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No.２６４

吾妻渓谷探訪記 附王城山登山記 復刻版
浦野安/著 浦野安孫/発行
2008.10 55p 19cm
浦野安孫氏は吾妻郡長野原町在住
【受贈】

発行日
発 行

平成 20(2008)年 12 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

あの山この郷(さと) バスツアー
水野丹石/写真・文
京都新聞出版センター/発行
2008.11 176p 21cm 1500 円
尾瀬に関する記事あり【TRC 新刊案内 1595 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。

ある田舎判事 水野正男追悼集
[水野正男/著]
水野正男追悼集編纂委員会/発行
2008.11 329p 22cm
水野氏は元前橋地方・家庭裁判所判事
大久保清事件・連合赤軍事件についての記述あ
り
【受贈】

・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。
・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。

伊勢崎市西・玉村町住宅明細図 広瀬川以西記載
玉村町含む 地籍版 改訂第18版 20年版
刊広社/発行
2008.12 16,354,32p 37cm 25714 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】
伊勢崎市東住宅明細図 広瀬川以東記載 地籍版
改訂第18版 20年版
刊広社/発行
2008.12 16,490,32p 37cm 25714 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

０ 総記
會津八一の原点
吉井町多胡碑記念館/編集･発行
2002.10 54p 30cm
（ 企画展 第１６回 ）
書道を隆盛に導いた大学教授たち
吉井町多胡碑記念館/編集･発行
[2004.10] 81p 30cm
付属資料：別冊(釈文集)
（ 企画展 第２２回 ）
図書館の運営 平成２０年度
群馬県立図書館/編集･発行
2008.7 28p 30cm

【受贈】
岩井新田遺跡(いわいしんでんいせき) 共同住宅
建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
多野郡吉井町教育委員会/編集･発行
2007.9 8p [写真図版 2p] 30cm
【受贈】
【受贈】

邑楽郡大泉町 群馬県 2008 11
ゼンリン/発行
2008.11 8,57,3p 39cm 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

【購入】

片品古文書研究 第六集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2004.10 100,94,79,77p 26cm

【受贈】

片品古文書研究 第七集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2005.12 52,38,154,148p 26cm

【受贈】

【自館作成】

1 哲学･宗教
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〔2008.12〕

片品古文書研究 第八集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2006.12 134,83,41,36p 26cm
片品古文書研究 第九集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2008.3 94,57,105,75p 26cm

上州の小字地名考 群馬県立文書館所蔵の絵図面
を活用して 続々
飯塚正雄/著･発行
2008.10 215p 26cm
著者は高崎市在住
【受贈】

【受贈】

高崎市観音塚考古資料館企画展 平成２０年度
光と力 縄文から観音塚古墳まで
高崎市観音塚考古資料館/発行
2008.10 15p 30cm
【受贈】

【受贈】

桐生市住宅明細図 地籍版 改訂第13版 20年版
刊広社/発行
2008.12 12,486,20p 37cm 25714 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

たつなみ 顕彰会機関誌 第３３号
小栗上野介顕彰会/編集･発行
2008.10 46p 21cm

町内遺跡発掘調査報告書 平成１９年度
多野郡吉井町教育委員会/編集･発行
2008.3 15p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

ぐんまであそぼMAP
市民メディアぺぱーみんとかんぱにー/発行
2008 80p 26cm 600 円
（ 群馬の子育て情報誌いきいきシリーズ
Vol.16 ）
【読売 11/6】

はるかな尾瀬 Vol.７
尾瀬保護財団/発行
2008.11 13p 30cm

群馬発 農産物直売所（スローフード）・日帰り
温泉（スローライフ）ＭＡＰ ぐんまの真ん中編
群馬県/発行
[2008] 31p 30cm
【受贈】

【受贈】

馬庭源四屋敷遺跡(まにわげんしやしきいせき)
平成19年度元気な地域づくり交付金(基盤整備促
進)群馬県源四屋敷地区農道整備工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
多野郡吉井町教育委員会/編集･発行
2008.3 21p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

剣聖上泉伊勢守信綱公生誕五百年記念誌
剣聖上泉伊勢守信綱公生誕五百年記念誌編集委
員会/編集 新陰流兵法転会/発行
2008.11 143p 21cm
【受贈】

みどり市住宅明細図 地籍版 改訂第13版
20年版
刊広社/発行
2008.12 8,258,10p 37cm 23809 円
付属資料：CD-ROM(1 枚 12cm)
（ メーサイズ住宅地図 ）
【購入】

小泉大塚越遺跡(こいずみおおつかごしいせき)
－玉村町立芝根小学校移転建設に伴う埋蔵文化財
調査報告書－
玉村町教育委員会/編集･発行
1995.3 157p 写真図版 78p 30cm
【受贈】

目で見る文書館資料展Ⅰ～絵図・絵ビラ・アラカ
ルト～ 群馬県立文書館県庁特別展
群馬県立文書館/発行
2008.11 [4p] 30cm
【受贈】

小泉大塚越(こいずみおおつかごし)３号古墳と小
泉長塚(こいずみながつか)１号古墳
平成１０年度 玉村町歴史資料館特別展
玉村町歴史資料館/発行
2008.10 16p 30cm
【受贈】

老鶴萬里の心
大川武・大川和子/著
2008.8 165p 22cm
著者は高崎市在住

権田－ボストン わが歩み 懐かしき麗しの母校
勢多農林とともに
丸山好雄/著・発行
2008.11 248p 19cm
著者は群馬郡倉渕村(現高崎市)生まれ
【受贈、上毛 12/12】
サムライ・ハート上野由岐子
松瀬学/著 集英社/発行
2008.10 221p 18cm 838 円
上野氏はルネサス高崎女子ソフトボール部所属
【TRC 新刊案内 1594 号、上毛 10/30】

〔2008.12〕

【受贈】
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あさを社/発行
【受贈、読売 12/11】

桐婦のあゆみ №４９（２００８）
桐生市婦人団体連絡協議会文化広報部/編集
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2008.7 114p 26cm
【受贈】

3 社会科学
学芸館高等学校学校案内
学芸館高等学校(高崎市)/発行
[2008] 14p 30cm

【受贈】

花群 群照会誌 第３４号
群照会/発行
2008.11 142p 21cm

【受贈】

桐生市議会会議録 平成２０年第３回定例会
平成20年9月4日開会 平成20年9月26日閉会
桐生市議会事務局/発行
[2008.9] 399,79p 30cm
【受贈】
群馬県歳入歳出決算書
群馬県/発行
2008 35p 30cm

神と同志社に育まれたハワイ寮－創設期から1961
年を中心とした寮史・写真集－
同志社ハワイ寮史・写真集編集委員会/編集[･
発行]
2008.11 457p 30cm
｢若き日に囲いの外の羊に与えられたもの｣塩崎
立夫(群馬県在住)/著、｢ハワイ寮に思うこと｣
武邦保(群馬県生まれ)･綾子/著、｢卒業生諸君
へ｣住谷悦治/著収録
【受贈】

群馬大学工業会報 №１３９ ２００８．９
群馬大学工業会/発行
2008.9 96p 30cm
特集Ⅰ：座談会－母校の命運をになう広報室の
活動を聞く－
特集Ⅱ：社会で活躍する卒業生(東京地区編)
【受贈】

家庭教育電話相談｢よい子のダイヤル｣相談事例集
平成１９年度
群馬県生涯学習センター/編集・発行
2008.3 27p 21cm
【受贈】
関東短期大学紀要 第５２集
学術図書刊行委員会/編集 関東短期大学/発行
2008.3 270p 26cm
【受贈】
きぼう 創立100周年記念誌
群馬県立ぐんま学園/編集･発行
2008.9 137p（写真図版 p3-36） 30cm【受贈】

行政報告 平成１９年度
群馬県/発行
2008.10 368p 30cm

【受贈】

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 毎月勤
労統計調査地方調査結果報告書 平成１９年にお
ける
群馬県企画部統計課/発行
2008 123p 30cm
【受贈】

群馬大学教育学部附属特別支援学校学校要覧
平成２０年度
群馬大学教育学部附属特別支援学校/発行
2008 11p 30cm
【受贈】

求人アフター５ 創刊号
求人ファイブ(高崎市)/発行
[2008.10] [100p] 17cm
毎月 1 回第 2 金曜日発行

平成１９年度

群馬の獅子舞
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2008.11 50p 21cm

【受贈】

群馬パース大学紀要 第６号
群馬パース大学/発行
2008.3 170p 30cm

【受贈】

研究紀要 平成２０年度 (第２９集)
個別の教育的ニーズにこたえる授業実践－｢自ら
考える｣学習活動に視点をあてて－
群馬大学教育学部附属特別支援学校/発行
2008.11 55p 30cm
【受贈】

【上毛 11/8】

財政のあらまし 平成２０年１２月
群馬県/発行
2008.12 40p 30cm

【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
2008.3 [4p] 30cm
（ 群馬キャリアデザイン支援事業普及資料
Ｎｏ．４ ）
【受贈】

業務概要 平成２０年度 平成１９年度事業実績
群馬県心身障害者福祉センター/編集･発行
2008.8 44p 30cm
【受贈】
桐婦のあゆみ №４８（２００７）
桐生市婦人団体連絡協議会文化広報部/編集
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
【受贈】
2007.7 110p 26cm
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〔2008.12〕

社会福祉施設・介護保険施設等の指導監査・実地
指導の結果概要 平成１９年度
群馬県健康福祉部施設監査課施設サービス監査
係・障害者福祉サービス監査係/編集･発行
2008.9 48p 30cm
【受贈】
職員給与等実態調査結果表
群馬県人事委員会/発行
2008.4 191p 30cm

4 自然科学
子どもたちが目を輝かせる活動作りを目指して
～科学教室プログラム開発の手引き～
群馬県生涯学習センター少年科学グループ/発
行
2008.3 [4p] 30cm
【受贈】

平成２０年４月１日
【受贈】

【受贈】

数学をきずいた人々 ユークリッド デカルト ニ
ュートン 関孝和 新装
村田全/著 さ・え・ら書房/発行
2008.10 270p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 1593 号】

女性保護の概要 平成２０年度 平成19年度実績
群馬県女性相談所(群馬県女性相談センター)・
三山寮/発行
2008.10 33p 30cm
【受贈】

ヘルスサイエンス研究 第１２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
2008.10 107p 30cm
【受贈】

職員の給与等に関する報告及び勧告
平成２０年１０月
群馬県人事委員会/発行
2008.10 69p 30cm

定例県議会議案 平成２０年９月（附予算説明書）
群馬県/発行
2008 121p 30cm
【受贈】
発車オーライ 東武労組婦人部のあゆみ
東武労組女性労働運動史研究会/編
ドメス出版/発行
2008.11 208p 21cm 2000 円
群馬県出身者の聞き書き収録
【TRC 新刊案内 1595 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
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１９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
2008 63p 30cm
【受贈】

防犯ハンドブック 犯罪被害に遭わないために
群馬県/発行
2008.6 21p 30cm
【受贈】

環境白書 環境の状況に関する年次報告
平成２０年版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2008.9 157p 30cm
【受贈】

ふくろうとにわとり 日本民話より
唯野元弘/文 毛利将範/絵 鈴木出版/発行
2008.11 1 冊(ページ付なし) 21 × 28cm
1200 円
（ チューリップえほんシリーズ ）
群馬県に伝わる昔話 【TRC 新刊案内 1595 号】
老人医療事業状況 平成１９年度
群馬県/発行
2008.9 34p 30cm

上州の重要民家をたずねる 西毛編
群馬県文化財研究会/編集 あさを社/発行
2008.11 215p 26cm 2200 円
【上毛 11/17】
宅地造成等規則法に基づく宅地造成の手引
平成２０年４月１日
群馬県県土整備部建築住宅課/発行
2008.4 110p 30cm
【受贈】

【受贈】

地球温暖化防止ハンドブック STOP THE GLOBAL
WARMING (第3版)
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2008.11 48p 21cm
【受贈】
都市計画法に基づく開発許可制度の手引
平成２０年７月１日
群馬県県土整備部建築住宅課/発行
2008.7 292p 31cm
【受贈】

〔2008.12〕
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

カイコと暮らし 企画展解説資料
板橋春夫/執筆
伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館/発行
2008.11 58p 19cm 【受贈、ﾋﾞﾊﾞ!ｱﾐｰｺﾞ 11/14】

浅間白根スノーエリア パンフレット
[浅間白根スノーエリア協議会/発行]
2008
吾妻郡の６スキー場を紹介
【上毛 11/16】

宮中ご養蚕の錦絵と島村
町田睦/著・発行
2008.11 [21p] 30cm
著者は前橋市在住

｢海を渡った多胡碑」展
吉井町多胡碑記念館/編集･発行
[2006.10] 70p 30cm
（ 企画展 第２７回 ）

【受贈】

群馬県土地開発基金運用状況書
群馬県/発行
2008 [1p] 30cm

平成１９年度

尾瀬フォトカレンダー ２００９
尾瀬保護財団/発行
2008 [11 × 20cm] 500 円
【読売 11/13、上毛 12/8】

【受贈】

森林保全課の概要 森林の整備と保全に向けて
平成２０年度
群馬県/発行
2008.8 58p 30cm
【受贈】
地価調査基準地価格（付
平成２０年
群馬県/発行
2008 133p 30cm

群馬県美術品等取得基金運用状況書
群馬県/発行
2008 [1p] 30cm

基準地案内図）

平成19年度
【受贈】

ぐんま女流美術 ３５周年記念
２００４－２００８
濱名幸子･上野ちづ子･中野由紀子･佐藤眞知子･
田中悟子･茂木富美代･田中明子/編集
ぐんま女流美術協会/発行
2008.8 123p 26cm
【受贈】

【受贈】

土地連五十年の歩み
群馬県土地改良事業団体連合会/編集・発行
2008.9 205p 31cm
付属資料：DVD1 枚｢土地連五十年の歩み資料
編｣
【受贈】
ポケット関東農林水産統計
関東農政局統計部/発行
2008.10 109p 19cm

【受贈】

小唄傳説集
藤澤衛彦/著 東洋書院/発行
2008.11 235p 20cm 1900 円
八木節に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1595 号】

平成２０年版
【受贈】

こころをつなぐ懸け橋 ２００９ カレンダー
群馬県信用組合協会/発行
2008 1 枚
大久保寿氏(藤岡市｢かんなの里｣入所)の作品 6
点収録
【上毛 11/15】
新陰流六十年回顧録
渡辺忠成/著 新陰流兵法転会/発行
2008.11 198p 20cm 3500 円

【受贈】

全国創作こけし美術展ｉｎ渋川 １５周年記念誌
創作こけしとその作家たち
渋川市教育委員会生涯学習課/編集
渋川市・渋川市教育委員会/発行
2008 57p 30 × 11cm
【受贈】
高崎市サッカー協会史
高崎市サッカー協会/発行
2008
協会設立 40 周年記念史 【ぐんま経済 11/15】
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〔2008.12〕

髙橋常雄 作品集
髙橋常雄/画 高橋富枝/発行
2000.5 148p 29cm
髙橋氏は前橋市生まれ
[田島功一画集]
田島功一/著[･発行]
2008
著者は千代田町文化協会長

9 文学
赤城颪 歌集
田島儀一/著・発行
2008.4 104p 22cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

アンティークFUGA 3 キマイラの王
あんびるやすこ/作 十々夜/絵 岩崎書店/発行
2008.11 187p 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 1593 号】

【上毛 11/27】

館林市第一資料館特別展
「艸(くさ)の中の魚たち－岸浪百草居(きしなみ
ひゃくそうきょ)の世界－｣
館林市第一資料館/発行
2008.11 8p 21cm
【受贈】
発明想像画コンクール作品集 第４回
群馬大学工学部広報室/編集･発行
2008.10 130p 30cm

鼬めめよし(いたちめめよし) 詩集
福田尚美/著 花神社/発行
2008.11 118p 22cm 2200 円
著者は高崎市在住

【受贈】

みなかみ冬のパーフェクトガイド
みなかみ町/発行
2008 AB 判
町内 10 カ所のスキー場を紹介

[歌集]
下滝短歌会(高崎市)/発行
[2008.10]
月例歌会通算 500 回の記念歌集

【上毛 11/9】

山口薫の犬 甲斐虎のクマ
山口薫/著 求龍堂/発行
2008.11 109p 23cm 2800 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1595 号】

風の里 歌集
柳井喜一郎/著 角川書店/発行
2008.11 235p 22cm 2571 円
著者は前橋市在住

【受贈】

風の街 No.３０（２００８．１１）
嶋田誠三/編集 あかしあ書房/発行
2008.11 112p 21cm 400 円
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

上毛野(かみつけの)万葉唱和 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 群馬詩人会議/発行
2008.10 80p 21cm 1000 円
著者は北群馬郡吉岡町在住
【受贈】

8 語学

〔2008.12〕

【上毛 11/7】

風と光と二十の私と・いずこへ 他十六篇
坂口安吾/作 岩波書店/発行
2008.11 420p 15cm 760 円
（ 岩波文庫 31-182-3 ）
【TRC 新刊案内 1596 号】

【受贈】

中学生の「税についての作文・標語」
と応募者の全氏名 平成２０年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
2008.11 53p 30cm

【受贈】

江古田文学 第６８号
特集夭折の天才詩人・長澤延子
日本大学藝術学部・江古田文学会/編集
日本大学藝術学部/発行
2008.8 370p
21cm 980 円【桐生ﾀｲﾑｽ 11/8】

花の山山の花 写真集
山岳写真同人「峰」/著 東京新聞出版局/発行
2008.11 84p 25 × 26cm 2667 円
｢峰」の前身は「群馬写岳会」
｢ミツバツツジ/妙義山にて」「アカヤシオ/赤城
山駒ヶ岳にて」など収録
【TRC 新刊案内 1595 号】
ふしぎ道士伝 八卦の空 ５
青木朋/著 秋田書店/発行
2008.11 292p 18cm 514 円
著者は前橋市生まれ

【受贈】

入選作品
黒滝山僧侶詩偈集 二
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2008.12 [136p] 22cm
著者は草津町在住

【受贈】
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【受贈】

群馬年刊詩集 第３１集（２００８）
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2008.11 151p 21cm 2000 円

日本雑記
ブルーノ・タウト/[著] 篠田英雄/訳
中央公論新社/発行
2008.11 16,368p 18cm 1800 円
「洗心亭記一」
「洗心亭記二」
「日本の四季」
「少
林山」「妙義神社」「榛名神社」収録
（ 中公クラシックス W54 ）
【TRC 新刊案内 1593 号】

【受贈】

心にひびく言葉の花たば
青木祥子/著 日本文学館/発行
2008 400 円
著者は桐生市在住
【桐生ﾀｲﾑｽ 11/21】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １３
ふしぎなたんじょうびの巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2008.11 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1596 号】

死んだら何を書いてもいいわ 母・萩原葉子との
百八十六日
萩原朔美/著 新潮社/発行
2008.10 239p 20cm 1500 円
著者は萩原朔太郎の孫
【上毛 11/16、TRC 新刊案内 1593 号】
その夏、乳房を切る めぐり逢った死生観
篠原敦子/著 創栄出版/発行
2008.10 208p 19cm 1238 円
著者は前橋市生まれ
【上毛 11/2、TRC 新刊案内 1592 号】
旅路 島津秀男遺句集
島津秀男/著 あさを社/発行
2009.1 183p 20cm
著者は群馬郡総社町(現前橋市)生まれ【受贈】

年刊歌集 平成２０年度
群馬県歌人クラブ(高崎市)/発行
2008.11 407p 19cm 3000 円

【受贈】

はこだたより
今井善一郎/編集 今井善之輔/発行
2008.10 168p 26cm

【受贈】

母の末期ガンと闘って
二宮茂明/著 文芸社ビジュアルアート/発行
2008.10 139p 四六判 800 円
著者は群馬経済研究所理事長
【上毛 11/28】

田山花袋
五井信/著 勉誠出版/発行
2008.11 192p 20cm 2000 円
（ 日本の作家 100 人 ）
【TRC 新刊案内 1596 号】

北緯14度
絲山秋子/著 講談社/発行
2008.11 275p 20cm 1700 円
著者は高崎市在住
【上毛 11/22、TRC 新刊案内 1596 号】

厨房の灯 歌集
穂積昇/著 短歌新聞社/発行
2008.10 219p 20cm 2381 円
著者は中之条町在住
【受贈、上毛 11/2】
妻が「若年認知症」になりました 限りなき優し
さでアルツハイマー病の妻・正子と生きる
大沢幸一/著 講談社/発行
2008.12 327p 19cm 1500 円
（ 介護 Library ）
著者は桐生市在住、群馬県議
【東京 11/29、読売 11/29、朝日 12/3、
毎日 12/3、TRC 新刊案内 1598 号】

八十路坂 歌集
高橋玉江/著 風人短歌社/発行
2008.8 225p 20cm
（ 風人叢書 第 41 篇 ）
著者は太田市在住

【受贈】

ゆふかげぐさ 歌集
小林凖/著 風書房/発行
2008.11 189p 20cm
著者は太田市在住

【受贈】

流寓のソナタ 中里夏彦句集
中里夏彦/著 鬣(たてがみ)の会(前橋市)/発行
2008.11 218p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 ）
【受贈】

七日市藩和蘭薬記
たなか踏基/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2008.10 301p 20cm 1500 円
西上州の七日市藩薬事奉行宮脇一之丞・一馬父
子の生涯を描いた小説【TRC 新刊案内 1593 号】

私の戦争秘話
関根良次/著・発行
2008.8 9p B4 判
著者は桐生市在住
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【読売 11/19】

〔2008.12〕

産学共同の現場管理 企業と地方大学の挑戦
綿引宣道/著 白桃書房/発行
2008.11 9,280p 22cm 5000 円
（ HAKUTO Management ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1596 号】

県関係者の一般著作
安心の買い物術! かしこい消費者になる本
桜井由美子/著 彩流社/発行
2008.11 207p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1596 号】

自伝的記憶の構造と機能
佐藤浩一/著 風間書房/発行
2008.11 5,280p 22cm 7500 円
著者は群馬大学大学院教育学研究科教授
【TRC 新刊案内 1596 号】

インテリアの人間工学 住空間の計画と設計のた
めの科学
渡辺秀俊・岩澤昭彦/著 小原二郎/監修
ガイアブックス/発行
2008.11 220p 21cm 1800 円
渡辺氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1596 号】

｢人権派弁護士」の常識の非常識
八木秀次/著 PHP 研究所/発行
2008.11 214p 20cm 1600 円
著者は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 1593 号】

英語フレーズ4000 アメリカ人ならだれでも知っ
ている
山田詩津夫/著 David Thayne/監修
小学館/発行
2005.11 541p 19cm 2200 円
著者は群馬県在住
【受贈】

2時間でわかる外国為替 FX投資の前に読め
小口幸伸/著 朝日新聞出版/発行
2008.11 239p 18cm 740 円
（ 朝日新書 144 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1595 号】

岡潔 数学の詩人
高瀬正仁/著 岩波書店/発行
2008.10 7,225,3p 18cm 740 円
（ 岩波新書 新赤版 1154 ）
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1593 号】

日本の個性 日本文明論入門
八木秀次/著 育鵬社/発行
2008.11 202p 19cm 1200 円
著者は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 1593 号】

カリスマ大家・鈴木ゆり子が実践するボロ物件を
お宝に変える不動産投資術 大家であり不動産屋
だからこそ、本音でここまで語れる!
鈴木ゆり子/著 ぱる出版/発行
2008.11 223p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1594 号】

人の上に立つ人の「見識」力 「自分起こし」の
生きかた論
渋沢栄一/著 三笠書房/発行
2008.11 253p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1595 号】

観光統計からみえてきた地域観光戦略
額賀信/著 日刊工業新聞社/発行
2008.11 175p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1596 号】

役立たずの哲学
菱沼孝幸/著 文芸社ビジュアルアート/発行
2008.11 106p 19cm 900 円
著者は藤岡市在住
【受贈、上毛 11/21】

寛容力 怒らないから選手は伸びる
渡辺久信/著 講談社/発行
2008.11 219p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1595 号】

利休伝書が語る茶の湯の常識
町田宗心/著 光村推古書院/発行
2008.10 335p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ 【TRC 新刊案内 1595 号】

軍師直江兼続
坂口安吾/ほか著 河出書房新社/発行
2008.11 227p 15cm 580 円
（ 河出文庫 さ 1-5 ）
【TRC 新刊案内 1594 号】
｢ゴロ寝」2分ダイエット 下腹・脚ヤセに特に効
く!
芦原紀昭/著 青春出版社/発行
2008.11 125p 21cm 1300 円
著者は群馬大学医学部卒業、元群馬大学付属病
院麻酔科勤務
【TRC 新刊案内 1593 号】

〔2008.12〕
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視聴覚資料
郷土民謡八木節 第2版 (CD)
桐生八木節連絡協議会/発行
2008.11 4 曲
｢国定忠治(喧嘩の場)｣｢五郎正宗孝子伝｣他
【読売 11/2】
SHAKALABBITS(シャカラビッツ) (CD)
UKI/詞・歌 SHAKALABBITS/演奏
2008.10 14 曲
UKI 氏は前橋市生まれ
【朝日ぐんま 11/21】
Ｂｅｌｉｅｖｅ－向日葵のように (CD)
かおる(沢田馨)/歌
2008 6 曲 2500 円
沢田氏は前橋市在住
【上毛 11/29】
孫と爺ちゃん (CD)
藤すすむ/詞 岬かずや/曲 伊東らん子/歌
TMC レコード/発行
[2008.11]
伊東氏は桐生市在住
【日刊きりゅう 11/9】

電子資料
群馬県民有林治山事業の概要 平成２０年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2008
【受贈】
事業概要 平成２０年度版（平成１９年度実績）
（CD-ROM）
群馬県食肉衛生検査所/発行
2008
【受贈】
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〔2008.12〕

〔2008.12〕
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