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２００９年 ６月分
No.２７１

美しい日本のふるさと 関東・甲信越・東海編
清永安雄/撮影 産業編集センター/発行
2009.6 301p 21cm 2000 円
桐生に関する記事あり【TRC 新刊案内 1624 号】

発行日
発 行

平成 21(2009)年 7 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

尾瀬国立公園記念国際シンポジウム報告書
尾瀬国立公園記念事業実行委員会/発行
2009.2 165p 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。

尾瀬ブック ２００９ 特集=ラク～に歩いて自
然満喫
山と溪谷社/発行
2009.6 112p 28cm 943 円
【TRC 新刊案内 1621 号】

・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。

関東古墳散歩 エリア別徹底ガイド 増補改訂版
相原精次・三橋浩/著 彩流社/発行
2009.5 134p 21cm 2000 円
群馬に関する記事あり【TRC 新刊案内 1621 号】

・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。

桐生史苑 第４８号
桐生文化史談会/発行
2009.3 106p 21cm

木を変える
石井幸男/著 塩野米松/聞き書き
アートオフィスプリズム/発行
2009.6 269p 19cm 1900 円
石井幸男氏(群馬県生まれ)の半生の記録
【TRC 新刊案内 1623 号】

０ 総記
いづみ読書会文集 あしあと 平成２０年度
第２２号
いづみ読書会(邑楽郡大泉町)/発行
2009.6 53p 26cm
【受贈】
炎

群馬芸術文化協会総合誌
群馬芸術文化協会/発行
2009.3 58p 26cm

【受贈】

№３３
【受贈】

ぐんま史料研究 第２６号
群馬県立文書館/編集･発行
2009.3 199p 21cm 850 円

【受贈】

ぐんま旅のレシピ vol.１
荒瀬印刷株式会社(高崎市)/発行
2009.6 折りたたみ 30 × 21cm

【受贈】

小鮒寛編著作集Ⅲ 主体的リアリズムの精神－小
鮒寛・詩の評論集－
小鮒寛/編･著
｢小鮒寛編著作集｣刊行委員会/発行
2006.3 110p 22cm
著者は群馬郡元総社村(現前橋市)生まれ【受贈】

1 哲学･宗教

図解山城探訪 第１９集 信濃をめぐる境目の城
上野資料編
宮坂武男/著 長野日報社/発行
2009.3 202p 26 × 37cm
吾妻郡･高崎市･安中市･富岡市･甘楽郡･多野郡
の城についての資料
【受贈】
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〔2009.7〕

日本百低山 標高1500メートル以下の名山100プ
ラス1
小林泰彦/著 文藝春秋/発行
2009.3 445p 16cm 1190 円
（ 文春文庫 こ 42-1 ）
岩櫃山(いわびつやま)･嵩山(たけやま)･子持山
･榛名山･妙義山･鹿岳(かなだけ)･稲含山(いな
ふくみさん)･荒船山･御荷鉾山(みかぼやま)に
関する記事あり
【朝日 6/2】

学校要覧 平成２１年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2009 50p 30cm
【受贈】
共愛学園前橋国際大学論集 第９号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2009.3 171p 30cm

【受贈】

教育要覧 平成２１年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所/発行
2009 7p 30cm
【受贈】

[はばたけ群馬観光博覧会] パンフレット
群馬県観光国際協会/発行
2009.5
【上毛 6/1】

業務概要 平成２０年度
群馬県立点字図書館/発行
2009.6 24p 30cm

分郷八崎雑記
今井登/編集
平成 20 年度分郷八崎(渋川市)自治会役員･平成
20 年度分郷八崎生涯学習推進委員/編集[･発行]
[2009] [6p] 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２１年２月定例会
自平成２１年２月１７日至平成２１年３月１８日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2009.5 449p 30cm
【受贈】

名山の民俗史
高橋千劔破/著 河出書房新社/発行
2009.6 348p 20cm 2800 円
日光白根山に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1625 号】

群馬県内の障害者施設等の授産製品・作業
群馬県健康福祉部障害政策課/発行
2009.5 43p 30cm
【受贈】

名門譜代大名・酒井忠挙の奮闘
福留真紀/著 角川学芸出版/発行
2009.6 214p 20cm 2700 円
（ 角川叢書 42 ） 【TRC 新刊案内 1623 号】

群馬の獅子舞 ２
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2009.6 50p 21cm

【受贈】

小平の民俗 －群馬県多野郡神流町－ 東京学芸
大学民俗調査ゼミナール2008年度調査報告書
東京学芸大学岩田研究室/編集
東京学芸大学地域研究室/発行
2009.5 105p 21cm
【受贈】

湯山学中世史論集 1 関東上杉氏の研究
湯山学/著 岩田書院/発行
2009.5 363p 22cm 7900 円
【TRC 新刊案内 1624 号】

職員の期末手当等に関する報告及び勧告
群馬県人事委員会/発行
2009.5 5p 30cm
【受贈】
税金ってなぁーに 平成２１年度版
税に関する資料 小学校６年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2009 13p 26cm

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２１年第１回
平成２１年２月２４日開会 平成２１年３月１９
日閉会
伊勢崎市議会事務局/発行
2009.6 309p 30cm
【受贈】

高崎工業学校設立の社会的背景について
八木啓次/著･発行
[2009.4] 27 ～ 42p 21cm
『群馬文化』第 298 号の抜き刷り
著者は高崎市在住
【受贈】

邑楽町生活ガイドブック
サイネックス/編集 邑楽町/発行
2009.6 128p A4 判
【上毛 6/18】

〔2009.7〕

【受贈】

帝国陸軍高崎連隊の近代史 上巻 明治大正編
前澤哲也/著 雄山閣/発行
2009.5 299p 22cm 5000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1621 号】
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定例県議会議案 平成２１年５月
群馬県/発行
2009.5 176p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２１年第２回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2009 84p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成２１年度
６月(二次)補正予算説明資料（平成２１年第２回
定例市議会）
前橋市/発行
2009 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2009 49p 21cm

定例市議会議案書 平成２１年第２回
（第２次送付分）
前橋市/発行
2009 17p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２１年第２回
（第４次送付分）
前橋市/発行
2009 1p 30cm

【受贈】

4 自然科学
Ｎ'ｓ－ａｒｔ（エヌズアート)
準備号
九峰出版(富岡市)/発行
2009.2 24p
創刊号は 8 月発行予定、看護師向け情報誌
【ぐんま経済 6/25、上毛 7/9】

利根沼田社会教育要覧 平成２１年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2009 49p 30cm
【受贈】
２１世紀をささえる君たちへ 現代社会 清治・
経済 税金と社会のかかわり 平成２１年度版
税に関する資料 高校生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2009 21p 26cm
【受贈】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2009.3 124p 30cm

【受贈】

ライフ＆タックス 税金ってどんなもの？ 学習
してみよう。平成２１年度版
税に関する資料 中学校３年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2009 21p 26cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２１年第２回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2009 22p 30cm
【受贈】

補正予算説明書 平成２１年度
群馬県/発行
2009.5 249p 30cm

【受贈】

要覧 平成２１年度
群馬県教育文化事業団/発行
2009.5 28p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２１年第２回
（第３次送付分）
前橋市/発行
2009 4p 30cm

平成２１年度版

カブトムシがいきる森
筒井学/写真と文 小学館/発行
2009.6 51p 21 × 24cm 1400 円
（ 小学館の図鑑 NEO の科学絵本 ）
｢ぐんま昆虫の森｣で撮影した写真収録
筒井氏はぐんま昆虫の森勤務
【TRC 新刊案内 1621 号】

５月定例県議会
【受贈】

健康福祉統計年報 平成２１年刊
群馬県健康福祉部保健福祉課総合政策係/編集･
発行
2009.3 373p 30cm
【受贈】

第１２号
【受贈】

前橋市医師会医学講演集録
平成１８年度版
前橋市医師会/編集･発行
2009.6 117p 22cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成２１年度
６月補正予算説明資料（平成２１年第２回定例市
議会）
前橋市/発行
2009 9p 30cm
【受贈】

第３０集
【受贈】

名水めぐり マップ
片品村むらづくり観光課･片品村観光協会/発行
2009 [2p] 30cm
尾瀬の里片品湧水群一覧あり【受贈、上毛 6/23】
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〔2009.7〕

5 技術･工学･家政学･生活科学
会報 第３６号
群馬県食品工業協会/発行
2009.3 34p 30cm

6 産業
近代製糸技術とアジア 技術導入の比較経済史
清川雪彦/著 名古屋大学出版会/発行
2009.2 8,615p 22cm 7400 円
北甘楽郡小幡村・富岡製糸場に関する記事あり
【受贈】

【受贈】

群馬県水防計画 平成２１年度
群馬県県土整備部河川課防災係/発行
2009 363p 31cm
【受贈】
JAPAN'S TASTY SECRETS
アダム･フルフォード/翻訳･監修
農林水産省/発行
2009.3 64p 21cm
｢焼きまんじゅう｣｢おっきりこみ｣｢生芋こんに
ゃく｣に関する記述(英文)あり【受贈、上毛 6/13】

産業経済部施策概要 平成２１年度
群馬県産業経済部産業政策課/編集･発行
2009.4 62p 30cm
【受贈】
日本絹の里紀要 第１１号（２００８）
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2009.3 132p 30cm
【受贈】
[ポストカード]
伊勢崎市観光協会/発行
[2009.6] 5 枚 2000 円
伊勢崎銘仙の生地を張り付けたもの
【上毛 6/16、読売 6/24】

豚肉料理グルメマップ TONTONのまちまえばし
Version5
「ようこそまえばし」を進める会/発行
[2009.5] 36p
【読売 6/5】
マイホームラボのほん 創刊号
パリッシュ出版(高崎市)/発行
[2009.6]
【群馬建設 6/24】
名車の記憶 スバルレガシィ 新型レガシィ&アウ
トバック完全ガイド/進化するスバルの法則…4世
代の革新
モーターマガジン社/発行
2009.5 162p 30cm 1600 円
（ モーターマガジン・ムック ）
【TRC 新刊案内 1621 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
大川美術館所蔵作品目録
大川美術館/編集･発行
2009.3 774p 30cm
大川美術館所蔵作品目録
大川美術館/編集･発行
2009.6 15p 30cm

リユース食器 事例集・運営マニュアル
粕川フラワーロードの会(伊勢崎市)・伊勢崎市
市民部市民活動課/編集･発行
2009.3 三つ折り 30 × 63cm
【受贈、上毛 6/16、viva amigo6/19】

【受贈】
増補版

vol.１

群馬県ふるさと伝統工芸品 改訂版
群馬県産業経済部工業振興課/発行
[2009] 35p 21cm

【受贈】

【受贈】

県民芸術祭報告集 第３２回（平成２０年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2009.6 32p 30cm
【受贈】
孫を抱いている夕－色彩の詩人豊田一男の世界－
作曲・佐々木準 歌曲集
豊田一男/詩･絵画 小鮒千秋/編集・発行
2009.5 69p 30cm
豊田氏は高崎市立北小学校･群馬県立高崎中学
校卒業
【受贈】

〔2009.7〕
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上泉信綱
永岡慶之助/著 学陽書房/発行
2009.6 334p 15cm 800 円
（ 人物文庫 な 1-4 ）
【TRC 新刊案内 1623 号、上毛 6/23】

8 語学

旧官営富岡製糸所長 速水堅曹詩歌集
築比地規雄/著･編･発行
2009.6 [46p] 31cm
著者は富岡製糸場世界遺産伝道師協会所属
【受贈】

9 文学
歩く旅わが人生
髙山通次/著 ホンゴー出版/発行
2009.4 179p 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

群馬県立女子大学国文学研究 第２９号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2009.3 53,18p 21cm 500 円
【受贈】

一歳の唄 詩集 嘉悦勲著作集第Ⅰ巻
嘉悦勲/著･発行
2009.3 153p 21cm 1500 円
著者は元日本原子力研究所高崎研究所勤務
【受贈】

刑事病
飯塚訓/著 文藝春秋/発行
2009.6 206p 20cm 1429 円
著者は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1623 号、上毛 7/5】

一族の墓 歌集
金夏日(キムハイル)/著 影書房/発行
2009.6 178p 20cm 2000 円
著者は草津栗生楽泉園の歌人
【受贈】

枯骨の恋
岡部えつ/著 メディアファクトリー/発行
2009.6 249p 20cm 1300 円
（ 幽ブックス ）
『幽』怪談文学賞短編部門大賞 第 3 回
著者は 5 歳から 30 歳まで群馬県で暮らす
市立前橋高校出身
【上毛 6/2･22、TRC 新刊案内 1622 号】

ウルトラ 第１２号
ウルトラの会/発行
2008.10 142p 21cm 500 円
｢子午線／いま会いに来たよ｣｢豊饒の海、神話
の岸辺へ｣川島清(伊勢崎市在住)/著収録【受贈】

上毛国語 第７４号
群馬県高等学校教育研究会国語部会/発行
2009.3 142p 21cm
【受贈】

尾瀬判官 女菩薩愛し
田原芳雄/著 文芸社/発行
2009.7 331p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

スクランブル・アンソロジー
１００号刊行記念版
高崎現代詩の会/発行
2009.6 123p 21cm

海程樹道場 ８
群馬・樹の会(前橋市)/発行
2009.5 69p 21cm
【受贈、上毛 6/29】
かたしな句集 第１２号
片品村教育委員会/発行
2009

第３集
【受贈】

漱石と鴎外 詩集 嘉悦勲著作集第Ⅱ巻
嘉悦勲/著･発行
2009.3 189p 21cm 2000 円
著者は元日本原子力研究所高崎研究所勤務
【受贈】

【上毛 6/21】

風の街 第３１号
嶋田誠三/編集 あかしあ書房(藤岡市)/発行
2009.6 108p 21cm
【受贈】

濁流の魚 祐八こんにゃく
あさを社/編集･制作 市川豊行/発行
2009.6 149p 19cm
市川食品(高崎市)の歴史などを小説風にまとめ
たもの。著者は市川食品社長 【受贈、上毛 6/3】
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〔2009.7〕

父の形見 歌集
小堀高秀/著 短歌新聞社/発行
2009.7 214p 20cm 2381 円
著者は安中市在住
【受贈、上毛 6/21】
東海道五拾三次ひとり旅
楽人の旅日記
須田孝/著･発行
2009.4 92p 21cm
著者は渋川市在住
虹

退職記念誌

俳句誌 １０号
虹発行所(高崎市)/発行
[2009.6]

広馬場短歌会合同歌集
広馬場短歌会(榛東村)/発行
[2009.6]

ブーのみるゆめ
宮川ひろ/作 いもとようこ/絵
ひかりのくに/発行
2009.6 23p 29cm 1280 円
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1621 号】

上州の道

【受贈】
ふたりだけの桜桃忌
吉澤みつ/著 審美社/発行
2009.6 131p 20cm 1400 円
著者は高崎市在住、太宰治の最初の妻初代の叔
母
【毎日 6/17、TRC 新刊案内 1624 号】

【上毛 6/29】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 19
忍者やしきのなぞの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.5 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1621 号】

プラスチック・ラブ
樋口有介/著 東京創元社/発行
2009.6 282p 15cm 640 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-12 ）
著者は前橋市生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 20
恐竜にへんしん!の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2009.6 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1624 号】
沼光(ぬまかげ) 歌集 第２４号
館林歌人クラブ/発行
2009.5 124p 22cm

【受贈】

沼田文学 第１５号
沼田文学の会/発行
2009.6 126p 22cm

【受贈】

文武両道の戦国優将 －細川幽斎・忠興・興秋－
新井雅成/著･発行
2009.5 322p 22cm 1710 円
著者は富岡市在住
【受贈】
窓ひらく季節 復刻版
南川潤/著 桐生タイムス社/発行
2009 168p B6 判 500 円
著者は桐生市へ疎開、桐生市で暮らす
1948 年出版の復刻版
【桐生ﾀｲﾑｽ 6/11】

萩原朔太郎 1886-1942
萩原朔太郎/著 筑摩書房/発行
2009.6 476p 15cm 880 円
（ ちくま日本文学 036 ）
【TRC 新刊案内 1623 号】

県関係者の一般著作
朝一番、やる気がふくらむ100の言葉 もっと元
気に、楽しくなる「言葉のチカラ」
中山庸子/著 三笠書房/発行
2009.7 189p 15cm 571 円
（ 知的生きかた文庫 な 26-8 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

パラドックス実践 雄弁学園の教師たち
門井慶喜/著 講談社/発行
2009.6 269p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1623 号】

英語授業の心・技・体
靜哲人/著 研究社/発行
2009.6 10,211p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

ヒロシマのいのちの水
指田和/文 野村たかあき/絵 文研出版/発行
2009.5 [32p] 27cm 1300 円
（ えほんのもり ）
野村氏は前橋市在住
【朝日 6/10、TRC 新刊案内 1621 号】

〔2009.7〕

【上毛 6/24】
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オックスフォード物語 マリアの夏の日
ジリアン・エイブリー/作 神宮輝夫/訳
杉田比呂美/画 偕成社/発行
2009.6 326p 22cm 1500 円
神宮氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1623 号】

収益改善必達マニュアル 1年で20%アップ、3年
で2倍!
下田勧嗣・高見正明/著
すばる舎リンケージ/発行
2009.6 295p 21cm 3500 円
（ 「小さな会社」でもすぐ使える! ）
下田氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1625 号】

看護教育学 第4版増補版
杉森みど里・舟島なをみ/著 医学書院/発行
2009.5 14,536p 26cm 4800 円
杉森氏は群馬県立県民健康科学大学学長
【TRC 新刊案内 1623 号】

世界の言語と日本語 言語類型論から見た日本語
改訂版
角田太作/著 くろしお出版/発行
2009.5 13,337p 21cm 3000 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1622 号】

「軍事大国」ロシアの虚実
塩原俊彦/著 岩波書店/発行
2009.6 11,231,10p 20cm 3200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

戦国時代の城 遺跡の年代を考える
峰岸純夫・萩原三雄/編 高志書院/発行
2009.5 238p 21cm 2500 円
峰岸氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1621 号】

ケアと共同性の人類学 北海道浦河赤十字病院精
神科から地域へ
浮ケ谷幸代/著 生活書院/発行
2009.5 379p 22cm 3400 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1622 号】

太宰治 100年目の「グッド・バイ」
河出書房新社/発行
2009.5 223p 21cm 1143 円
（ KAWADE 夢ムック ）
坂口安吾の太宰論収録【TRC 新刊案内 1621 号】

現代アメリカ写真を読む デモクラシーの眺望
日高優/著 青弓社/発行
2009.6 312p 20cm 3000 円
（ 写真叢書 ）
著者は群馬県立女子大学文学部専任講師
【TRC 新刊案内 1625 号】

中小企業は進化する
中沢孝夫/著 岩波書店歯
2009.5 15,193p 19cm 1900 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1622 号】
中世の合戦と城郭
峰岸純夫/著 高志書院/発行
2009.5 288p 20cm 2500 円
（ 高志書院選書 1 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1621 号】

購買の9割は女性が握っている! 女性客の心をつ
かむ「ひとこと」カード活用術
菊原智明/著 学研/発行
2009.7 184p 19cm 1400 円
（ Dream skill club ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

つうきんでんしゃ
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2009.6 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1624 号】

3年後に生き残るクルマ
舘内端/著 宝島社/発行
2009.6 191p 18cm 667 円
（ 宝島社新書 289 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1623 号】
仕事を10倍速くきちんとこなす技術 速読の神様
が明かす
栗田昌裕/著 PHP 研究所/発行
2009.7 206p 19cm 1300 円
著者は群馬パース大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1624 号】

DVDでマスター!軟式野球ピッチングの基本 [複
合媒体資料] すぐできる!
本間正夫/著 名古屋光彦/監修 学研/発行
2009.7 144p 21cm 1500 円
（ GAKKEN SPORTS BOOKS ）
付属資料：DVD ビデオディスク(1 枚 12cm)
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

自分を見つめる道徳授業 自尊心を高める「自己
問答」
長谷部桂一/著 日本標準/発行
2009.6 127p 21cm 1600 円
（ Series 教師のチカラ 8 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1623 号】

手塚潤子の和布ステーショナリー 作って贈って
楽しむ手作り文房具
手塚潤子/著 誠文堂新光社/発行
2009.6 87p 26cm 1600 円
（ 和の手しごと ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1624 号】
-7-

〔2009.7〕

狙われた「集団自決」 大江・岩波裁判と住民の
証言
栗原佳子/著 社会評論社/発行
2009.6 305p 19cm 2300 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1625 号】

視聴覚資料
しぶかわ紀行 (DVD)
群馬県中部県民局渋川行政事務所/企画･発行
群馬テレビ/制作
2009 21 分
【受贈】

不況に負けない「すごい会社」 本当に大切なこ
とは1行でわかる!
中里良一/著 新講社/発行
2009.5 190p 18cm 857 円
（ WIDE SHINSHO ）
著者は甘楽郡在住
【ぐんま経済 6/4】

この時世このままで 夢ワルツ （CD)
(『ダンスビュウ７月号』の付録 CD に収録）
須藤幹介/詞･曲･歌 モダン出版/発行
[2009.6]
須藤氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 6/12】

ブルドーザーvsパワーショベル
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2009.6 [16p] 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1624 号】

Ｂａｎｇ！Ｂａｎｇ！Ｂａｎｇ！(バンバンバン)
（CD)
Ｍ(エム)/歌
サウストゥーノースレコーズ/発行
2009.6
セカンドシングル
｢Ｍ｣は夏川陽子氏(桐生市生まれ)ら女性 5 人の
ボーカルユニット【上毛 6/2、桐生ﾀｲﾑｽ 6/16･23】

文学と科学はいかにして融合しうるか 評論集
嘉悦勲著作集第Ⅰ巻
嘉悦勲/著･発行
2009.3 213p 21cm 2000 円
著者は元日本原子力研究所高崎研究所勤務
【受贈】

ブラックラベル （CD)
ドン・アルマス(桜庭伸弘:ギター、諏訪修史:
パーカッション)/演奏
[2009.6] 5 曲 1800 円
桜庭氏は太田市生まれ
諏訪氏は伊勢崎市生まれ
【上毛 6/29】

みるみる上達ゴルフの基本 狙ったところへボー
ルを運ぶ!みるみる上達するスイングの極意
岸和也/著 芹澤信雄/実技指導
コスミック出版/発行
2009.6 127p 21cm 1200 円
（ SPORTS GREEN BACKS ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1621 号】

星に願いを （CD)
森村大地/サックス演奏･発行
森村三美/ギター伴奏
[2009.5] 13 曲 1500 円
森村氏は伊勢崎市在住

矢野東イズム スタイリッシュ・ゴルフ
矢野東/著 アメーバブックス新社/発行
2009.5 205p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1622 号】

溝祭(みぞまつり)音頭 （CD)
目崎信吾/詞 中村悦子/曲
溝祭自治会(吉岡町)/発行
[2009.6]
目崎氏は溝祭自治会副会長
中村氏は高崎市生まれ

【上毛 6/3】

【上毛 6/11】

電子資料
群馬県水防計画
群馬県/発行
2009

平成２１年度 （CD-ROM）

健康福祉統計年報 CD-ROM版
（CD-ROM）
群馬県健康福祉部/発行
2009

〔2009.7〕
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【受贈】
平成２１年刊
【受贈】
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