県民カレッジ
事務局」/発行
2010.7 47p 30cm
【受贈】

富岡・甘楽の伝説
池田秀夫/著 あかぎ出版(太田市)/発行
2009.11 160p 19cm 1800 円
（ 群馬伝説集成 7 ）
【上毛 8/30】

ぐんま子育て･若者サポートヴィジョン 2010
群馬県次世代育成支援対策推進後期行動計画
群馬県生活文化部少子化対策･青少年課/発行
2010.3 162p 30cm
【受贈】
公有財産に関する調書
群馬県/発行
2009 99p 30cm

流るる水に叫びあり
白石昭夫・中村宏/企画･編集･発行
2010.6 3 つ折り 30cm
白石氏と中村氏は県立前橋高校ＯＢ
県立前橋高校の開校から現在までの歴史をまと
めている
【受贈、上毛 8/22】

平成21年3月31日現在
【受贈】

子どもは社会の鏡 ラジオ&トーク教育相談Q&A
柴崎龍吾/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.7 235p 19cm 953 円
著者はうすい学園(高崎市)学園長
FM ぐんまの教育相談番組で放送した中から抜
粋して本にまとめている
【受贈、上毛 8/1、TRC 新刊案内 1679 号】

１００年インタビュー
中曽根康弘/話 公益(財)青雲塾/発行
2010.5 66p 21cm
（ 青雲塾叢書 7 ）
中曽根康弘氏のインタビューを楠浩一郎氏が活
字に起こしたものに加筆修正を加えた資料
【受贈】

支えられて ＡＬＳ療養者になって
牛久保結紀/著
2009.9 183p 21cm 1200 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 8/22】

前橋の市政概要 平成２２年度版
前橋市議会事務局/発行
2010 391p 30cm

予算特別委員会記録 平成２２年
平成２２年２月２５日～平成２２年３月４日
桐生市議会事務局/発行
2010.3 270p 30cm
【受贈】

[渋川山車まつり あばれ山車リーフレット]
渋川山車まつり実行委員会[/発行]
【上毛 8/4】
[2010]

〔2010.9〕

【受贈】
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4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬医学 第９１号 平成２１年度群馬県医学会
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2010.7 199p 26cm
【受贈】

群馬県水防計画 平成２２年度
群馬県県土整備部河川課防災係/発行
2010 381p 31cm

そろって三分。 時間湯の伝統と現在
鈴木恵美他/編集 井田剛文他/監修
NPO 法人「草津温泉時間湯を守る会」/発行
[2010.8] 254p A5 判 800 円
【上毛 8/7】

群馬県都市計画審議会議案 第１５３回
群馬県県土整備局都市計画課/発行
2010.6 8p 30cm
別添資料：議案添付図面 18p
【受贈】

高崎医学 第６０巻（平成２１年）
高崎市医師会/発行
2010.7 173p 26cm

こんにちは、建築家です! アーキテクツファイ
ル
日本建築家協会関東甲信越支部顧客支援システ
ム委員会/編著 建築ジャーナル/発行
2010.7 154p 30cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1677 号】

【受贈】

明治前期の温泉と政府－衛生問題･温泉論と旅先
地域の動向－
高橋陽一/著
2010 [27p] 22 × 30cm
『湯治の文化誌 論集【温泉学Ⅱ】』抜刷
草津に関する記述あり
【受贈】

【受贈】

全国安心工務店一覧 関東版2010-2011
新築・リフォームは安心工務店にまかせよう!
ハウジングエージェンシー出版局/発行
2010.8 261p 26cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1681 号】
田中正造と民衆思想の継承
花崎皋平/著 七つ森書館/発行
2010.8 253p 20cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1679 号】
田中正造物語
下野新聞社/編 随想舎/発行
2010.8 199p 19cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1681 号】
はばたけ群馬 群馬企業立地のご案内
２０１０－２０１１
群馬県産業政策課企業誘致推進室/発行
2010 61p A4 判
【群馬建設 8/5、ぐんま経済 8/19、上毛 8/24】
豚肉料理グルメマップ TONTONのまちまえばし
第６版
「ようこそまえばし」を進める会[/発行]
[2010.8] 36p
【上毛 8/30、日経 9/1】

-5-

〔2010.9〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

茜雲 ２４集 ２０１０年夏
８・１２連絡会(日航ジャンボ機御巣鷹山墜落
事故被災者家族の会)/編集・発行
2010.7 28p 30cm
【受贈】

旧菊地敏清家調査報告書
川嵜清和･桑原稔他/著
2010.3 6p 26cm
『ビエネス １６号 群馬県文化財研究会論文
報告集』抜刷
【受贈】

風にそよぐ墓標 父と息子の日航機墜落事故
門田隆将/著 集英社/発行
2010.8 309p 20cm 1600 円
【上毛 8/12、TRC 新刊案内 1681 号】
観光客数・消費額調査（推計）結果
平成２１年度
群馬県観光局観光物産課/発行
2010 10p 30cm

吟遊詩人の詩 未来への言葉
森田正巳/著 遊連/カバーデザイン･挿絵
OFFICE モリタ/発行
2010.1 135p 19cm 1200 円
遊蓮氏は太田市在住
【受贈】
渋川市北橘歴史資料館企画展示図録
第６回企画展 引札(ひきふだ)～和(わ)の不思議
世界(ワンダーランド)へようこそ～
渋川市教育委員会文化財保護課/発行
2010.8 36p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬県交通安全実施計画 平成２２年度
群馬県県土整備部交通政策課/編集発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2010.7 46p 30cm
【受贈】
群馬県大規模小売店舗名簿
平成２２年６月１日現在
群馬県産業経済部商政課/発行
2010.6 21p 21 × 30cm
群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
[2010] 43p 30cm
里見通信 Vol.７
富久樹園(高崎市)/発行
[2010.8] 24p 150 円

将棋名人戦七番勝負 第68期 愛蔵版
名人羽生善治 挑戦者三浦弘行
毎日新聞社/編･発行
2010.7 254p 20cm 2200 円
三浦氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1680 号】

【受贈】
年報 第３０号（平成２１年度実績）
(財)群馬県スポ－ツ振興事業団/発行
2010.8 62p 30cm

平成２１年度

【受贈】

【受贈】
森山大道 路上スナップのススメ
森山大道･仲本 剛/著 光文社/発行
2010.8 206p 18cm 950 円
（ 光文社新書 478 ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1681 号】

【朝日ぐんま 8/27】

農業委員会業務概要 平成２１年度
前橋市農業委員会/発行
2010.7 53p 30cm

【受贈】

8 語学
面白かんべェ上州弁 再
遠藤隆也/著 ブレーン・オフィス/発行
2010.4 283p 19cm 1429 円
著者は太田市在住
【上毛 8/5 ､朝日ぐんま 8/13 ､ viva amigo 8/13、
TRC 新刊案内 1679 号】

〔2010.9〕
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なかま 第６７号
(財)城北労働・福祉センター/編集･発行
2007.7
99p 21cm
｢短歌｣岩瀬誠(群馬県在住)/著収録
【受贈】

9 文学
哀歓 歌集
笹村明/著 朝日印刷工業[/発行]
[2010.8]
著者は前橋市在住

【上毛 8/19】

一世紀 父は詩の中に生きている
小野勝句歌集
小野勝/著 小野健一/発行
2010.6 191p 20cm
小野氏はみなかみ町在住
【受贈、上毛 8/20】
馬

小林準個人誌 №５９
小林準/編集・発行
2010.8 8p 21cm
小林氏は太田市在住

縁が和 六十歳からの散文
堰塚みや子/著
[2010.7] 102p B6 判
著者は高崎市在住

幕末点描 龍馬がいた時代
有本佳央/著 文芸社/発行
2010.9 365p 19cm 1600 円
上州の郷土史との関わりを前面に出しつつ物語
が展開する
著者は前橋市在住
【受贈】

【受贈】

【上毛 8/18】

企画展 第７０回 茨木のり子展～わたしが一番
きれいだったとき～
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2010.7 32p 30cm
【受贈】
偈化流浪の煙
吉原煙也/著 日本文学館/発行
2010.4 135p 19cm 1000 円
著者は太田市在住

花栞 句集
冨所千草/著 文學の森/発行
2010.9 203p 20cm 2571 円
（ 俳句作家選集 第 2 期第 8 巻 ）
著者は高崎市在住

【受贈】

ハンセン病文学全集 9 俳句・川柳
大岡信･大谷藤郎/編集委員 皓星社/発行
2010.7 15,513p 22cm 4800 円
栗生楽泉園(草津町)に関係する俳句･川柳あり
【TRC 新刊案内 1681 号】

【上毛 8/19】

駒とめて袖うちはらふ 謡曲「鉢木」考
森延哉/著 文芸社/発行
2010.9 215p 19cm 1200 円
「鉢木」は群馬を舞台とする謡曲
【TRC 新刊案内 1681 号】

ハンセン病文学全集 5 評論
大岡信･大谷藤郎/編集委員 皓星社/発行
2010.6 7,782p 22cm 4800 円
栗生楽泉園(草津町)に関係する評論あり
【TRC 新刊案内 1681 号】
松浦寿輝 －『ウサギのダンス』から『吃水都市』
まで－ 第十七回萩原朔太郎賞受賞者展覧会
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
2010.7 94p 26cm
【受贈】

先生のあさがお
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2010.8 195p 20cm 1429 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1680 号】

窓の外は向日葵の畑
樋口有介/著 文藝春秋/発行
2010.7 354p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1679 号】

多胡の嶺 歌集
井上あやめ/著 あさを社/発行
2010.7 196p 20cm
（ 黄花叢書 第 68 篇 ）
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 8/19】
どっこい生きている
飯塚和夫/著
[2010.8] 154p 四六判
著者は東吾妻町在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 34
まわれ!ベーゴマの巻 埼玉の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.8 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1681 号】

道しるべ 歌集
高野智枝/著 上毎印刷工業/印刷
2010.8 184p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 8/19】

【上毛 8/26】
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ようこそ俳句の世界へ。 １９９７‐２００９
「上毛ジュニア俳壇」優秀句集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.8 167p 21cm 953 円
【上毛 7/6･8/22、TRC 新刊案内 1680 号】

〔2010.9〕

県関係者の一般著作

視聴覚資料

エッセンシャルオイルの薬理と心 アロマテラピ
ーの効能の科学
梅津豊司/著 フレグランスジャーナル社/発行
2010.8 8,167p 19cm 1400 円
（ 香り選書 14 ）
著者は群馬大学大学院医学研究科修了
【TRC 新刊案内 1681 号】
家族で登山をはじめませんか
久保和恵/著 文芸社/発行
2010.8 108p 四六判 1000 円
著者は太田市在住

卯三郎音頭（CD）
五十嵐進/作詞
[2010]
卯三郎こけし(榛東村)をテーマに作られている
【上毛 8/3】
CANTAくんの歌で日本語レッスン１（CD）
ミーティングポイントドゥープラス(大泉町)/
制作 Ｃｉｅｌの石川陽亮/編曲
Ｋｉｄｓ Ｍｉｘ/歌
[2010.8]
【上毛 8/20】

【上毛 8/31】
群馬県中学校総合体育大会開会式 第４５回
平成２２年７月２９日(木)放送（DVD）
[群馬県/発行]
2010
【受贈】

Ｇａ－ｙａ！（ガーヤ） 第５号
季刊フリーペーパー 埼玉県熊谷市版
クワドリ・フォリオ(太田市)/企画･編集
[2010.8]
【ぐんま経済 8/12】

炎の道（CD）
武井隆幸/作詞 池田進/作曲
[2010.8]
武藤氏は高崎市在住

高校生のキャリア・デザインと新しい大学・短大
選び
岩田雅明/著 ぎょうせい/発行
2010.8 3,180p 21cm 1714 円
著者は共愛学園前橋国際大学･大学運営センタ
ー長
【上毛 8/17 ､ TRC 新刊案内 1681 号】

炎の道 カラオケ用（DVD）
武井隆幸/作詞 池田進/作曲
[2010.8]
武藤氏は高崎市在住

武藤芳男/制作
【上毛 9/1】
武藤芳男/制作
【上毛 9/1】

工事の車
小賀野実/監修・写真 ポプラ社/発行
2010.7 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1677 号】
子どものケータイ-危険な解放区
下田博次/著 集英社/発行
2010.7 238p 18cm 720 円
（ 集英社新書 0551 ）
著者は群馬大学社会情報学部大学院研究科教
授、群馬大学特任教授を歴任
【TRC 新刊案内 1678 号】

電子資料
水防計画 平成２２年（CD-ROM）
群馬県/発行
2010

みんなが知らない“裁判ギョーカイ”ウラ話 「裁
判官」「弁護士」「検察官」のホンネ、「裁判員裁
判」のイロハ
大河原眞美/著 清流出版/発行
2010.7 173p 21cm 1600 円
著者は高崎経済大学教授
【上毛 8/4、産経 8/5、TRC 新刊案内 1675 号】
もう悩まない!家庭介護の安心アドバイス
別府明子/著 家の光協会/発行
2010.8 191p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1679 号】

〔2010.9〕
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【受贈】
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