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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１０年 ７月分
No.２８４

いずみ色は幸せ色 成長の記録集
新保二三夫･きぬ子/発行
2010.6 39p 20 × 21cm
新保氏は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 7/5】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 8 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

茨城・栃木・群馬タダで楽しむ子連れおでかけガ
イド
空っ風キッズ/著 メイツ出版/発行
2010.7 144p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1674 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。

えりあぐんま 第１６号
群馬地理学会/編集･発行
2010.6 64p 26cm

・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。

尾瀬紀行 その自然と人々 歴史と民俗をたどる
山旅
永井佐紺/著 上毛新聞社/発売
2010.7 248p A5 判 1800 円【上毛 7/24、7/30】

・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。

川浦塚越氏記録写
倉淵古文書学習会/発行
[2010.7] 88p A3 判

蚋魚の会二十年の歩み 群馬県立文書館友の会
群馬県立文書館友の会蚋魚の会/編集･発行
2010.3 125p 26cm
【受贈】
群馬芸術文化協会総合誌
群馬芸術文化協会/発行
2010.3 60p 26cm

【上毛 7/13】

加部安左衛門 江戸期在郷商人の事績
丸山不二夫/著 みやま文庫/発行
2010.6 215p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 199 ）

０ 総記

炎

【受贈】

【購入】

関東気ままに旅の地図
帝国書院/発行
2010.7 136p 30cm 1500 円
尾瀬、谷川に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1677 号】

№３４
【受贈】

近世の墓と石材流通
秋池武/著 高志書院/発行
2010.5 270p 22cm 6000 円
著者は下仁田町生まれ
群馬県に関する記述あり
【上毛 7/29、TRC 新刊案内 1671 号】
群馬学とは
手島仁/著 朝日印刷工業/発行
2010.7 1800 円

1 哲学･宗教
今ここで １２０周年を迎えて
緑野教会創立１２０周年記念誌編集委員会･日
本基督教団緑野教会/発行
2010.4 86p 30cm
【受贈】

【上毛 7/25】

激動の世に育てられて－日中戦争の年に生まれて
７２年－
都丸伊佐男/著･発行
2009.10 175p 21cm
著者は渋川市在住
【受贈、上毛 6/16】
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〔2010.8〕

上信電鉄沿線の社寺案内
上信沿線社寺協議会事務局/発行
[2010] 二つ折り 30 × 42cm

ぶらーりあかぎ旅 わくわく立ち寄りガイド
「ググっとぐんま刊行宣伝推進協議会」県央地
域部会/作製
[2010.7] A4 判
【上毛 7/19】

【受贈】

城と歴史を探る旅 続
斎藤秀夫/著 鳥影社/発行
2010.7 188p 19cm 1500 円
箕輪城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1676 号】

みどり市内遺跡１（みどりしないいせきいち）
ー平成１８年度・平成１９年度市内遺跡発掘調査
報告書ー
みどり市教育委員会/編集･発行
2010.3 67p 30cm
【受贈】

高崎ぷらっとまち歩きマップ 城下町の面影と老
舗めぐり
高崎市/発行
[2010.7] 折りたたみ A3 判
【日経 7/7、上毛 7/8】

我が人生を思い出すままに
宮下建/著 上毛新聞社/制作
[2010.7]
宮下氏は渋川市在住

高崎ぷらっとまち歩きマップ 高崎ＡＲＴ散歩
高崎市/発行
[2010.7] 折りたたみ A3 判
【日経 7/7、上毛 7/8】

わたらせ渓谷鐵道観光ガイド
わたらせ渓谷鐵道(株)/発行
[2010] [4p] 26cm

【上毛 7/19】

【受贈】

ちょいなちょいな 創刊号 フリーペーパー
草津温泉らくご事務局/編集・発行
2010.6 27p 21cm 【受贈、読売 7/4、日経 7/15】
新潟100名山
新潟県山岳協会/監修 新潟日報事業社/発行
2010.7 411p 21cm 2600 円
谷川に関する記述あり【TRC 新刊案内 1676 号】

3 社会科学
桐生市ならあなたらしい暮らしにきっと出会えま
す
桐生市/発行
[2010.7]
【桐生タイムス 7/27】

日本の山風景撮影ガイド デジタル一眼レフで撮
りに行こう!
日本山岳写真集団/編
モーターマガジン社/発行
2010.6 185p 20cm 1095 円
（ Motor Magazine Mook ）
尾瀬、谷川岳、妙義に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1674 号】

群馬県介護支援専門員連絡協議会設立１０周年記
念誌
群馬県介護支援専門員連絡協議会/編集･発行
2010.3 88p 30cm
【受贈】

はるかな尾瀬 Vol.１３
(財)尾瀬保護財団/発行
2010.6 15p 30cm

群馬県介護福祉士会設立１０周年記念誌
群馬県介護福祉士会/編集
2009.6 46p 30cm
【受贈】

【受贈】

日本首相の所信表明演説 小泉純一郎から菅直人
まで
みんなの選挙研究会/編 水曜社/発行
2010.7 141p 19cm 762 円
福田康夫氏の所信表明演説収録
【TRC 新刊案内 1675 号】

群馬県産業連関表 平成１７年（２００５年）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2010.5 114p 30cm
【受贈】

ふたたび、時事ネタ
斎藤美奈子/著 中央公論新社/発行
2010.6 269p 20cm 1300 円
福田康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1674 号】

群馬県産業連関表付帯表（雇用表）
平成１７年（２００５年）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2010.5 28p 30cm

【受贈】

群馬県立女子大学 ２０１１
群馬県立女子大学/発行
[2010] 53p 26 × 22cm

【受贈】

〔2010.8〕
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ぐんま高齢社会白書 '１０
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2010.5 149p 21cm

【受贈】

地域貢献活動報告書 平成２０年度
群馬県立県民健康科学大学/発行
2009.3 49p 30cm

【受贈】

ぐんま子育て･若者サポートヴィジョン２０１０
群馬県/発行
2010
【上毛 7/9】

地域貢献活動報告書 平成２１年度
群馬県立県民健康科学大学/発行
2010.3 151p 30cm

【受贈】

ぐんま子育て･若者サポートヴィジョン２０１０
概要版
群馬県/発行
2010
【上毛 7/9】

定例市議会議案書 平成２２年第１回
（予算議案を除く第１次送付分）
前橋市/発行
2010 118p 30cm

【受贈】

公営企業の概要 平成２２年度
群馬県企業局へ
2010 46p 30cm

定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2010 1p 30cm

平成２２年第１回
【受贈】

定例市議会議案書
（第３次送付分）
前橋市/発行
2010 2p 30cm

平成２２年第１回

定例市議会議案書
（第４次送付分）
前橋市/発行
2010 6p 30cm

平成２２年第１回

国際地域学研究 第１３号
東洋大学国際地域学部/編集・発行
2010.3 195p 30cm

【受贈】

【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２２年度版
２０１０
国立大学法人群馬大学総務部総務課広報係/編
集
2010.6 49p 30cm
【受贈】
財政のあらまし 平成２２年６月
群馬県/発行
2010.6 41p 30cm

【受贈】

少年非行概況 平成２１年
群馬県警察本部生活安全部少年課/編集･発行
2009 62p 30cm
【受贈】
生活とあそびで育つ子どもたち 河添理論の保育
実践
今井寿美枝/編著 丸山美和子/監修
大月書店/発行
2010.7 180p 21cm 1600 円
今井氏は群馬県立保育大学校卒業
チャイルドハウスゆうゆう(前橋市)の実践記録
【TRC 新刊案内 1677 号】

【受贈】

【受贈】

定例市議会議案書 平成２２年第２回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2010 66p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書
（第２次送付分）
前橋市/発行
2010 6p 30cm

【受贈】

平成２２年第２回

定例市議会議案説明資料 平成２２年第１回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2010 68p 30cm
【受贈】

消防年報 ２０１０年（平成２２年）刊行
通信指令課/編集 高崎市等広域消防局/発行
2010.7 90p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２２年第２回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2010 53p 30cm
【受贈】

第四次南牧村総合計画
企画情報課/編集 南牧村/発行
2010.4 84p 30cm

当初予算市長説明 平成２２年度
前橋市/発行
2010 21p 30cm

【受贈】
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【受贈】

〔2010.8〕

ｆｅｄｅ(フェーデ) 結婚情報誌 創刊号
(有)シンクリード(前橋市)/発行
[2010.7] 152p A4 ワイド判 300 円
【viva amigo 7/16】

4 自然科学
群馬県女医会６０年史
群馬県女医会６０年史編集委員会/企画編集
群馬県女医会/発行
2010.6 185p 27cm
【受贈】

前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書） 平成２２年度
前橋市/発行
2010 541p 30cm
【受贈】

フィールド・バイオロジスト １８巻２号
（２０１０年１月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2010.1 67p 26cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書（３月補正予
算議案及び同説明書） 平成２１年度
前橋市/発行
2009 411p 30cm
【受贈】

森友 サンデンフォレスト植物図鑑
特定非営利活動法人あかぎくらぶ/発行
2010.5 56p 19 × 15cm 500 円(税込)
サンデンフォレスト(前橋市粕川町)内の花や樹
木など約 110 種類を写真付きで掲載
【受贈、上毛 7/17】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２１年度
３月補正予算説明資料（平成２２年第１回定例市
議会）
[前橋市/発行]
2010 22p 30cm
【受贈 】
前橋市各会計補正予算の概要 平成２２年度
６月補正予算説明資料（平成２２年第２回定例市
議会）
[前橋市/発行]
2010 5p 30cm
【受贈 】
前橋市小中学校校長会会誌 第６２号
[前橋市小中学校校長会/編集･発行]
2010.7 54p 21cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
【受贈】

会報 第３７号
群馬県食品工業協会/発行
2010.3 28p 30cm

前橋市の教育～「県都前橋 教育のまち」を目指
して～ 平成２２年度
前橋市教育委員会管理部総務課/編集･発行
2010.7 107p 30cm
【受贈】
民話が語る上州の妖怪
酒井正保/著 真下博/挿絵
[2010.7]
酒井氏、真下氏共に前橋市在住
もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2010 48p 21cm
要覧 平成２１年度
群馬県教育文化事業団/発行
2009 28p 30cm

【受贈】

休日のパン屋さん 埼玉・栃木・茨城・群馬
休日のパン屋さん製作委員会/編 幹書房/発行
2010.6 110p 21cm 1238 円
【TRC 新刊案内 1674 号】

【受贈】

群馬県建設名鑑 平成22・23年度版
日本工業経済新聞社前橋支局/編集･発行
2010.6 478p 26cm 25000 円
付録：業種別・完成工事高 総合評点ランキン
グ
【購入、群馬建設 7/17】

【受贈】

群馬ｄｅパスタ
ニューズライン/発行
[2010.7] 780 円

【上毛 7/14】

平成２２年度版

【上毛 7/23】

とっておきグルメガイド
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合/作成
[2010.7]
群馬県内を草津、伊香保、四万、みなかみ、前
橋･伊勢崎などの５地域に分けて店を紹介して
いる
【日経 7/29】

〔2010.8〕
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

御巣鷹山と生きる 日航機墜落事故遺族の25年
美谷島邦子/著 新潮社/発行
2010.6 253p 20cm 1400 円
著者は日航機墜落事故遺族「8･12 連絡会」事
務局長
【上毛 7/3、TRC 新刊案内 1674 号】

県民芸術祭報告集 第３３回 平成２１年度
(財)群馬県教育文化事業団/編集･発行
2010.6 32p 30cm
【受贈】
tokyo bay blues 1982-1984
石内都/著 蒼穹舎/発行
2010.6 97p 23cm 4500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1674 号】

ぐんま食材セレクション１００ コンパクト
群馬県農政部蚕糸園芸課ぐんまブランド推進室
/編集･発行
2010.6 23p 21cm
【受贈】
群馬の農業 平成２２年度
群馬県農政部農政課/編集･発行
2010 40p 30cm

登山家 Ｗ.ウェストンと清蔵
小林二三雄/著 みやま文庫/発行
2010.6 159p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 198 ）

JR東日本全線<決定版>鉄道地図帳 全駅・全配線
・全廃線・全縦断面図
Vol.7 高崎・長野支社管内編
今尾恵介/監修 学研パブリッシング/発行
2010.7 112p 26cm 1500 円
（ Gakken MOOK ）
付属資料：DVD-ROM(1 枚 12cm)館外貸出不可
【TRC 新刊案内 1674 号】
JAL123便事故 安全工学の視点から検証する
寺田博之/著 文芸社/発行
2010.7 113p 20cm 1200 円
御巣鷹山日航機 123 便墜落に関する検証
【TRC 新刊案内 1674 号】
首都圏貨物列車撮影ガイド 武蔵野線・東海道本
線 中央本線・東北本線 高崎線・常磐線 京葉線
・南武線・根岸線
イカロス出版/発行
2010.8 177p 21cm 1714 円
（ イカロス MOOK ）【TRC 新刊案内 1677 号】
日本絹の里紀要 第１２号 （2009）
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2010.3 69p 30cm
私の中のシルクカントリー
上毛新聞社/発行
2010.7
（ シルクカントリー双書

上

私の中のシルクカントリー
上毛新聞社/発行
2010.7
（ シルクカントリー双書

下

5）

6）

【購入】

【受贈】
幇間探偵しゃろく １
青木朋/著 小学館/発行
2010.7 [204p] 18cm 524 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

龍陽君始末記 １
青木朋/著 秋田書店/発行
2009.7 [191p] 18cm 400 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

龍陽君始末記 ２
青木朋/著 秋田書店/発行
2010.1 [191p] 18cm 400 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

龍陽君始末記 ３
青木朋/著 秋田書店/発行
2010.6 [191p] 18cm 400 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

【受贈】

8 語学
日本国憲法前文お国ことば訳 わいわいニャンニ
ャン版
勝手に憲法前文をうたう会/編 岩合光昭/写真
小学館/発行
2010.6 139p 18 × 19cm 1800 円
上州弁での訳文収録
【上毛 4/28、TRC 新刊案内 1673 号】

【上毛 7/9】

【上毛 7/9】

わたらせ渓谷鐵道今昔展 足尾鉄道から足かけ百
年
[みどり市教育委員会･わたらせ渓谷鐵道(株)/
発行]
[2010] [4p] 30cm
【受贈】
-5-

〔2010.8〕

9 文学
赤城山を望みて 歌集
角田親俊/著 いそざき印刷/製作
[2010.7]
著者は前橋市在住

【上毛 7/29】

アナザー修学旅行
有沢佳映/著 講談社/発行
2010.6 252p 20cm 1300 円
著者は群馬県在住
【受贈、TRC 新刊案内 1675 号】

風の街 No.３３（２０１０.７）
嶋田誠三/編集･発行
2010.7 116p 21cm 500 円
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

木立のむこう 歌集
石関かつ子/著 水甕群馬支社/発行
2010.6 201p 22cm
（ 水甕叢書第 835 篇 ）
著者は渋川市在住

【受贈】

劇的な人生こそ真実 私が逢った昭和の異才たち
萩原朔美/著 新潮社/発行
2010.6 223p 20cm 1400 円
著者は萩原朔太郎の孫、萩原葉子の息子
【上毛 7/4、TRC 新刊案内 1674 号】

アンティークFUGA
あんびるやすこ/作 十々夜/絵 岩崎書店/発行
2010.7 205p 19cm 900 円
（ YA!フロンティア ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1675 号】

上毛国語 第７５号
群馬県高等学校教育研究会国語部会/編集･発行
2010.3 80p 21cm
【受贈】

いずみの詩
新保いずみ/著 新保二三夫･きぬ子/発行
2010.6 55p 20 × 21cm 952 円
著者は伊勢崎市在住
【受贈、上毛 7/5】

新・日本文壇史 第３巻 昭和文壇の形成
川西政明/著 岩波書店/発行
2010.7 7,254p 20cm 2800 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【上毛 7/24、TRC 新刊案内 1678 号】

いのちのラブレター
川渕圭一/著 実業之日本社/発行
2010.7 276p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1677 号】

戦火の中で 戦争体験記
沼田小学校区９条の会/発行
[2010] 27p 26cm

おじぞうさんと生きものたちと 詩集
大塚史朗/著 群馬詩人会議大塚史朗/発行
2010.7 124p 21cm 1500 円
著者は吉岡町在住
【受贈】
尾瀬至仏山殺人事件 写真家・剣平四郎の撮影事
件帳
新井幸人/文･写真 日本写真企画/発行
2010.7 256p 19cm 1238 円
（ PHOTO TRAVEL MYSTERY ）
【TRC 新刊案内 1676 号】
女と男の事件帳 戦後を生きた巡査の手記
深沢敬次郎/著 元就出版社/発行
2010.6 219p 19cm 1500 円
著者は高崎市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1675 号】

前橋川柳会三十周年記念

田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館/発行
2010.3 60p 26cm

【受贈、上毛 7/29】
第２２号（2009）
【受贈】

鷹の羽 歌集
田島儀一/著･発行
2010.8 [145p] 22cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

童話研究 第２２号 (2010.6)
群馬童話研究会/編集･発行
2010.6 74p 26cm 2100 円

【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ３３
ピーナッツ忍者の巻 千葉の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.7 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1676 号】

かあさんどうして
谷川俊太郎/詩 中村 悦子/絵
佼成出版社/発行
2010.7 31p 25cm 1300 円
（ クローバーえほんシリーズ ）
中村氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1676 号】

〔2010.8〕

川柳まえばし合同句集
前橋川柳会/発行
2010.6 223p 19cm

【受贈】
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橋懸り
久保田哲平/著
2010.6 126p 21cm
著者は前橋市在住
淵

【受贈】

“快適に老いる！”～かかりつけ弁護士を身近に
小此木清/著
[2010.7] 80p A4 判 500 円
著者は高崎市在住
【上毛 7/1、7/24】

短歌同人誌 第１８６号
淵の会/発行
2010.7 40p 21cm 500 円
｢階段清掃の恵み｣松田治男(群馬県在住)/著
収録
【受贈】

鎌倉源氏三代記 一門・重臣と源家将軍
永井晋/著 吉川弘文館/発行
2010.7 7,237p 19cm 1800 円
（ 歴史文化ライブラリー 299 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1674 号】

1600 円(税込)

やさしいちゅうしゃ
竹内紀子/作 のる/絵
こどものこみち２１/発行
2010.6 31p 20 × 28cm 1143 円
竹内氏は前橋市生まれ

【受贈】

からくり工作ブック 身近なものでかんたんにで
きる
塩浦信太郎/著 学研教育出版/発行
2010.7 127p 26cm 950 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1675 号】
韓国が死んでも「一流先進国」になれない18の理
由
百瀬格/著 文藝春秋/発行
2010.6 214p 19cm 1714 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1674 号】

県関係者の一般著作

かんたん贈与税
高崎相続サポートセンター/発行
[2010.7]
【ぐんま経済 7/8】

江戸商家・商人名データ総覧 第6巻 み(みす
屋)～わ(椀屋)
田中康雄/編 柊風舎/発行
2010.6 682p 23cm 28000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1675 号】

建築社会学者と住宅のプロが教える本物の住まい
知らない人が多すぎる
樫野紀元･長井克之/著 現代書林/発行
2010.5 189p 19cm 1400 円
樫野氏は前橋工科大学大学院教授
【群馬建設 7/7、TRC 新刊案内 1669 号】

江戸図 屛 風の謎を解く
黒田日出男/著 角川学芸出版/発行
2010.6 225p 19cm 1800 円
（ 角川選書 471 ）
著者は群馬県立歴史博物館館長
【TRC 新刊案内 1674 号】

高山の花
永田芳男･伊地知英信/著 山と溪谷社/発行
2010.7 281p 15cm 1200 円
（ 新ヤマケイポケットガイド 3 ）
永田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1676 号】

大金持ちも驚いた105円という大金 救われたロ
ーン人生
吉本康永/著 三五館/発行
2009.6 206p 19cm 1100 円
著者は高崎市在住
【上毛 7/25、TRC 新刊案内 1621 号】

彩色ケアが認知症を変える! 色カルタ(クオリア
・ゲーム)で蘇る世界
折茂賢一郎･三浦南海子/著
メディカルサイエンス社/発行
2010.6 120p 17cm 2100 円
折茂氏は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1675 号】

おとなの常識日本酒 美味しい日本酒と出会うた
めの情報とおすすめ蔵元の純米酒189アイテム
藤田千恵子/著 淡交社/発行
2010.7 142p 21cm 1600 円
（ 淡交ムック ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1675 号】

上手な経営承継のすすめ方
高崎相続サポートセンター/発行
[2010.7]
【ぐんま経済 7/8】
数学は楽しい Ｐａｒｔ２
瀬山士郎/編 日経サイエンス/発行
2010.7 140p 28cm 2000 円
（ 別冊日経サイエンス SCIENTIFIC AMERICAN
日本版 172 ）
瀬山氏は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1676 号】

海水魚 海を泳ぐ魚がすぐわかる!海の魚と友だ
ちになる本
吉野雄輔/写真･文 山と溪谷社/発行
2010.7 79p 19cm 1200 円
（ わかる!図鑑 7 ）
吉野氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1677 号】
-7-

〔2010.8〕

その英語、たった1字の違いなのに意味が逆
David A.Thayne･小池 信孝/著
主婦の友社/発行
2010.7 191p 19cm 1200 円
小池氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1675 号】

視聴覚資料
CREATURES（CD）
ストレイテナー/演奏 EMI/制作･発売
[2010] 14 曲 51 分
ギターの大山純氏が群馬県出身
【上毛 7/7】

彫刻刀で作る仏像 入門編
関侊雲/監修
スタジオタッククリエイティブ/発行
2010.7 167p 21cm 2500 円
関氏は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1677 号】

花いちもんめ（CD）
皐月/歌
2009.5 [11 曲] [47 分]
皐月氏は桐生市出身
【日刊きりゅう 7/25】

電磁波ノイズ・トラブル対策 EMI・EMS・EMCの
基本
小暮裕明･小暮芳江/著 誠文堂新光社/発行
2010.7 239p 21cm 2400 円
（ 直感でマスター! ）
木暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1677 号】
なぜ日本にアメリカ軍の基地があるのか
松本健一/著 牧野出版/発行
2010.7 239p 18cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1676 号】

電子資料

ねんドル岡田ひとみのねんどでミニチュアパリス
イーツ マカロン、エクレア、ミルフィーユ…キ
ッズも上級者も夢中
岡田ひとみ/著 主婦の友社/発行
2010.8 79p 26cm 1238 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 7/13、TRC 新刊案内 1676 号】
マッカーサー元帥暗殺計画
吉本康永/著 廣済堂あかつき/発行
2010.7 368p 20cm 1800 円
著者は高崎市在住
【上毛 7/25、TRC 新刊案内 1675 号】
三浦梅園と東西文化
柳沢南/著
2010.7 [584p] 21cm
著者は元群馬工業高等専門学校教授

【受贈】

『遺言書』作成のポイント
高崎相続サポートセンター/発行
[2010.7]
【ぐんま経済 7/8】
遺言・相続手続・相続税まるわかりガイド
高崎相続サポートセンター/発行
[2010.7]
【ぐんま経済 7/8】

〔2010.8〕
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