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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００９年 ７月分
No.２７２
発行日
発 行

平成 21(2009)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

2 歴史･伝記･地理
赤穂事件
黒川一夫/著 青史出版/発行
2009.7 10,430,28p 23cm 9000 円
｢第 5 章第 3 節上州磯部村｣収録
【受贈、TRC 新刊案内 1629 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。
・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。

浅間・白根・志賀さわやか街道 №５ ２００９
・夏／秋号
浅間・白根・志賀さわやか街道協議会/発行
2009.7 折りたたみ 30 × 42cm
【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。

えりあぐんま 第１５号 ２００９
群馬地理学会/編集･発行
2009.6 86p 26cm
おおたんの史跡探検ガイドマップ
太田市教育委員会/発行
[2009.6]

０ 総記
桐の会 ３０周年記念文集 資料編
桐の会[館林市]/編集･発行
2009.5 278p 26cm

【受贈】
片山１号墳と南高原１号墳 多胡碑記念館 群馬
県立歴史博物館30周年記念展連携展示事業｢ぐん
ま古墳・はにわフェスタ｣連携展
多胡碑記念館/発行
2009 7p 30cm
【受贈】

群馬県立歴史博物館紀要 第３０号（２００９）
群馬県立歴史博物館/発行
2009.3 94p 30cm
【受贈】

GASSE(ガッセ) 紅葉の旅・厳選１３ルート ロ
マンチック裏街道絶景紅黄葉回廊の旅 利根沼田
・吾妻
群馬県利根沼田県民局沼田行政事務所・群馬県
吾妻県民局中之条行政事務所/発行
[2009] 8,8p 30cm
【受贈】

小山宏著編書文献目録（北群馬渋川郷土館30周年
記念）－図書、雑誌、分類０門－９門－
小山宏/著 北群馬渋川郷土館/発行
2009.7 10p 30cm
著者は渋川市在住
【受贈】

要覧 平成２１年度
群馬県立図書館/編集･発行
2009.6 32p 30cm
｢図書館の運営｣より改題

【上毛 7/11】

おはらき 館林市史研究 第３号
館林市教育委員会文化振興課市史編さんセンタ
ー/編集 館林市/発行
2009.3 80p 21cm
【受贈】

群馬県立歴史博物館紀要 第２９号（２００８）
群馬県立歴史博物館/発行
2008.3 156p 26cm
【受贈】

まえばしの図書館 平成２１年度
前橋市立図書館/編集･発行
2009.7 34p 30cm

【受贈】

GASSE(ガッセ) 新緑の旅・厳選１１ルート ロ
マンチック裏街道絶景新緑の旅 利根沼田・吾妻
群馬県利根沼田県民局沼田行政事務所・群馬県
吾妻県民局中之条行政事務所/発行
[2009] 8,8p 30cm
【受贈】

【受贈】

企画展 平成２１年度 第１４回
里帰り展
玉村町歴史資料館/発行
2009.7 15p 30cm

【自館作成】
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群大考古資料
【受贈】

〔2009.8〕

北関東川紀行 2 鬼怒川・小貝川・渡良瀬川
栗村芳實・東敏雄/編 随想舎/発行
2009.6 163p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1627 号】
空間への旅 彫刻家和南城孝志を語る
和南城孝志さんを偲ぶ会/編集
高崎市民新聞社/発行
2004.5 153p 21cm 1600 円
和南城孝志氏は桐生市生まれ

はるかな尾瀬 Vol.９
尾瀬保護財団/発行
2009.6 15p 30cm

ふるさと讃歌 特集先覚者顕彰 藍園堀口貞歙先
生 浅野総一郎略伝 角田柳作先生を讃えて 都
筑玄妙師を偲んで
鈴木喜代/編･著･発行
2009.7 149p 26cm
著者は渋川市在住
【受贈】

【受贈】

倉渕村誌 新編 第４巻 通史編
倉渕村誌編さん委員会/編集
倉渕村誌刊行委員会/発行
2009.1 696p 写真図版 12 枚 付図 1 枚 27cm
【受贈】
ぐんまの道の駅ガイドマップ
[群馬県/発行]
[2008.4] 折りたたみ 60 × 74cm

ブレイクの「瞬間(とき)」 頂点を知る55人が贈
るメッセージ
R25 編集部/編 日本経済新聞出版社/発行
2009.7 354p 19cm 1600 円
中曽根康弘氏･荻原健司氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1629 号】
るるぶ群馬 '10
JTB パブリッシング/発行
2009.8 163,14p 26cm 781 円
（ るるぶ情報版 ） 【TRC 新刊案内 1629 号】

【受贈】

子どもの学び教師の学び 斎藤喜博とヴィゴツキ
ー派教育学
宮崎清孝/著 一莖書房/発行
2009.6 254p 19cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1626 号】
地元民が書いた国定忠治の世直し（国定忠治生誕
二百年記念出版）
松原日治/著･発行
2009 175p 19cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

3 社会科学
伊勢崎市統計書 平成２０年版
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係/編集
伊勢崎市/発行
2009.7 80p 30cm
【受贈】

しもにた見どころマップ
下仁田町商工会/発行
2009 折りたたみ 30 × 84cm【受贈、上毛 7/8】

学校保健統計調査 群馬県結果（確報）
平成２０年度
群馬県企画部統計課/発行
2009.5 15p 30cm
【受贈】

｢尻付について｣ 人別帳に見られる名称を追って
中谷誠/著･発行
2009.7 34p 30cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

学校要覧 ２００９ 平成２１年度
群馬工業高等専門学校/発行
[2009.4] 52p 30cm

代表的日本人
内村鑑三/著 岬龍一郎/訳
PHP エディターズ・グループ/発行
2009.7 218p 19cm 1300 円
【TRC 新刊案内 1628 号】

〔2009.8〕

【受贈】

上新保の今昔物語 第１集 戦争を語りつぐ
作成委員会/編集
[高崎市新保町第一町内会/発行]
2005
【上毛 7/28】

館林市史 資料編４ 近世Ⅱ 館林の城下町と村
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2009.3 616p 27cm 3000 円
【受贈、毎日 7/8、産経 7/8】
話し方と人間性
前原幸太郎/著･発行
2008.11 202p 20cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

上新保の今昔物語 第２集 祝いごとと不祝儀
作成委員会/編集
[高崎市新保町第一町内会/発行]
2006
【上毛 7/28】

【受贈】
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公開研究会学習指導案 未来を見つめ自己を広げ
る子供の育成 [二年次] 平成２１年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2009.5 131p 30cm
【受贈】

上新保の今昔物語 第３集 仕事と生活の春夏秋
冬
作成委員会/編集
[高崎市新保町第一町内会/発行]
2007
【上毛 7/28】

国立大学法人群馬大学概要 平成21年度 2009
群馬大学総務部総務課広報室/編集･発行
2009.6 57p 30cm
【受贈】

上新保の今昔物語 第４集 上信バスが新保へ来
た
作成委員会/編集
[高崎市新保町第一町内会/発行]
2008
【上毛 7/28】

子どもの人権問題資料集成 編集復刻版 戦前編
第3巻 子どもの養護
室田保夫・蜂谷俊隆/編 不二出版/発行
2009.6 344p 31cm 25000 円
｢高崎育児院月報第 55 号｣｢高崎育児院年報大正
5 年度｣収録
【受贈】

上新保の今昔物語 第５集 落穂ひろい(総集編)
作成委員会/編集
[高崎市新保町第一町内会/発行]
2009
【上毛 7/28】

財政のあらまし 平成２１年６月
群馬県/発行
2009.6 50p 30cm

記念誌
いずみの会/発行
[2009.6] 87p B5 判
｢いずみの会｣は 1954 年に桐生市立南小学校を
卒業した松村学級同級会
【桐生ﾀｲﾑｽ 7/7】

【受贈】

消防年報 平成２１年刊行
高崎市等広域消防局通信指令課/編集
高崎市等広域消防局/発行
2009.7 88p 30cm
【受贈】

紀要 ５９ 未来を見つめ自己を広げる子どもの
育成～学びの充実感・有用感をもつ指導と評価の
改善～＜二年次＞ 平成２１年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2009.5 175p 30cm
【受贈】

昭和庚申年塔を追う
石川博司/著 庚申資料刊行会/発行
2009.7 50p 21cm
群馬に関する記述あり

群馬県高齢者保健福祉計画 群馬県老人福祉計画
・介護保険事業支援計画
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2009.3 102p 30cm
【受贈】

【受贈】

「地域力」の研究Ⅱ
高崎商科大学ネットビジネス研究所/編集･発行
2009.5 131p 26cm
（ 高崎商科大学叢書 第４号 )

群馬県自殺総合対策行動計画－自殺対策アクショ
ンプラン－
群馬県/発行
2009.5 34p 30cm
【受贈】

富岡・甘楽地区社会教育の会２０周年記念誌
富岡・甘楽地区社会教育の会/発行
2009.3 50p 30cm
【受贈】

群馬県立女子大学 ＣａｍｐｕｓＰｒｏｆｉｌｅ
２０１０
群馬県立女子大学/発行
2009 53p 30cm
【受贈】

バリアフリ－ぐんま障害者プラン ４ 群馬県障
害者計画・第２期群馬県障害福祉計画
群馬県健康福祉部障害政策課/編集･発行
2009.3 134p 30cm
【受贈】

ぐんま高齢社会白書 '０９
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2009.5 145p 21cm

前橋市小中学校校長会会誌 第６０号
前橋市小中学校校長会/発行
2009.7 39p 21cm

【受贈】

前橋市の教育 平成２１年度
前橋市教育委員会管理部総務課/編集･発行
2009.7 97p 30cm
【受贈】

群馬大学工学部九十年史－平成１５年間の歩み－
群馬大学工学部九十年史編集委員会/編集
群馬大学工学部/発行
2005.10 291p 30cm
【受贈】
公営企業の概要 平成２１年度
群馬県企業局/編集･発行
2009 46p 30cm

【受贈】

よいガイドヘルパーになるためのＱ＆Ａ
木村功/著 草津町社会福祉協議会/編集･発行
2008.2 10p 30cm
著者は日本盲人会連合評議委員群馬県代表
【受贈】

【受贈】
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〔2009.8〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

くらしに役立つ食品表示ハンドブック 全国食品
安全自治ネットワーク版 第３版
全国食品安全自治ネットワーク[/発行]
2009 108p 21cm 320 円
【日経 7/8、TRC 新刊案内 1628 号】

群馬県繊維工業試験場
群馬県繊維工業試験場/発行
[2009] 二つ折り 30 × 42cm

ぐんまの道 ２００９
群馬県県土整備部道路管理課・道路整備課・都
市計画課/発行
2009.6 折りたたみ 84 × 120cm
【受贈】

群馬医学 第８９号 平成２０年度群馬県医学会
特別講演
群馬県医学会/編集 群馬県医師会/発行
2009.6 38,29p 26cm
【受贈】
ぐんま昆虫の森年報
群馬県立ぐんま昆虫の森
2008 54p 30cm

事業概要 平成２１年度
群馬県東部県民局桐生土木事務所/発行
2009 32p 30cm
【受贈】

【受贈】

上信自動車道 地域高規格道路
群馬県県土整備部道路整備課/発行
2009.7 [6p] 30cm

ツキノワグマ－群馬県における問題－
小山宏/著･編 北群馬渋川郷土館/発行
2009.7 65p 30cm
著者は渋川市在住
【受贈】

【受贈】

高崎市洪水ハザードマップ 洪水災害に備える
高崎市/発行
2009 折りたたみ 60 × 84cm
｢高崎・新町地域版｣｢倉渕・箕郷・群馬・榛名
地域版｣の 2 種類あり
【受贈、上毛 7/5】

年報 平成１９年度
群馬県立精神医療センター/編集･発行
2009.1 91p 30cm
【受贈】

都市計画法に基づく開発許可制度の手引 平成
２１年４月１日
群馬県県土整備部建築住宅課/発行
2009.4 282p 30cm
【受贈】

フイールド・バイオロジスト １７巻２号
（２００８年１０月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2008.10 48p 26cm
【受贈】
保健所研修ノート 第１版
保健・医療」
群馬県保健所長会/発行
2005.4 138,[77]p 30cm

【受贈】

防災マップ（洪水ハザードマップ）
板倉町/発行
2009 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈、上毛 7/14】

医師臨床研修「地域
【受贈】

前橋市一般廃棄物処理基本計画
前橋市生活環境部清掃業務課/編集
前橋市/発行
2006.3 51,130p 30cm

【受贈】

前橋市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）
前橋市環境部リサイクル推進課/編集
前橋市/発行
2009.6 51,43p 30cm
【受贈】
[ランチマップ］ 第１０版
前橋観光コンベンション協会/発行
2009.6 A4 判
｢前橋プラザ元気 21 ｣周辺の地図 【読売 7/9】

〔2009.8〕
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みんなの笑顔をつなぐ北関東自動車道 もっと
ダイジェスト版
群馬県県土整備部道路整備課・栃木県県土整備
部交通政策課・茨城県土木部道路建設課高速道
路対策室/発行
2008.12 四つ折り 42 × 30cm
【受贈】

6 産業
茜雲 ２３集 ２００９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
2009.7 23p 30cm
【受贈】
GUIDE ごあんない
群馬県計量検定所/発行
[2009] 三つ折り 30 × 63cm

６０周年記念誌 時代(とき)を運んで（平成5年
～平成15年）
群馬県トラック協会/編集･発行
2003.12 63p 27cm
【受贈】

【受贈】

絹遺産紀行
上毛新聞社/発行
2009.7 202p 19cm 1200 円
（ シルクカントリー双書 ４ ）
【上毛 7/6･28･8/4】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県地場産業活性化構想
群馬県産業経済部工業振興課/発行
2009.3 69p 30cm

【受贈】

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
2009 44p 30cm

【受贈】

企画展 №８１ 描かれた哀愁～国吉康雄・野田
英夫・ベン･シャーン～
大川美術館/発行
2009.7 31p 23cm
【受贈】

平成２０年度

群馬の農業 平成２１年度
群馬県農政部農政課/編集･発行
2009 40p 30cm

群馬県体育史 第４巻
群馬県体育協会創立８０周年記念特別委員会
/編集 群馬県体育協会/発行
2009.3 598p 31cm
【受贈】

【受贈】

島村ここにあり その２ 境島村及びぐんま島村
蚕種の会に関する新聞報道等 《平成１９年４月
１日～平成２１年３月３１日》
ぐんま島村蚕種の会/発行
2009 107p 30cm
【受贈】
上州島村シルクロード 蚕種づくりの人びと
橋本由子/作 日向山寿十郎/絵
銀の鈴社/発行
2009.7 209p 22cm 1200 円
（ ジュニア・ノンフィクション ）
田島啓太郎をモデルにした物語
著者は伊勢崎市在住
【TRC 新刊案内 1627 号、上毛 8/3】
大規模小売店舗の地域貢献ガイドライン～住みよ
い持続可能な地域づくりに向けて～
群馬県産業経済部商政課/発行
2009 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

群馬の版画展
北群馬渋川郷土館/発行
2008 14p 30cm

【受贈】

ぐんま版画展 第２５回記念画集
群馬版画家協会/発行
2009.7 [68p] 30cm

【受贈】

年報 第２９号（平成２０年度実績）
群馬県スポ－ツ振興事業団/発行
2009.7 64p 30cm

【受贈】

8 語学

みんなの笑顔をつなぐ北関東自動車道 もっと
ダイジェスト版
群馬県県土整備部道路整備課・栃木県県土整備
部交通政策課・茨城県土木部道路建設課高速道
路対策室/発行
2008.12 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
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忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２１
魔女がやってきたの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.7 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 629 号】

9 文学
生きのびるからだ
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2009.7 184p 18cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1628 号】

【受贈】

目白雑録(ひびのあれこれ) ２
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2009.7 261p 15cm 620 円
（ 朝日文庫 か 30-4 ）
著者は高崎市生まれ 【TRC 新刊案内 1627 号】

おおさわぎ 詩集
樋口武二/著 てふてふ舎(高崎市)/発行
2009.7 40p 21cm 300 円
（ てふてふ叢書 ① ）
著者は富岡市在住
【受贈】

星くずのブラックドレス
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2009.7 127p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 22 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1628 号】

おさがしの本は
門井慶喜/著 光文社波
2009.7 290p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1629 号】

前橋文学館研究紀要 萩原朔太郎記念・水と緑と
詩のまち 第２号
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2009.3 63p 26cm
【受贈】

縁－思ひ出の句集 続
星野灯城/著 あさを社/発行
2009.7 184p 19cm
著者は前橋市在住

風の道 句集
吉岡好江/著 本阿弥書店/発行
2009.5 185p 20cm 2800 円
著者は渋川市在住
【受贈、上毛 7/27】

未在Ⅱ 句集
関口ふさの/著 あさを社/発行
2009.5 249p 21cm 2500 円
著者は群馬県俳句作家協会会長
【受贈、読売 7/25】

企画展 第６６回 童謡が生まれたよ〔柳波〕と
〔きむ子〕の世界
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2009.7 32p 30cm
【受贈】

水色の気球 歌集
越沢忠一/著 短歌新聞社/発行
2009.3 213p 20cm 2500 円
著者は館林市生まれ

激流 渋沢栄一の若き日
大佛次郎/著 木村荘八/挿絵 村上光彦/編
未知谷/発行
2009.7 308p 20cm 3000 円
（ 大佛次郎セレクション ）
【TRC 新刊案内 1628 号】

もんぐら、もんぐらいい季節になつたもんだな
山村暮鳥/詩 童話屋/発行
2009.6 157p 16cm 1250 円
【TRC 新刊案内 1626 号】

鈴木志郎康 『新生都市』から『声の生地』へ極
私を開く （ 前橋文学館特別企画展 第１６回
萩原朔太郎賞受賞者展覧会 ）
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館
/編集･発行
2009.7 142p 26cm
【受贈】
滝殿 合同句集 第９集
あさを社/発行
2009.3 371p 19cm 4000 円

【受贈】

夏の口紅
樋口有介/著 文藝春秋/発行
2009.7 287p 16cm 552 円
（ 文春文庫 ひ 7-8 ）
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1627 号】

〔2009.8〕

【受贈】
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終の棲み家に翔べない理由
俵萠子/著 中央公論新社/発行
2009.7 217p 20cm 1500 円
著者は赤城山に『俵萠子美術館』を設立
【TRC 新刊案内 1627 号】

県関係者の一般著作
エコカー激突! 次世代エコカー開発競争の真実
舘内端/著 技術評論社/発行
2009.8 230p 19cm 1780 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1626 号】

「伝える力」を育てる 書くことの国語科授業ア
イディア
村田伸宏・群馬･国語教育を語る会/著
三省堂/発行
2009.7 158p 26cm 2000 円
著者は群馬県総合教育センター所属
【TRC 新刊案内 1626 号】

CANTAくんの歌で日本語レッスン １
大泉国際教育技術普及センター、ミーティング
･ポイント･ドゥープラス(大泉町)/企画･編集
[･発行]
[2009.6] 61p A4 変形判
【上毛 7/4】
近世・近代日本社会の展開と社会諸科学の現在
森田武教授退官記念論文集
森田武教授退官記念会/編集 新泉社/発行
2007.6 610p 22cm 6000 円
『昭和期農本思想の一考察－安岡正篤の〈地方〉
像を中心に』田部井新介(太田市在住)/著収録
【受贈】

テレビの笑いを変えた男横澤彪かく語りき
横澤彪/著 塚越孝/聞き手 扶桑社/発行
2009.7 315p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1629 号】
どうする!依存大国ニッポン
森川友義/著
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2009.7 228p 18cm 1000 円
（ ディスカヴァー携書 037 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1628 号】

小型アンテナの設計と運用 RFID・携帯端末・ア
マチュア無線に活用
小暮裕明･小暮芳江/著 誠文堂新光社/発行
2009.7 231p 21cm 2400 円
（ 直感でマスター! ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1629 号】

都会の鳥-生き残り戦略
唐沢孝一/著 明治書院/発行
2009.7 205p 19cm 1200 円
（ 学びやぶっく 15 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1628 号】

酒とタバコの話
田所作太郎/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2009.6 217p 19cm 1000 円
著者は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1627 号】

ねんドル岡田ひとみの魔法のねんどワールド
岡田ひとみ/著 じゃこめてい出版/発行
2009.8 63p 30cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1628 号】

地震に強い家づくり 長期優良住宅の基本
野辺公一/監修 雲母書房/発行
2009.6 206p 21cm 1800 円
野辺氏は群馬県生まれ
【受贈】

俳句に見る日本人の心 人間観・自然観・社会観
の育成
須田実/編著 明治図書出版/発行
2009.7 160p 22cm 2060 円
著者は元前橋市教育研究所長
【TRC 新刊案内 1626 号】

少年野球「バッテリー」のすべて オールカラー
でよくわかる
本間正夫/著 主婦の友社/発行
2009.8 191p 21cm 1300 円
（ 主婦の友ベスト BOOKS ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1629 号】

ピーワンちゃんの寺子屋 こども論語教室
樫野紀元/著 悠雲舎/発行
[2009.7] 1000 円
著者は前橋工科大学大学院教授 【上毛 7/28】

世界が水を奪い合う日・日本が水を奪われる日
橋本淳司/著 PHP 研究所/発行
2009.7 278p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1626 号】

妙高火山群 －多世代火山のライフヒストリー－
早津賢二・新井房夫他/著
実業公報社/発行
2008.10 424p 31cm 6000 円
新井氏は群馬大学名誉教授
【受贈】
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村上龍 「危機」に抗する想像力
黒古一夫/著 勉誠出版/発行
2009.7 12,285p 20cm 2200 円
（ 新鋭作家論叢書 ）
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1627 号、上毛 8/10】

視聴覚資料
赤煉瓦讃歌 (CD)
古舘多加志/詞 横山太郎/曲 新藤建也/編曲
斎藤光代/歌 上野瑞香/CD ジャケット
[古舘多加志他/発行]
2009 1100 円
古舘氏･新藤氏･斎藤氏･上野氏は富岡市在住
【上毛 7/29】

吉本隆明のDNA
藤生京子/著
姜尚中･糸井重里/[ほか]インタビュイー
朝日新聞出版/発行
2009.7 299p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ
糸井氏は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1629 号】

いずみの会の歌 （カセットテープ）
さとうゆきお/詞･曲 いずみの会/発行
[2009.6]
｢いずみの会｣は 1954 年に桐生市立南小学校を
卒業した松村学級同級会
【桐生ﾀｲﾑｽ 7/7】

Wiresharkパケット解析リファレンス Network P
rotocol Analyzer
久米原栄・上田浩/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2009.6 9,389p 24cm 2800 円
久米原氏は群馬大学総合情報メディアセンター
教授。上田氏は群馬大学総合情報メディアセン
ター准教授
【TRC 新刊案内 1626 号】

記念DVD (DVD)
橋爪穣/編集 いずみの会/発行
[2009.6]
｢いずみの会｣は 1954 年に桐生市立南小学校を
卒業した松村学級同級会
【桐生ﾀｲﾑｽ 7/7】

若者は、選挙に行かないせいで、四〇〇〇万円も
損してる!?
森川友義/著
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2009.5 206p 18cm 1000 円
（ ディスカヴァー携書 036 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1628 号】

〔2009.8〕

電子資料
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