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板倉町ウォーキングマップ vol.１ 谷田川コース
東洋大学地域活性化研究所/製作
板倉町産業振興課産業政策係/製作協力
[2010.4] 三つ折り 21 × 30cm
【受贈、上毛 4/5】

発行日
発 行

平成 22(2010)年 5 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

癒しの郷・かわうち名久木
名久木ゆうゆうくらぶ・桐生市川内町５の４町
会/編集･発行
2010.2 48p 21cm
【受贈、viva amigo 4/2、桐生タイムス 4/8】

・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。

生原・柊木遺跡(おいばら・ひいらぎいせき) 宅
地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査 高崎市文化財
調査報告書第２４５集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.8 28p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

・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。

おでかけ群馬 2010－2011
ニューズ・ライン/発行
2010.3 146p A4 変形判 980 円
【上毛 4/2、viva!amigo4/9】

０ 総記
群馬県立歴史博物館紀要 第３１号 （２０１０）
群馬県立歴史博物館/発行
2010.3 99p 30cm
【受贈】

オバマに至る世界的改革者群像 忘れ得ぬ日米欧
クリスチャン精神史
大庭治夫/著 国際学術技術研究所/発行
2010.3 219p 21cm 2000 円
（ 際研 Bibl「精神史研究試論集」－新日本の
ための新日本精神史研究試論 2 ）
内村鑑三氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1663 号】
鹿島浦遺跡(かしまうらいせき) 北関東自動車道
(伊勢崎～県境)地域埋蔵文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 2 分冊 付図 1 枚 30cm
第 1 分冊：本文・挿図編 601p
第 2 分冊：写真図版編 写真図版 302p
【受贈】

1 哲学･宗教

[片品村４カ国語パンフレット]
片品村観光協会/発行
[2010.4]
中国語・台湾語・韓国語・英語で表記
【上毛 4/30】
上里見新井遺跡(かみさとみあらいいせき) 宅地
造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高崎市文
化財調査報告書第２４２集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.5 16p 写真図版 3p 30cm
【受贈】
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〔2010.5〕

上中居遺跡群(かみなかいいせきぐん) 高崎駅東
口線道路改良事業に伴う発掘調査報告書 高崎市
文化財調査報告書第２３２集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 346p 写真図版 1,110p 付図 11 枚
30cm
【受贈】

下豊岡後原Ⅲ遺跡(しもとよおかごはらさんいせ
き) 宅地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書 高崎市文化財調査報告書第２２８集
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.9 26p 写真図版 7p 30cm
【受贈】
新後閑遺跡(しんごかんいせき) マンション建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査 高崎市文化財調査報
告書第２３７集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 21p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

金古・庚申遺跡Ⅴ(かねここうしんいせきご) 移
動通信用無線基地局建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書 高崎市文化財調査報告書第２４０集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 8p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

新後閑遺跡２(しんごかんいせきに) 宅地造成に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高崎市文化財調
査報告書第２４１集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.5 12p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

倉賀野下新堀遺跡(くらがのしもしんぼりいせき)
高崎市文化財調査報告書第２３４集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 14p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
群馬県みどり市総合観光ガイドブック
みどり市/発行
[2010.3] 36p 30 × 11cm
【受贈、上毛 4/24、桐生タイムス 4/24、日経 4/27】
激動の人生九十有余年 自伝
松田貞吾/著
[2010.4] 246p B5 判
著者は高崎市在住

神道関係文化財報告書 東日本編
「神社祭礼に見るモノと心」グループ/編集
國學院大學研究開発推進機構伝統文化リサーチ
センター/発行
2010.2 234p 30cm [写真図版 8p]
群馬県に関する記事あり
【受贈】

【上毛 4/24】

史跡保渡田古墳群 井手二子山古墳(しせきほど
たこふんぐん いでふたごやまこふん) 史跡整
備事業報告書 高崎市文化財調査報告書第２３１
集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 3 分冊 付図 1 枚 30cm
第 1 分冊：遺構編 116p 写真図版 8,64p
第 2 分冊：遺物･分析･考察編 292p 写真図版 8,68p
第 3 分冊：整備編 55p 写真図版 6,44p
【受贈】

政治笑 週刊東洋経済FOCUS政治
市村章/著 東洋経済新報社/発行
2010.4 175p 21cm 1300 円
中曽根康弘氏と小渕恵三氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1663 号】
全徳森遺跡(ぜんとくもりいせき) 宅地造成に伴
う埋蔵文化財発掘調査 高崎市文化財調査報告書
第２３６集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 34p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

市内遺跡発掘調査報告書(しないいせきはっくつ
ちょうさほうこくしょ) 平成２０年度 高崎市
文化財調査報告書第２３５集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 37p 30cm
【受贈】

高関高根遺跡(たかぜきたかねいせき) 店舗建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査 高崎市文化財調査報
告書第２４４集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.7 97p 写真図版 21p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

下佐野長者屋敷遺跡(しもさのちょうじゃやしき
いせき) 携帯電話鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査 高崎市文化財調査報告書第２３９集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 16p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

ｔａｖｉ（タヴィ）
群馬県渋川行政県税事務所･群馬県吾妻行政事
務所/作製
[2010.4]
【上毛 4/26】

下芝五反田遺跡・下芝萬行遺跡(しもしばごたん
だいせき･しもしばまんぎょういせき) 高崎市文
化財調査報告書第２３０集
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.11 38p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

〔2010.5〕

菅谷石塚Ⅱ遺跡(すがやいしづかにいせき) 菅谷
南線街路事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 高崎
市文化財調査報告書第２３３集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 40p 写真図版 12p 30cm
【受贈】
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利根沼田地域日本百名山ルートガイド（夏山）
利根沼田県民局/発行
[2010.4] A1 判
【朝日 4/9 日経 4/22】

山の都・前橋市から見える山々－群馬県庁本庁舎
３２Ｆ展望ホールからの山岳展望景観図－(私家
版)
藤本一美/著･作画[･発行]
2010.4 [4p] 31cm
【受贈】

萩原沖中遺跡５(はぎわらおきなかいせきご) 鉄
塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高崎市
文化財調査報告書第２４３集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.7 15p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

歴史散歩 元総社地区
元総社地区地域づくり協議会「歴史と伝統・環
境保護部会」/作製
［2010.3］ A3 判
【上毛 4/4】

萩原沖中遺跡第３次調査(はぎわらおきなかいせ
きだいさんじちょうさ) 工場建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書第
２３８集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.3 75p 写真図版 21p 30cm
【受贈】

ローカル線で温泉ひとりたび
たかぎなおこ/著 メディアファクトリー/発行
2010.4 176p 21cm 1100 円
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1664 号】

幕末譜代藩の政治行動
鈴木壽子/著 同成社/発行
2010.3 5,258p 22cm 7000 円
館林藩に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1663 号】

綿貫・台新田遺跡(わたぬきだいしんでんいせき)
分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査 高崎市
文化財調査報告書第２４６集
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.7 37p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

八ヶ入遺跡Ⅰ(はちがいりいせきいち)－旧石器時
代編－ 北関東自動車道(伊勢崎～県境)地域埋蔵
文化財発掘調査報告書
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.3 278p 写真図版 53p 30cm
【受贈】

3 社会科学

東国分薬師道南遺跡(ひがしこくぶやくしみちみ
なみいせき) 携帯電話無線基地局建設に伴う埋
蔵文化財発掘調査 高崎市文化財調査報告書第２
２１集
高崎市教育委員会/編集･発行
2008.3 10p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

桐生織物と共に百四十年 のこぎり屋根の後藤を
見に来ませんか？
合資会社 後藤/発行
[2010.3］ 4p 30cm 【受贈、桐生タイムス 4/1】

まちなか散策ガイド [改訂版]
まちづくりを考える研究グループ/発行
[2010.4]
【上毛 4/30】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第１８回 平
成２１年度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2010.3 113p 21cm
【受贈】

道の駅旅案内全国地図 道の駅917カ所のデータ
を収録 平成22年度版 特集今こそ温泉。
道路整備促進期成同盟会全国協議会/発行
2010.3 261p 30cm 1100 円
草津温泉に関する記事あり
【ぐんま経済 4/15、TRC 新刊案内 1664 号】

群馬大学主催こども体験教室「群馬ちびっこ大学」
実施報告書 平成２１年度群馬大学地域貢献事業
群馬大学地域連携推進室/発行
2010.3 102p 30cm
【受贈】
県民経済計算(確報概要版)
群馬県/発行
2010.2 21p 30cm

みんなの自然をみんなで守る20のヒント
竹内 純子/編 山と溪谷社/発行
2010.4 127p 21cm 1800 円
尾瀬に関する記述あり
竹内氏は東京電力尾瀬自然保護活動担当
【TRC 新刊案内 1664 号】

平成１９年度

市町村民経済計算 平成１９年度
群馬県企画部統計課/編集･発行
2010.3 72p 30cm
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【受贈】

【受贈】

〔2010.5〕

首都圏高校受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 2011年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2010.4 1551p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 1664 号】
広報「かたしな」縮刷版
１２０周年記念
片品村/発行
2010.1 1027p 31cm

第二巻

広報「かたしな」縮刷版
１２０周年記念
片品村/発行
2010.1 1046p 31cm

第三巻

男女共同参画社会に関する県民意識調査報告書
群馬県ぐんま男女共同参画センター/発行
2010.3 170p 30cm
【受贈】
男女共同参画社会に関する県民意識調査<概要版>
群馬県ぐんま男女共同参画センター/発行
2010.3 17p 30cm
【受贈】

片品村制施行

地域政策研究 第１２巻第４号
清水武明教授退職記念号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2010.3 200p 26cm

【受贈、上毛 4/7】
片品村制施行

富岡製糸場のお雇い外国人に関する調査報告書
特に首長ポール・ブリュナの事績に焦点を当てて
[中間報告] 富岡製糸場総合研究センター報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2010.3 63p 30cm
【受贈】

【受贈、上毛 4/7】

猿ヶ京温泉語りガイド おとめ婆の祈り
NPO 法人 にいはるこども文化塾/発行
[2010.3］ 75p 26cm 500 円 【受贈、上毛 4/5】
施策の概要 平成２２年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
[2010.4] 59p 30cm

判形の民俗と衣食住－群馬県吾妻郡高山村判形－
共愛学園前橋国際大学民俗調査報告書 第１集
小野博史/編集
共愛学園前橋国際大学国際社会学部/発行
2010.3 6,57p 26cm
【受贈】

【受贈】

自分のキャリア（生き方・働き方）は自分でデザ
インする そしてじぶんの地域は自分でつくる
群馬県生涯学習センター/編集・発行
2010.3 [4p] 30cm
（群馬キャリアデザイン支援事業普及資料№６）
【受贈】
首都圏中学受験案内 東京・神奈川・千葉・埼玉
・茨城・栃木・群馬・山梨 ２０１１年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2010.4 805p 21cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1665 号】
松韻 第３１号 平成２０年度
長協会会誌
群馬県高等学校長協会/発行
2010.3 123p 26cm

〔2010.5〕

非正規労働者の雇用状況調査報告書
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2010.2 131p 30cm

【受贈】

非正規労働者の雇用状況調査報告書（概要版）
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2010.2 16p 30cm
【受贈】
ふれあいの三十年 前橋ボランティア連絡会三十
年誌
前橋ボランティア連絡会/編集･発行
2010.3 89p 26cm 【受贈】

群馬県高等学校
前橋市景観計画
前橋市都市計画部まちづくり課/編集･発行
2009.10 58p 30cm
【受贈】

【受贈】

底なしの教育腐敗 真の国民教育はどこへ
渡部平吾/著 ごま書房新社/発行
2010.4 230p 19cm 1400 円
著者は群馬県内県立高校に 20 年間勤務
渋川女子高校や吾妻女子高校に関する記事あり
【受贈】
三十年のあゆみ
長野原町文化協会/編集･発行
2010.3 200p 30cm
【受贈】
館林市統計書 平成２１年度
館林市役所/発行
2010.3 228p 30cm

【受贈】

前橋市景観計画
前橋市都市計画部まちづくり課/編集･発行
[2009.10] [8p] 30cm
【受贈】
老健ぐんま ９巻
「老健ぐんま」編集委員会/編集
群馬県老人保健施設協会/発行
2007.3 106p 30cm
わかりやすい予算書
板倉町/発行
[2010.4] 155p 30cm

【受贈】
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【受贈】

【受贈、上毛 4/29】

4 自然科学
赤城姫 第２２号
赤城姫を愛する集まり
2010.3 97p 26cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
【受贈】

温泉図鑑－文化編－
(株)エントリー/編集
社団法人日本温泉協会/発行
2010.2 55p 30cm
法師･尻焼･伊香保･草津･四万･万座･川原湯温泉
に関する記事あり
【受贈】
学術調査研究調査報告書 温泉科学
度 川中温泉地域の温泉地質
群馬県温泉協会/発行
2010.3 8p 30cm

平成２１年

学術調査研究調査報告書 温泉科学
度 群馬県内の塩化物泉について
群馬県温泉協会/発行
2010.3 51p 30cm

平成２１年

きりゅう日和 千三百年の歴史と伝統
群馬県･桐生市･桐生織物協同組合･桐生地域地
場産業振興センター/作成
[2010.4] 12p A4 判
桐生織に関する記事あり
【ぐんま経済 4/15】
群馬県鉱工業指数（平成１７年基準） 平成２０
年
群馬県企画部統計課(経済産業係)/編集･発行
2009.8 143p 30cm
【受贈】
ぐんまちゃんのこども環境白書
群馬県環境森林部環境政策課/発行
2010.3 25p 30cm

【受贈】

【受贈】
THEまんじゅうガイドブックinぐんま
群馬県観光物産課/発行
2010.4 130p A5 判 270 円
【読売 4/30】

【受贈】

四季食彩 川場村の伝えていきたい郷土料理と行
事食
かわば農村女性会議/編集
川場村/発行
2010.2 58p 21cm 1000 円 【受贈、上毛 4/14】

群馬県歯科医学会雑誌 ｖｏｌ．１４ ２０１０
小島広正/編集 群馬県歯科医学会/発行
2010.3 119p 30cm
【受贈】
ぐんまの食品安全データブック 平成２０年度版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2010.3 26p 30cm 【受贈、桐生タイムス 4/12】

世界にはばたく日本力 日本の衣
こどもくらぶ/編纂 ほるぷ出版/発行
2010.2 39p 29cm 2800 円
松井ニット技研(桐生市)に関する記事あり
【桐生タイムス 4/22、TRC 新刊案内 1655 号】

自然環境調査(魚類･水生生物)
[前橋市/発行]
[2010.4]
【群馬建設 4/27】
食品の安全等に関する県民意識調査 平成２１年
度 調査結果報告書
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2010.1 2,28,71,25,42,30,44,26,66,61p 30cm
【受贈】
藤岡多野医師会史 １９４７－２００９
「藤岡多野医師会史」編集委員会/編集
藤岡多野医師会/発行
2010.2 409p 31cm
【受贈】

「脱ダム」のゆくえ 川辺川ダムは問う
熊本日日新聞社取材班/著 角川学芸出版/発行
2010.2 272p 19cm 1500 円
八ッ場ダムに関する記事あり
【東京 4/4、TRC 新刊案内 1656 号】
館林市洪水避難地図 洪水ハザードマップ
館林市/発行
2010.3 折りたたみ A4 判 【受贈、上毛 4/16】
まちなかランチマップ
渋川市中心市街地まちづくり市民サポーター/
発行
2010.3
【上毛 4/22】
みどり市環境基本計画－平成22年度～29年度－
みどり市民生部生活環境課/発行
[2010.3] 121p 30cm
【受贈】
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

遺伝子組替えカイコの実用化をめざして
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
[2010.3]
【上毛 4/4】

[井上肇画集]
井上肇/画
[2010.4] 8000 円
井上氏は前橋市(旧宮城村)生まれ
桐生市内他県内公立中学に 35 年間勤務
【桐生タイムス 4/12】

学校給食における地産地消と食育効果
内藤重之･佐藤 信/編著 筑波書房/発行
2010.4 238p 21cm 2500 円
（ 日本農業市場学会研究叢書 10 ）
高崎市の事例あり
【TRC 新刊案内 1664 号】

酸化したリアリティー
群馬青年ビエンナーレの作家たち
田中龍也（群馬県立近代美術館）/編集
群馬県立近代美術館/発行
2010.3 63p 26 × 22cm
【受贈】

観光集落の再生と創生 温泉・文化景観再考
戸所隆/著 海青社/発行
2010.4 201p 21cm 2381 円
伊香保温泉、榛名神社・社家町、前橋市総社町
の山王集落に関する記述あり
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【上毛 4/21･25、TRC 新刊案内 1665 号】

群馬県立近代美術館年報 平成２０年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2009.12 72p 30cm
【受贈】
群馬の体育・スポ－ツ 平成１９年度
群馬県教育委員会/発行
[2010.4] 120p 30cm

ぐんま食材セレクション１００
[群馬県/発行]
[2010.4] 48p A4 判
【上毛 4/5、日経 4/14】
高崎市中心市街地駐車場マップ
高崎市商業課/編集･発行
[2010.4] 四つ折り 37 × 52cm
【受贈、群馬建設 4/27、上毛 4/28】
高崎市中心市街地駐車場マップ 簡易版
高崎市商業課/編集･発行
[2010.4] 30 × 21cm
【受贈、群馬建設 4/27、上毛 4/28】
日常空間を活かした観光まちづくり
戸所隆/著 古今書院/発行
2010.4 8,180p 21cm 2800 円
（ 地域づくり叢書 1 ）
高崎、みなかみ、嬬恋、沼田、前橋に関する記
述あり
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【上毛 4/25、TRC 新刊案内 1665 号】

【受贈

さくら SAKURA 山崎君枝写真集
山崎君枝/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.3 80p 22 × 25cm
著者は高崎市で美容室を経営
【TRC 新刊案内 1664 号】
新註墨場必携 下巻 新版
市河米庵/輯 名跡刊行会/発行
2010.4 5,330p 19cm 2200 円
書家市河米庵氏の作品【TRC 新刊案内 1665 号】
高崎市の美しい景観写真展５作品集
高崎市/発行
[2010.4] 58p A4 判 200 円
【上毛 4/23】

農業農村整備事業のあゆみ 平成２１年度
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2010.3 125p 30cm
【受贈】
緑化だより 平成２２年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2010.3 [4p] 30cm

群馬の美術 １９４１－２００９
群馬美術協会の結成から現代まで
群馬県立近代美術館/編集･発行
2009.9 115p 26cm

【受贈】

突破論。 サッカー日本代表を生んだ、28の哲学
中村俊輔/ほか著 ベストセラーズ/発行
2010.4 253p 19cm 1400 円
松田直樹選手(桐生市生まれ)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1665 号】

【受贈】

ビエネス 群馬県文化財研究会論文報告集
第１６号
群馬県文化財研究会/編集･発行
2010.3 24p 26cm
【受贈】
まいにち、アート!! こども＋おとな＋夏の美術
館
群馬県立近代美術館/編集･発行
2009.12 66p 26cm
【受贈】
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それいゆ
生田紗代/著 角川書店/発行
2010.3 181p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1663 号】

8 語学

体育部長物語
関根春生/著 文芸社/発行
2010.1 308p 19cm 1500 円
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 4/21】

9 文学
あゆみ 句集
久保田保次/著
2010.4 32p 21cm
著者は伊勢崎市在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 30
怪物たいじの巻 徳島の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2010.4 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1664 号】

【受贈、上毛 4/25】

文学と迷宮
堀田敏幸/著 沖積舎/発行
2010.4 305p 20cm 3200 円
萩原朔太郎氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1664 号】

快適生活研究
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2010.4 287p 15cm 940 円
（ 朝日文庫 か 30-5 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1664 号】
佳日 歌集
岡田正子/著 けやき書房/発行
2010. 4 241 p 19cm
(地表叢書第 131 篇)
著者は前橋市在住

指輪の話 詩集
あおき あきら/著 群馬詩人会議/発行
2010.6 109p 21cm 1500 円
著者は渋川市在住
【受贈】
【受贈】

進駐軍がいた少年時代
長島芳明/著 講談社/発行
2010.3 253p 19cm 1000 円
（ 講談社 Birth ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/8、TRC 新刊案内 1662 号】
ずるやすみにかんぱい!
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社/発行
2010.3 92p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1662 号】

ルルとララのシャーベット
あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店/発行
2010.4 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 18 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1663 号】

県関係者の一般著作

関ケ原群雄伝 ２ 織田秀信の覚悟
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2010.3 238p 18cm 933 円
（ 歴史群像新書 299-2 ）
真田昌幸に関する記述あり
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1658 号】

アグリビジネスの新たな展開 豊かな食生活への
貢献
河合明宣･稲本志良/編著
放送大学教育振興会/発行
2010.3 272p 21cm 2700 円
（ 放送大学教材 ）
河合氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1664 号】

続・漱石 漱石作品のパロディと続編
関恵実/著 専修大学出版局/発行
2010.2 7,226p 22cm 2400 円
著者は前橋市(旧富士見村)生まれ
【上毛 4/21、TRC 新刊案内 1660 号】

イライラしがちなあなたを変える本
安藤俊介/著 中経出版/発行
2010.3 224p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1662 号】
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会社法務書式集
神崎満治郎･金子登志雄/著 中央経済社/発行
2010.4 2,31,390p 21cm 4000 円
金子氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1665 号】

重粒子線切らずに治すがん治療と医療最前線
群馬健康医学振興会･群馬大学医学部同窓会刀
城クラブ/編 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.3 221p 26cm 1905 円
【TRC 新刊案内 1665 号】

「ガイダンスの機能の充実」によるこれからの生
徒指導、特別活動 第２版
高橋哲夫・森嶋昭伸/編 教育出版/発行
2010.3 9,226p 21cm 2200 円
高橋氏は前群馬社会福祉大学教授
【TRC 新刊案内 1663 号】

戦争・辺境・文学・人間 大江健三郎から村上春
樹まで
黒古一夫/著 勉誠出版/発行
2010.4 12,368p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1664 号】

数のひみつ
瀬山士郎/著 さ・え・ら書房/発行
2010.3 125p 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 1662 号】

闘う地域社会 平成の大合併と小規模自治体
青木康容・田村雅夫/編 ナカニシヤ出版/発行
2010.3 13,266p 22cm 2800 円
第 11 章を担当した森谷健氏は群馬大学教授
笠懸公民館に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1665 号】

木の家をつくりたい
小林伸吾/著 日本建築出版社/発行
2010.3 224p 22cm 1800 円
著者はモデルハウス「陽の栖」（高崎市）を経
営する工務店の社長
【受贈、上毛 4/11、TRC 新刊案内 1659 号】

地域学への招待 改訂新版
京都造形芸術大学/編 角川学芸出版/発行
2010.3 334p 21cm 2800 円
内山節氏の論文収録 【TRC 新刊案内 1664 号】
地方公立大学の未来
高崎経済大学附属産業研究所/編
日本経済評論社/発行
2010.3 7,200p
22cm 3500 円
【TRC 新刊案内 1664 号】

共同体の基礎理論 自然と人間の基層から
内山節/著 農山漁村文化協会/発行
2010.3 264p 20cm 2600 円
（ シリーズ地域の再生 2 ）
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【TRC 新刊案内 1663 号】

中国天文学史研究
小沢賢二/著 汲古書院/発行
2010.2 16,350p 22cm 9000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1662 号】

近代日本のエネルギーと企業活動 北部九州地域
を中心として
荻野喜弘/編著 日本経済評論社/発行
2010.3 9,265p 22cm 4900 円
編著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1664 号】

使える経済書100冊 『資本論』から『ブラック
・スワン』まで
池田信夫/著 日本放送出版協会/発行
2010.4 245p 18cm 740 円
（ 生活人新書 318 ）
著者は上武大学経営情報学部教授
【TRC 新刊案内 1664 号】

経済学の考え方・学び方 第2版
岡村宗二/著 同文舘出版/発行
2010.4 13,286p 22cm 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1664 号】

特別活動研究 第３版
高橋哲夫・原口 盛次/編 教育出版/発行
2010.3 9,228p 21cm 2000 円
高橋氏は前群馬社会福祉大学教授
【TRC 新刊案内 1663 号】

最新医療費のしくみ イラスト図解 最新2版
木村憲洋･川越 満/著 日本実業出版社/発行
2010.4 157p 21cm 1500 円
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部准教授
【TRC 新刊案内 1665 号】

登山者のためのファーストエイド・ブック
悳秀彦/著 東京新聞出版部/発行
2010.4 162p 18cm 1333 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1665 号】

時間のコレクション
飯村茂樹/写真・文 フレーベル館/発行
2010.3 47p 29cm 1600 円
（ふしぎコレクション 6）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1662 号】
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日本一周歩いて１６年
早川吉夫/著 一莖書房/発行
2010.4 458p 20cm 2800 円
著者は玉村町在住

視聴覚資料
【受贈】
桜

日本教育会叢書 第３６集
社団法人日本教育会/発行
2010.3 63p 26cm
群馬県支部での講演記録
群馬県立女子大学外国語教育研究所長の明石康
氏の講演記録あり
【受贈】
願いがかなう!「夢ノート」のすすめ なりたい
自分、してみたいこと
中山庸子/著 PHP 研究所/発行
2010.4 127p 19cm 1100 円
（ 心の友だち ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1665 号】

小林進/歌･制作
[2010.4] 1 枚(12 曲入り)
小林氏は大泉町在住

1500 円
【上毛 4/18】

八ッ場エレジー
戸塚一二/詞 柳澤純子/歌
2010.4
柳澤氏は群馬県生まれ 【上毛 4/21、読売 4/21】

電子資料

膝を診る目 診断・治療のエッセンス
木村雅史/著 南江堂/発行
2010.4 10,223p 31cm 12000 円
著者は善衆会病院（前橋市）理事長・院長
【TRC 新刊案内 1665 号】

業務年報 平成２０年度 (CD-ROM)
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
[2009]

【受贈】

美術館・動物園・精神科施設
白川昌生著 水声社/発行
2010.4 268p 20cm 2800 円
（ 水声文庫 ）
著者は前橋市在住
【TRC 新刊案内 1665 号】
分子の科学 [複合媒体資料]
齋藤清機･時田澄男/編著
放送大学教育振興会/発行
2010.3 294p 21cm 3800 円
付属資料：DVD-ROM
（ 放送大学教材 ）
時田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1664 号】
森にめぐるいのち
片山令子/文 姉崎一馬/写真 フェリシモ/発行
2010.3 31p 25cm 1286 円
（ おはなしのたからばこ 25 ）
片山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1662 号】
野生動物とサファリの魅力 南アフリカ自然紀行
山形豪/写真･文 ダイヤモンド･ビッグ社/発行
2010.4 127p 21cm 1800 円
（ 地球の歩き方 BOOKS ）
山形氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1665 号】
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