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岩宿遺跡の時代と人々のくらし 岩宿遺跡発掘調
査60周年記念シンポジウム・講演会
みどり市教育委員会/編集･発行
2009.10 15p 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。

鎌倉への道 後編
鎌倉への道出版の会/発行
[2009.11] 157p 21cm 1500 円
新田義貞に関する資料

・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。

【上毛 12/7】

記憶
松井常松/著 徳間書店/発行
2009.11 175p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1646 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。

企画展 第９回 上毛三山 赤城・榛名・妙義の
歴史と信仰
安中市ふるさと学習館/編集･発行
2009.10 111p 30cm
【受贈】
企画展 第８６回 国宝武人ハニワ、群馬へ帰
る！～これが最後、東と西の埴輪大集合 開館３
０周年記念展
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2009.7 230p 30cm
【受贈】

０ 総記
群馬のＫ 平成版
山中庄太郎/著 中央総合教育出版/発行
2009.11 403p 21cm
著者は安中市在住
【受贈、上毛 12/15】
ハナミズキ 古文書同好会会誌
２５周年記念号
古文書同好会(前橋市)/発行
2009.11 162p 26cm

【受贈】

真田三代活躍の舞台
信濃毎日新聞社/編集･発行
2009.11 126p 21cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1646 号】

第１０号

人物・事変・事象 関連史年表
地域の個性を活かした町づくり研究会/発行
[2009.12] 145p A4 判
発行所は高崎市六郷地区の住民有志でつくる団
体
【上毛 12/25】

【受贈】

中世前期上野の地域社会
久保田順一/著 岩田書院/発行
2009.11 434p 22cm 9500 円
（ 中世史研究叢書 18 ）
著者は『群馬文化』編集委員・榛名町誌編纂委
員会専門委員
【TRC 新刊案内 1646 号】

1 哲学･宗教

地理思想と地理教育論
山口幸男/著 学文社/発行
2009.12 5,168p 22cm 2000 円
内村鑑三の地理思想と国内諸地域論に関する記
事あり
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1649 号】
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〔2010.1〕

東国大豪族の威勢・大室古墳群<群馬>
前原豊/著 新泉社/発行
2009.12 93p 21cm 1500 円
（ シリーズ「遺跡を学ぶ」 063 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1648 号】

子どもの人権問題資料集成 編集復刻版 戦前編
第６巻 子どもの保護教育Ⅲ
二井仁美/編 不二出版/発行
2009.12 356p 31cm
｢群馬學院児童診査報告｣収録
【受贈】
これから社会で働くために知って得する７カ条
群馬県労働政策課/発行
2009.10 二つ折り 21 × 30cm
【受贈、上毛 12/28】

原三溪翁伝
藤本實也/著 三溪園保勝会・横浜市芸術文化
振興財団/編 思文閣出版/発行
2009.11 12,10,895,24p 22cm 16000 円
原善三郎･富岡製糸所に関する記述あり【受贈】
はるかな尾瀬 Vol.１１
尾瀬保護財団/発行
2009.11 15p 30cm

財政のあらまし 平成２１年１２月
群馬県/発行
2009.12 40p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２０年度
東部県民局東部保健福祉事務所/発行
2009.9 38p 30cm
【受贈】

宮村武夫著作 存在の喜びをあなたに 1
愛の業としての説教
宮村武夫/著 宮村武夫著作刊行委員会/編
ヨベル/発行
2009.11 321,4p 20cm 1800 円
「教育者としての内村鑑三」収録
【TRC 新刊案内 1647 号】
森喜作伝 われ農夫の祈りに開眼す
野間清治顕彰会広報部/編集
野間清治顕彰会/発行
2009.12 125p 21cm
（ ふるさとの風 第 7 集 ）

【受贈】

事業概要 平成２０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
2009.11 61p 30cm
【受贈】
事業概要 平成２１年度 平成２０年度事業実績
群馬県藤岡保健福祉事務所/発行
2009 39p 30cm
【受贈】
少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３１回
吾妻教育事務所/発行
2009 32p 30cm

【受贈】

寄木戸毘沙門遺跡Ⅱ(よりきどびしゃもんいせき
に) 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
大泉町教育委員会/編集･発行
2009.11 18p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

平成２１年度
【受贈】

創立５０周年記念誌
群馬県公立小中養護学校事務研究会/編集･発行
2009.12 105p 30cm
【受贈】
地域政策研究 第１２巻第３号 和泉清司教授退
職記念号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2009.11 100p 26cm
【受贈】

3 社会科学

定例県議会議案 平成２１年１１月
（附予算説明書）
群馬県/発行
2009.11 203p 30cm

群馬県議会会議録 平成２１年９月定例会
自平成21年9月18日 至平成21年10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
2009.11 304p 30cm
【受贈】

連盟双書 第１３５集（平成２１年度）
特集１｢すべての児童生徒に『基礎･基本』を確実
に身に付けさせる指導の工夫｣－思考力･判断力･
表現力の育成－ 特集２｢望ましい人間関係を形
成するための教育実践｣－豊かな人間性の育成－
群馬県教育研究所連盟/編集･発行
2009.12 123p 30cm
【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成20年度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2009.11 39p 30cm
【受贈】

〔2010.1〕

【受贈】
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4 自然科学
群馬県立病院事業概要 第３０号
群馬県病院局総務課/発行
2009.10 71p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
平成２０年度

足尾銅山発見の謎 「治部と内蔵」の真相をもと
めて
池野亮子/著 随想舎/発行
2009.12 247p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1649 号】

【受贈】

ヘルスサイエンス研究 第１３巻１号
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
2009.10 112p 30cm
【受贈】

一服満腹 2009 たかさきのおまんじゅう
高崎市商業課/編集･発行
[2009.11] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、上毛 12/23、日経 1/6】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書３５
群馬県自然環境課/編集･発行
2009.11 295p 30cm
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１５０回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2009.10 15p 30cm
別添資料：都市計画の案に係る意見書等要旨及
び都市計画決定権者の見解・議案添付図面・伊
勢崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針の変更(群馬県決定)(理由及び概要書)
【受贈】
群馬県の廃棄物 廃棄物政策課業務概要
平成１９年度版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/編集･発行
2009.10 74p 30cm
【受贈】
工業統計調査結果報告書 平成１９年
平成１９年１２月３１日現在
政策部政策推進課統計係/編集
前橋市役所/発行
2009.12 66p 30cm

【受贈】

坂東 川のもうひとつの恵み
群馬県企業局発電課/発行
2009.11 [11p] 30cm

【受贈】

まえばしのかんきょう 平成２１年度版
前橋市環境部環境課/編集 前橋市/発行
2009.9 136p 30cm
【受贈】
谷中村事件 ある野人の記録 新版
大鹿卓/著 新泉社/発行
2009.12 397p 20cm 2500 円
足尾鉱毒事件の人間史【TRC 新刊案内 1646 号】
八ツ場ダム 計画に振り回された57年 新版
鈴木郁子/著 明石書店/発行
2009.12 320p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1648 号】
吉岡風力発電所 からっ風のおくりもの 自然の
力を電気に変える
群馬県企業局坂東発電事務所/発行
2009.9 二つ折り 30 × 42cm
【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)

赤谷森林環境保全ふれあいセンター活動報告
赤谷プロジェクトの取り組み 平成２０年度
林野庁関東森林管理局赤谷森林環境保全ふれあ
いセンター/発行
2009 65p 30cm
【受贈】

[オリジナルカレンダー]
小林順子/著 山陽ホテル(伊香保町)/発行
[2009.12] 13 枚つづり B5 判 1000 円
小林氏は山陽ホテル女将
【上毛 12/28】
企画展 第８４回 日本刀は語る
群馬県立歴史博物館/発行
2008.10 77p 30cm

新しい市場機能の創造をめざして １９７８－
２００９ 高崎市総合地方卸売市場開設３０周年
記念誌
高崎市総合卸売市場株式会社/発行
2009.11 75p 30cm
【受贈】
群馬県土地開発基金運用状況書
群馬県/発行
2009.3 [1p] 30cm

群馬県美術品等取得基金運用状況書
群馬県/発行
2009.3 [1p] 30cm

【受贈】
平成20年度
【受贈】

平成２０年度
双生児 魂の境界領域
小島潤子/著
角川学芸出版角川出版企画センター/発行
2009.10 354p 19cm 1600 円
あだち充(伊勢崎市生まれ)「タッチ｣に関する
記事あり
【TRC 新刊案内 1648 号】

【受贈】

群馬県農業史 下
宮崎俊弥/著 みやま文庫/発行
2009.10 217p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 １９６ ）
著者は共愛学園前橋国際大学教授
【購入、上毛 12/26】

竹工芸作品展 図録１ 第３回渋川市たちばな竹
の里フェスティバル
第３回渋川市たちばな竹の里フェスティバル実
行委員会竹工芸部会/編集･発行
2009.12 11p 30cm
【受贈】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２１年度
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2009.10 83p 30cm
【受贈】

月夜野弓道場２０周年記念誌
みなかみ町弓道協会/編集･発行
2009.9 71p 21cm
【受贈、上毛 12/12】

ぐんま地産地消カレンダー ２０１０
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2009 1 冊 26 × 37cm 500 円
【受贈、上毛 12/8】
畜産施策の実績 平成２０年度
群馬県農政部畜産課/発行
2009 45p 30cm

【受贈】

鳥獣保護区等位置図 平成２１年度
群馬県/発行
2009.10 折りたたみ 88 × 124cm

【受贈】

前橋の農業 平成２１年度
前橋市/発行
2009.12 120p 30cm

【受贈】

〔2010.1〕

名工の技と心

手づくり布の絵本全国コンクール 第５回
布の絵本実行委員会(桐生市)/発行
2009.11 [11p] 30cm
【受贈】
濱名幸子作品集
濱名幸子/著･発行
2010 80p 25 × 26cm
著者は高崎市在住

-4-

【受贈】

風の街 No.３２（２０１０.１）
嶋田誠三/編集･発行
2010.1 96p 21cm 500 円
嶋田氏は藤岡市在住

8 語学
田中の家に犬がくる
飯塚祥則/著 本の泉社派
2009.12 143p 19cm 952 円
著者は前橋市立元総社小学校教諭
児童の作文収録
【上毛 12/27、TRC 新刊案内 1649 号】

【受贈】

かみつけ以後 歌集
有川美亀男/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.11 2 分冊 20cm
歌集かみつけ以後：190p
雑纂：114p
著者は群馬大学名誉教授 【受贈、上毛 12/28】

「友情の作文と図画」「心の輪を広げる体験作文｣
「障害者週間のポスター」作品集 平成２１年度
群馬県肢体不自由児協会・群馬県健康福祉部障
害政策課/発行
2009.12 34,[9]p 30cm
【受贈】

空っ風 句集 山茶花句会20周年記念合同句集
山茶花句会(前橋市)/発行
2009.12 254p 19cm
【受贈】
近代作家の構想と表現 漱石・未明から安吾・茨
木のり子まで
清田文武/著 翰林書房/発行
2009.11 316p 20cm 3600 円
【TRC 新刊案内 1648 号】

9 文学
朝が来る～禅僧のメッセージ～
木崎祖禅/著･発行
[2009.12] 284p 四六判
著者は安楽寺(千代田町)住職

クレーン ３１号
前橋文学伝習所/発行
2010.1 200p 21cm 700 円

随筆集

【受贈】

群馬年刊詩集 第３２集（２００９）
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2009.11 160p 21cm
【受贈、上毛 12/29、桐生ﾀｲﾑｽ 12/29】

【上毛 12/11】

アンティークFUGA 5 バビロニアの紅き瞳
あんびるやすこ/作 十々夜/絵
岩崎書店/発行
2009.12 186p 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 1647 号】

群馬を舞台にした小説
群馬県立土屋文明記念文学館/編
みやま文庫/発行
2009.10 254p 19cm [1000 円]
（ みやま文庫 １９７ ）
【購入、桐生ﾀｲﾑｽ 12/30】

痛妻
安達元一/著 幻冬舎/発行
2009.12 337p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1648 号】
美しき天然 嘉仁皇太子の修学旅行
田中聡/著 バジリコ/発行
2009.12 369p 20cm 1800 円
高崎・桐生に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1647 号】

心の四季 第二集 歌集
三田善四郎/著･発行
2009.11 175p 19cm
著者は館林市在住

【受贈】

木精 歌集 第１８集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2009.12 77p 21cm

【受贈】

邂逅 歌集
長島さち子/著 地表短歌社/発行
2009.11 197p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/30】

琥珀のごとく 歌集
松下昭代/著 地表短歌社/発行
2009.10 196p 22cm
著者は前橋市在住

【受贈】
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鈴懸けの径
荻原浩/著[･発行] 上毛新聞社出版局/制作
2006.10 135p 22cm
著者は藤岡市在住
【受贈】

飛行機雲 掌編小説
梓弓敏/著･発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2009.11 203p 22cm 1143 円
著者は富岡市在住
【上毛 12/21、TRC 新刊案内 1647 号】

青山河 林翆恋子遺句集
林隼人(翆恋子)/著 林恵美子/編集
あさを社/発行
2009.12 169p 20cm
著者は利根郡新治村(現みなかみ町)生まれ
【受贈】

文学の権能 漱石・賢治・安吾の系譜
押野武志/著 翰林書房/発行
2009.11 285p 22cm 4200 円
【TRC 新刊案内 1647 号】

月昇りくる以後 諸田洋子追悼集
諸田洋子/著 今井與兵衛/編纂･発行
2009.12 113p 19cm
著者は昭和村に暮らす

傍士栗(ぼうじぐり) 歌集
内田一枝/著 一莖書房/発行
2009.12 206p 20cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 12/31】

【受贈】

天才までの距離
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2009.12 283p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1648 号】

無限なる藍 歌集
古川千恵子/著 本阿弥書店/発行
2009.11 147p 22cm 2800 円
（ 白南風叢書 第 12 篇 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1647 号】

怒濤逆巻くも 日本近代化を導いた小野友五郎と
小栗忠順
鳴海風/著 新人物往来社/発行
2009.12 671p 15cm 762 円
（ 新人物文庫 な-2-2 ）
【TRC 新刊案内 1648 号】

妖精の家具、おつくりします。
あんびるやすこ/作･絵 PHP 研究所/発行
2010.1 79p 22cm 1100 円
（ とっておきのどうわ ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1649 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２６
らくだがとんだの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.12 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1648 号】
年刊歌集 平成２１年度 ５９
群馬県歌人クラブ/発行
2009.11 358p 19cm 3000 円
八十八歳の日記－教え子たちへ
木村みちゑ/著･発行
[2009.12] 242p 四六判
著者は伊勢崎市在住
花陽炎 ⅠⅡ 母の七つの詩
野口光太郎/著･発行
2009.11 169p 26cm
著者は前橋市在住
万朶の桜 詩集
山田弘子/著･発行
2009.11 175p 22cm
著者は前橋市在住

〔2010.1〕

[｢ロフィー｣の通信] 創刊号～３号
立木睦己/発行
2009.4~ 4~6p A4 判
立木氏は前橋市在住
【上毛 12/31】

【受贈】

県関係者の一般著作

【受贈】

賢い女は男を立てる サレンダード・ワイフ
新装新版
ローラ・ドイル/著 中山庸子/訳
三笠書房/発行
2010.1 254p 19cm 1300 円
中山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1649 号】

【受贈】

ケースメソッドによる学習
百海正一/著 学文社/発行
2009.7 2,154p 22cm 2000 円
著者は桐生市生まれ

【上毛 12/27】
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【上毛 12/30】

口福無限
草野心平/著 講談社/発行
2009.12 233p 16cm 1300 円
（ 講談社文芸文庫 く D3 ）
【TRC 新刊案内 1649 号】
坂本龍馬と幕末維新人物１００選
清水昇/著 リイド社/発行
2009.12 253p 15cm 571 円
（ リイド文庫 ）
著者は藤岡市在住

電波とラジオの基礎技術 宇宙通信も基をたどれ
ばふつうの電波
岩上篤行/著 誠文堂新光社/発行
2009.12 223p 21cm 2000 円
著者は群馬大学工学部電気工学科卒
【TRC 新刊案内 1648 号】
統計数字を読み解くセンス 当確はなぜすぐにわ
かるのか?
青木繁伸/著 化学同人/発行
2009.11 201p 19cm 1500 円
（ DOJIN 選書 27 ）
著者は群馬大学社会情報学部情報行動学科教授
【TRC 新刊案内 1646 号】

【受贈】

三人の書道王子と筆文字楽しもう
渡邊英貴・上籠圭介・松尾健太/著
岡田崇花/監修 廣済堂あかつき/発行
2009.12 87p 22cm 1500 円
渡邊氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1646 号】

読解表現力強化プログラム 第１学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 140p 22cm 1800 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

ジョイフルトレイン図鑑 国鉄からJRへ。時代を
駆け抜けた花形列車の記録
小賀野実/著 JTB パブリッシング/発行
2010.1 159p 21cm 2300 円
（ キャンブックス ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1649 号】

読解表現力強化プログラム 第２学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 144p 22cm 1900 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

白川静さんと遊ぶ漢字百熟語
小山鉄郎/著 PHP 研究所/発行
2010.1 220p 18cm 780 円
（ PHP 新書 643 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1649 号】

読解表現力強化プログラム 第３学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 144p 22cm 1900 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

神社霊場ルーツをめぐる
武澤秀一/著 光文社/発行
2009.12 318p 18cm 1000 円
（ 光文社新書 438 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1649 号】

読解表現力強化プログラム 第４学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 141p 22cm 1800 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

信用リスクモデリング 測定と管理
森平爽一郎/著 朝倉書店/発行
2009.12 7,209p 21cm 3600 円
（ 応用ファイナンス講座 6 森平爽一郎/編集 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1648 号】

読解表現力強化プログラム 第５学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 143p 22cm 1900 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

戦争と美術と人間 末松正樹の二つのフランス
司修/著 白水社/発行
2009.12 353p 20cm 6000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1648 号】

読解表現力強化プログラム 第６学年
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.11 149p 22cm 1900 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1647 号】

争族にならないための遺産相続 ドキュメント
「遺言書さえあれば…」
治田秀夫/著 ごま書房新社/発行
2009.12 235p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1647 号】
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〔2010.1〕

70代の挑戦!マイカーで巡る四十七都道府県訪問
記
関口義美・関口信子/著 文芸社/発行
2010.1 223p 19cm 1300 円
関口義美氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1649 号】

お口の手入れで健康づくり (DVD)
群馬県歯科衛生士会(前橋市)/発行
[2009.12]
20 分
【上毛 12/27】

にっぽん木造駅舎の旅100選
萩原義弘/写真･文 平凡社/発行
2009.12 127p 22cm 1600 円
（ コロナ・ブックス 151 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1649 号】

京鹿子 (CD)
茂木けんじ/詞 岡田しのぶ/歌
[2009.12]
茂木氏は前橋市で会社を経営
岡田氏は太田市生まれ
【上毛 12/19】

はじめての3次元CAD SolidWorksの基礎
木村昇/著 共立出版/発行
2009.12 8,222p 26cm 3200 円
著者は群馬県立高崎工業高等学校非常勤講師
【TRC 新刊案内 1648 号】

MOGERA WOGURA (モゲラ・ウォグラ) (DVD)
草野翔吾/監督
2009 90 分 2940 円
桐生市の無鄰館や渡良瀬川の風景収録
草野氏は桐生市生まれ
【上毛 12/30】

美酒の設計 極上の純米酒を醸す杜氏・高橋藤一
の仕事
藤田千恵子/著 マガジンハウス/発行
2009.11 171p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1646 号】

MODERN TIMES ROCK'N ROLL
布袋寅泰/演奏
2009.12
布袋氏は高崎市生まれ

視聴覚資料

(CD)
【上毛 12/21】

八ツ場ダムエレジー (CD)
戸塚一二/詞 浅野佑悠輝/曲
コバヤシタカシ/歌 エスプロレコーズ/発行
2009 1200 円
戸塚氏は安中市在住
【上毛 12/10】

偏差値40から良い会社に入る方法
田中秀臣/著 東洋経済新報社/発行
2009.12 12,211p 19cm 1400 円
上武大学ビジネス情報学部教授
【TRC 新刊案内 1646 号】
マーケティングを学ぶ 下 売れ続ける仕組み
青木幸弘・上田隆穂/編 中央経済社/発行
2009.12 4,7,244p 21cm 2600 円
青木氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1649 号】

電子資料

未来をつくる君たちへ 司馬遼太郎作品からのメ
ッセージ
立花隆・関川夏央・松本健一/著
日本放送出版協会/発行
2009.11 97p 22cm 1100 円
松本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1646 号】

〔2010.1〕

群馬県民有林治山事業の概要 平成２１年度
(CD-ROM)
群馬県環境森林部森林保全課/発行
[2009.10]
【受贈】
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