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あだち充は世阿弥である。 秘すれば花、『タッ
チ』世代の恋愛論
ツクイヨシヒサ/著 飛鳥新社/発行
2009.10 227p 19cm 1200 円
あだち充氏は伊勢崎市生まれ
【TRC 新刊案内 1639 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)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

荒砥前田Ⅱ遺跡(あらとまえだにいせき) 一般国
道17号(上武道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査(その１)報告書 古墳時代前期集落遺跡の調
査
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.9 522p 写真図版 192p 付図 6 枚 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。

上ノ台遺跡(２)(うえのだいいせき) 単独道路改
築(改良)事業(一般県道利根八木原大間々線)に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書 縄文時代集落遺跡
の調査
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.10 74p 写真図版 20p 30cm
【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。

Explore Japan from the Land of Silk [シルク
の国から日本探訪]
Top Level International Communications/著
ブイツーソリューション/発行
2009.10 131p 18cm 1200 円
（ An Introduction to Japan ）
群馬県から日本の歴史をたどった書 英語表記
【受贈、TRC 新刊案内 1641 号】

０ 総記
アンド・ワン 創刊号
パリッシュ出版(高崎市)/発行
2009.10
大学生ら向けの無料情報誌

企画展 第３４回 多胡郡古代寺院の素顔 －黒
熊中西遺跡－
多胡碑記念館(吉井町)/発行
2009.9 68p 30cm
【受贈】

【毎日 10/14】

群馬博物館史 －北群馬渋川郷土館の活動－
開館30周年記念
北群馬渋川郷土館/発行
2009.10 47p 21 × 30cm
【受贈】

｢心の剛健典雅｣を求めて 後閑縫之介先生 弓界
交流七十年を回想
本多流・財団法人生弓会/発行
2009.7 26p 21cm
生弓会『会報』132 号から改版
【受贈】

群馬美少女図鑑 vol.３
トロワデザイン(高崎市)/発行
2009.8 97p 21cm
【受贈、上毛 11/7】

事件・犯罪を知る本 「高橋お伝」から「秋葉原
通り魔」まで
日外アソシエーツ株式会社/編集
日外アソシエーツ葉
2009.10 10,450p 21cm 8500 円
【TRC 新刊案内 1640 号】

図書目録 (平成１４年４月～平成１９年３月)
群馬県立点字図書館/編集･発行
2009.3 152p 30cm
【受贈】

渋川市誌研究 第２号
渋川市教育委員会教育部文化財保護課/編集
渋川市教育委員会/発行
2009.9 31p 21 × 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
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白井北中道Ⅲ遺跡(２)(しろいきたなかみちさん
いせき)－縄文時代編－ 一般国道17号(鯉沢バイ
パス)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その
２)報告書 第6集
(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2009.7 2 冊 30cm
第 1 分冊：本文編 326p
第 2 分冊：写真編 140p
【受贈】

3 社会科学
明日をつくる。中部県民局の公共事業
群馬県中部県民局/発行
[2009.10] 12p A4 判
【ぐんま経済 10/16、上毛 10/18】
あしどり 平成２０年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
2009.10 34p 30cm
【受贈】

高崎市［群馬］ 旧 群馬町 2 2009 09
ゼンリン/発行
2009.9 12,87,4p 39cm 10000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

伊勢崎市議会会議録 平成２１年
平成２１年５月２１日
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.9 26p 30cm

高崎市［高崎 新町］ 旧 高崎市 新町 1
2009 09
ゼンリン/発行
2009.9 20,316,46,18,2p 39cm 22000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２１年第３回
平成２１年６月１０日開会 平成２１年６月２５
日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.9 168p 30cm
【受贈】

高崎市［吉井］ 旧 吉井町 6 2009 09
ゼンリン/発行
2009.9 12,103,1p 39cm 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

インターンシップ成果報告書 ２００８年度
群馬県中小企業団体中央会/発行
2009.3 81p 30cm
【受贈】

館林の武家屋敷－旧館林藩士住宅の復元と整備－
館林市史調査報告書
館林市/発行
2009.3 86p 30cm
【受贈】

学校法人昌賢学園論集 第７号 ２００８年
昌賢学園群馬社会福祉大学・群馬社会福祉大学
短期大学部/発行
2009.3 294,69p 26cm
【受贈】

力士(ちからひと)の考古学 相撲は、古墳時代に
伝来した。第17回特別展
かみつけの里博物館(高崎市)/編集･発行
2008.9 53p 30cm
【受贈】

関東短期大学紀要 第５３集
学術図書刊行委員会/編集 関東短期大学/発行
2009.3 235p 26cm
【受贈】

どぐら綺譚魔人伝説 高山彦九郎から夢野久作に
繫 ぐ幻 増補・新版
松本健一/著 辺境社/発行
2009.9 244p 20cm 2200 円
（ 松本健一伝説シリーズ 8 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1638 号】

紀要 創刊号
学校法人 HAC 国際学園群馬動物専門学校(前
橋市)/発行
2007.3 37p 30cm
【受贈】

原古墳(はらこふん) －神流川中流域における後
期古墳の調査－ 国道462号〈鬼石橋〉地域活動
基盤創造事業に伴う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
2009.9 128p 写真図版 28p 30cm
【受贈】
はるかな尾瀬 Vol.１０
尾瀬保護財団/発行
2009.9 15p 30cm

第２回臨時会

教育行政要覧 平成２１年度
みなかみ町教育委員会/発行
2009 84p 30cm

【受贈】

教育要覧 平成２１年度
沼田市教育委員会/発行
2009 72p 30cm

【受贈】

【受贈】

業務概要 平成２１年度 平成２０年度事業実績
群馬県心身障害者福祉センター/編集･発行
2009.8 40p 30cm
【受贈】

南久保遺跡(みなみくぼいせき) 伊勢崎警察署庁
舎移転新築事業に伴う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
2009.9 68p 写真図版 16p 付図 3 枚 30cm
【受贈】

群馬県議会会議録 平成２１年５月定例会
自平成２１年５月２６日至平成２１年６月１１日
群馬県議会事務局/発行
2009.9 224p 30cm
【受贈】

〔2009.11〕

-2-

群馬県議会会議録 平成２１年７月臨時会
自平成２１年７月６日 至平成２１年７月８日
群馬県議会事務局/発行
2009.9 48p 30cm
【受贈】

消費者行政の概要（平成21年度消費者施策と平成
20年度実績）平成２１年度
群馬県生活文化部消費生活課/発行
2009.7 99p 30cm

群馬県公的扶助史研究 戦前・戦中・戦後社会福
祉のあゆみ
畠中耕/著 本の泉社/発行
2009.10 204p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1639 号】

消防概要 平成２１年版
伊勢崎市消防本部/発行
2009.9 92p 30cm

群馬県市町村経済総覧 ２００９年版
群馬経済研究所/編集･発行
2009.10 96p 30cm

上武大学国際教育研究開発センター年報 第１号
平成１９年度
上武大学国際教育研究開発センター/編集･発行
2008.11 116p 30cm
【受贈】

【受贈】
消防概要 平成２１年度
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部
/編集･発行
2009.10 76p 30cm
【受贈】

ぐんま県民カレッジ講座一覧 平成２１年度
ぐんま県民カレッジ事務局/発行
2009.7 61p 30cm
【受贈】

人事を変えれば社員は育つ 社長と社員の想いを
一つにする理念浸透人事のすすめ 制度編
真下俊明・武井俊幸・近藤京子/著
青木仁志/監修 アチーブメント出版/発行
2009.9 203p 20cm 1714 円
ペリテック(高崎市)･ほんやら堂(高崎市)の取
り組み事例あり
真下氏はハート&ブレイン(高崎市)社長
武井氏は同コンサルティング事業部･キャリア
サポート事業部統括責任者【ぐんま経済 10/29】

群馬社会福祉論叢 第１集
昌賢学園群馬社会福祉大学大学院/発行
2009.3 178p 26cm
【受贈】
群馬大学アドバンスト・テクノロジー高度研究セ
ンター年報 第１３号（平成２０年度）
群馬大学ＡＴＥＣ/発行
2009.9 240p 30cm
【受贈】
群馬大学工業会報 №１４１ ２００９．９
特集Ⅰ座談会｢ホップ、ステップ、大きくジャン
プ!!｣ 特集Ⅱ社会で活躍する卒業生 特集Ⅲ卒
業生の就職・進学状況(H19年～H21年)
群馬大学工業会/発行
2009.9 71p 30cm
【受贈】
群馬パース大学紀要 第７号
群馬パース大学/発行
2008.9 120p 30cm

税務概要 平成２１年度
渋川市/発行
2009.9 44p 30cm

少年の主張中部地区大会
中部教育事務所/発行
2009 42p 30cm

発表文集

【受贈】

高崎経済大学論集 第５２巻第１号（通巻184号）
高崎経済大学経済学会/発行
2009.6 127p 26cm
【受贈】
【受贈】
定例県議会議案 平成２１年９月（附予算説明書）
群馬県/発行
2009.9 194p 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２０年度
群馬県健康福祉部監査指導課/編集･発行
2009.9 64p 30cm
【受贈】
主要施策の成果等に関する説明書
（２００８年度）
榛名興産市町村組合/発行
2009 4p 30cm

【受贈】

日米高齢者保健福祉学会誌 第４号
日米高齢者保健福祉学会誌事務局（東京福祉大
学伊勢崎キャンパス内)/発行
2009.3 203p 30cm
【受贈】

平成２０年度

榛名興産市町村組合歳入歳出決算書及び附属書類
平成２０年度（２００８年度）
[榛名興産市町村組合/発行]
2009 16p 30cm
【受贈】

【受贈】
第３１回
【受贈】

榛名興産市町村組合歳入歳出決算審査意見書
平成２０年度
前橋市監査委員/発行
2009.8 4p 30cm
【受贈】

少年非行概況 平成２０年
群馬県警察本部生活安全部少年課/編集･発行
2009 70p 30cm
【受贈】
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富士見村各会計決算書
富士見村/発行
2008 389p 30cm

平成２０年度

富士見村各会計決算書
富士見村/発行
2009 321p 30cm

平成２１年度

4 自然科学
【受贈】

【受贈】

富士見村各会計決算審査意見書
前橋市監査委員/発行
2008.8 94p 30cm

平成２０年度

富士見村各会計決算審査意見書
前橋市監査委員/発行
2009.8 52p 30cm

平成２１年度

富士見村各会計決算の大要
平成２１年度
富士見村/発行
2009.9 144p 30cm

Ｎ'ｓ－ａｒｔ（エヌズアート） 創刊号
九峰出版(富岡市)/発行
[2009.10] 76p A4 判 840 円
【ぐんま経済 10/8】
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）
第一次報告
群馬県/発行
2009.9 135p 30cm
【受贈】

【受贈】

下仁田自然学校文庫
下仁田自然学校/発行
2009 3 冊 2000 円
｢下仁田町と周辺の地質｣｢下仁田町の植物｣｢下
仁田町のチョウとガ｣の 3 冊
【上毛 10/8、産経 11/5】

【受贈】

平成２０年度
【受贈】

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２１年度作成
前橋市社会福祉協議会/発行
2009 53p 30cm
【受贈】

高崎医学 第５９巻（平成２０年）
高崎市医師会/発行
2009.7 187p 26cm

【受贈】

前橋市社協ガイド だれもが安心して暮らせるま
ちへ
前橋市社会福祉協議会/発行
2009 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

年報 平成２０年度
前橋赤十字病院/発行
2009 188p 30cm

【受贈】

森林(やま)づくりの四季 群馬県川場村友好の森
発
関岡東生/文と写真
上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.9 223p 18cm 1200 円
【上毛 10/8･12、TRC 新刊案内 1640 号】

餅なし正月の世界 地域民俗論序説
都丸十九一/著 岩田書院/発行
2009.10 458p 22cm 14800 円
群馬県の民俗芸能・人生儀礼・生業などの諸論
を収録
著者は群馬県北橘村名誉村民
【受贈、TRC 新刊案内 1640 号】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書４５
群馬県自然環境課/編集･発行
2009.11 295p 30cm
【受贈】

６０年のあゆみ 群馬県信用保証協会６０周年記
念誌
群馬県信用保証協会/発行
2009.10 63p 30cm
【受贈、上毛 10/15】

5 技術･工学･家政学･生活科学
伊勢崎市洪水ハザードマップ 洪水避難地図
伊勢崎市/発行
2009.9 折りたたみ 120 × 84cm
【受贈】
環境白書 平成２１年度
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2009.9 169p 30cm
【受贈】

〔2009.11〕
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ぐんまの汚水処理 下水道、農業集落排水、浄化
槽
群馬県県土整備部下水環境課/発行
2009.6 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
ぐんまの汚水処理 －資料編－
群馬県県土整備部下水環境課/発行
2009.6 72p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
企画展 №８２ 再考・幻の画聖たち～故・大川
栄二館長追悼展～
大川美術館(桐生市)/発行
2009.10 54p 23cm
【受贈】

【受贈】
群馬篆刻協会展 第１７回・第１８回
群馬篆刻協会/発行
2009 68p 26cm

工事看板関連商品カタログ 最新改訂版
高崎保安機材(高崎市)/発行
2009
【ぐんま経済 10/8】

【受贈】

鈴木一雄の風景四大聖地 小国・裏磐梯・尾瀬・
信州
鈴木一雄/著 モーターマガジン社/発行
[2009] 186p 28cm 1900 円
（ モーターマガジンムック ）
【TRC 新刊案内 1639 号】

手作りの学び舎 NPO法人足尾鉱毒事件田中正造
記念館のめざすもの
広瀬武/著 随想舎/発行
2009.10 157p 19cm 1000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1640 号】

仙之倉山荘あれこれ －創建75周年記念資料集－
仙ノ倉山荘資料編集委員会/編集
群馬大学工学部山岳部 OB 会/発行
2009.9 207p 21cm
【受贈】
高崎書道会創立八十周年記念 會史
高崎書道会會史担当編纂部/編集
高崎書道会/発行
2009.7 260p 30cm

6 産業
群馬県交通安全実施計画 平成２１年度
群馬県交通安全対策会議/発行
2009.7 62p 30cm
【受贈】

水色の尾瀬 平居久美子写真集
平居久美子/著 光村印刷/発行
2009.7 48p 17 × 19cm 1200 円
（ Bee Books ）
【TRC 新刊案内 1638 号】

交通年鑑 平成２０年
群馬県警察本部・群馬県交通安全協会連合会
/発行
2009.7 387p 30cm
【受贈】
国土調査のあらまし 平成２１年度版
群馬県農政部農村整備課/発行
2009.8 28p 30cm

【受贈】

四葉のクローバー 第７号（'09・秋季）
大衆歌曲を愛する会(渋川市)/発行
2009.10 4p 30cm
【受贈】

【受贈】

修景ぐんま２０年の歩み 設立２０周年記念誌
日本造園修景協会群馬県支部/発行
2009.5 53p 30cm
【受贈】

8 語学

地価調査基準地価格（付 基準地案内図）
平成２１年
群馬県/発行
2009 131p 21 × 30cm
【受贈】
治山事業及び保安林制度のあらまし
群馬県/発行
2009.8 58p 30cm

平成21年度
【受贈】

渡辺謙主演映画『沈まぬ太陽』ドキュメントブッ
ク
角川書店/発行
2009.10 107p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1640 号】
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〔2009.11〕

せきれい 境図書館短歌会合同歌集
境図書館/発行
2009.10 35p 21cm

9 文学
い

コミュニティマガジン 創刊号
樋口武二/編集・発行
2009.10 400 円
県内で文芸活動をする有志の季刊総合文芸誌
樋口氏は富岡市在住 【朝日 10/21、上毛 10/26】

田舎教師が愛した景色 －田山花袋の『田舎教師』
から100年－ 企画展
さいたま文学館/編集･発行
2009.10 22p 30cm
【受贈】
漢詩苑 雅友 創立二十周年記念
富岡漢詩会/発行
2009.10 231p 20cm
【受贈、上毛 10/27】

硯滴(けんてき) 句集
佐藤充雨(じゅうう)/著
2009.10 215p 20cm
著者は群馬県生まれ

【受贈】

鼓

あさを社/発行
【受贈】

【受贈】

〔2009.11〕

TSUZUMI 歌集
山下和夫/著 短歌研究社/発行
2009.10 157p 20cm 2381 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 10/22】

手紙が語る戦争
女性の日記から学ぶ会/編 島利栄子/監修
みずのわ出版/発行
2009.6 271p 21cm 2300 円
｢戦地から届いた兵士たちの葉書(一)｣伊藤伸子
/著(前橋市在住)収録
【受贈】

11月そして12月
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2009.10 279p 16cm 648 円
（ 中公文庫 ひ 21-6 ）
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1641 号】

上毛俳句選集 第２０集
群馬県俳句作家協会/発行
2009.10 286p 19cm 3333 円

【受贈】

土屋文明の跡を巡る 続
横山季由/著 短歌新聞社/発行
2009.10 269p 22cm 2381 円
【TRC 新刊案内 1641 号】

須賀昌五/発行

【受贈】

段丘 句集
堤一巳/著 花神社/発行
2009.10 198p 19cm 2400 円
著者は沼田市在住

沈黙の語り部 まえばしの文学碑 増補改訂版
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2009.10 222p 21cm
【受贈】

【受贈】

上毛漢詩苑 １～３０号
[群馬県漢詩人協会/発行]
[2009] [280p] 28cm

田山花袋の「伝記」
沢豊彦/著 菁柿堂/発行
2009.10 267p 19cm 2200 円
（ Edition Trombone ）【TRC 新刊案内 1641 号】

頂上の石鼎 評伝
岩淵喜代子/著 深夜叢書社/発行
2009.9 317p 20cm 2800 円
村上鬼城との往復書簡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1640 号】

企画展 第６７回 妙義・磯部地域の文学 －西
上州を旅して－
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2009.9 24p 30cm
【受贈】

兼山先生幼時詩
片山兼山/著 須賀楠舟/訓釈
2009.11 [54p] 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

黄昏
南伸坊・糸井重里/著
東京糸井重里事務所/発行
2009.10 392p 18cm 1400 円
（ ほぼ日ブックス ）
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1640 号】

粋な日本語はカネに勝る!
立川談四楼/著 講談社/発行
2009.10 214p 16cm 667 円
（ 講談社+α文庫 D68-1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1641 号】

口切 句集
高橋敏子/著･発行
2009.9 239p 20cm
著者は中之条町在住

第３１集

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 24
みつけたよ青い鳥の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.10 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1639 号】
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初恋ソムリエ
初野晴/著 角川書店/発行
2009.9 260p 20cm 1600 円
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1638 号】

ウズベキスタン滞在記 シルクロードの中継点
矢嶋和江/著 早稲田出版/発行
2009.10 222p 19cm 1200 円
著者は元群馬パース大学看護学科教授
【TRC 新刊案内 1641 号】

魔法の庭のピアノレッスン
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2009.10 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 28 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1640 号】

海は生きている
富山和子/著 講談社/発行
2009.10 141p 22cm 1400 円
著者は前橋市生まれ
【上毛 10/20、TRC 新刊案内 1641 号】

わが『ふゆくさ』抄 土屋文明短歌評釈
牧野博行/著 短歌新聞社/発行
2009.8 151p 20cm 2381 円
【TRC 新刊案内 1638 号】

大佛次郎の「大東亜戦争」
小川和也/著 講談社/発行
2009.10 286p 18cm 760 円
（ 講談社現代新書 2019 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1641 号】
オホーツクの古代史
菊池俊彦/著 平凡社/発行
2009.10 207p 18cm 760 円
（ 平凡社新書 491 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1641 号】

県関係者の一般著作

ガーデン草花
小黒晃/著 日本放送出版協会葉
2009.10 143p 21cm 1500 円
（ NHK 趣味の園芸新版・園芸相談 8 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1640 号】

明日の水は大丈夫? バケツ1杯で考える「水」の
授業
橋本淳司/著 技術評論社/発行
2009.11 157p 19cm 1480 円
（ ThinkMap 001 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1641 号】

患者と作る医学の教科書
ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会・
『患者と作る医学の教科書』プロジェクトチー
ム/編著 日総研出版/発行
2009.8 279p 26cm 2667 円
酒巻哲夫氏(群馬大学教授)発案 【毎日 10/14】

Rによる統計データ分析入門
小暮厚之/著 朝倉書店/発行
2009.9 8,165p 21cm 2900 円
（ シリーズ<統計科学のプラクティス> 1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1638 号】

国産エコ技術の突破力! 日本が世界のグリーン
ニューディールをリードする
永井隆/著 技術評論社/発行
2009.11 239p 21cm 1580 円
（ TECH LIVE! ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1638 号】

1日10分!「おもてなし」ミーティングがあなたの
チームを強くする。
阿部剛/著 インフォトップ出版/発行
2009.9 255p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1638 号】
医療費と保険が一番わかる 豊富な症例で費用の
明細が読み解ける
坂本憲枝・長谷川聖治/共著
技術評論社/発行
2009.11 239p 21cm 1580 円
（ しくみ図解 006 ）
長谷川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1641 号】

司馬遼太郎を読む
松本健一/著 新潮社/発行
2009.10 224p 16cm 400 円
（ 新潮文庫 ま-35-1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1638 号】
常識は破るためにある 続
三枝孝裕/著 文芸社/発行
2009.11 223p 19cm 1400 円
著者は群馬大学工学部非常勤講師
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【受贈】

〔2009.11〕

代表的日本人 日本の品格を高めた人たち
内村鑑三/著 塚越博史/訳
幸福の科学出版/発行
2009.10 287p 18cm 1000 円
（ 教養の大陸 BOOKS ）
【TRC 新刊案内 1638 号】

視聴覚資料
とちの実の郷 (CD)
松本克己/曲･発行
2009
松本氏は藤岡市在住

【上毛 10/4】

長寿 団子・赤飯・長寿銭/あやかりの習俗
板橋春夫/著 社会評論社/発行
2009.10 270p 19cm 2000 円
（ 叢書|いのちの民俗学 2 ）
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1639 号、上毛 11/8】

電子資料

トレイルランニング OUTDOOR PERFECT MANUAL
鏑木毅/著 枻出版社/発行
2009.10 173p 21cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1641 号】

広報よしい縮刷版 (DVD-ROM)
高崎市吉井支所地域振興課/発行
2009 2 枚
吉井町弘報・広報吉井 号外(昭和 30 年 1 月発
行)～第 124 号(昭和 37 年 7 月発行)
広報よしい 第 1 号(昭和 37 年 8 月発行)～第
561 号(平成 21 年 5 月発行)収録
【受贈】

25歳の補習授業 学校で教わらなかったこれから
いちばん大切なこと
福岡伸一・糸井重里/[ほか述] 小学館/発行
2009.10 186p 19cm 1000 円
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1639 号】
日本の米カレンダー
富山和子/企画･制作
2009 1400 円
富山氏は前橋市生まれ

事業概要 平成２１年度版（平成２０年度実績）
(CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所/発行
2009
【受贈】

【上毛 10/28】

熱帯アジアにおける作付体系技術
西村美彦/著 筑波書房/発行
2009.9 13,175p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1639 号】
バイトでも億稼ぐ不況なのに元気のいい会社
大塚寿/著 徳間書店/発行
2009.9 230p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1638 号】
ランニングの世界 8 特集なぜ走るのか
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2009.10 168p 21cm 1600 円
山西氏は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1640 号】

〔2009.11〕
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