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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２００８年 １月分
No.２５４

暁の夢
藤井美那子 /著 美研インターナショナル /発行
225p 20cm 2007.12 1500 円
著者は 4 ～ 18 歳まで伊香保に在住
【 TRC 新刊案内 1553 号】

発行日
発 行

平成 20( 2008)年 2 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ）
TEL 027( 231)3008 , FAX 027( 235)4196

浅間・白根・志賀さわやか街道 ２００８冬号
浅間・白根・志賀さわやか街道協議会 /発行
[3p] 30cm 2008.1
【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。

吾妻郡嬬恋村 ２００８ ０１
ゼンリン /発行
8,102,1p 39cm 2008.1 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 ）

・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。

安中 美しき郷 安中市総合観光ガイド
[安中市 /発行]
13p 30cm [2007]
【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。

幾山河 自分史
木村弘平 /著[･発行]
245p A5 判 [2007.12]
著者はみなかみ町在住

文真堂書店読書感想文コンクール
入賞作品の紹介
文真堂書店(高崎市)/発行
20p 30cm 2007

【上毛 1/11】

岩宿フォーラム／シンポジウム２００７ 予稿集
敲石・叩き石
岩宿博物館岩宿フォーラム実行委員会(みどり
市)/編集･発行
91p 30cm 2007.11
【受贈】

０ 総記
年報 平成18年度
岩宿博物館(みどり市)/編集･発行
47p 30cm 2007.10

【購入】

永遠の武人福島大尉
塚越真一 /著[･発行]
51p 26cm 2007.10

【受贈】
第2回

【受贈、上毛 1/15】

川場の旅情報 水源の里四季折々の情景
群馬県川場村観光ガイドブック 改訂版
[川場村 /発行]
31p 21cm [ 2007]
【受贈、上毛 1/26】

【受贈】

関東の後期古墳群
佐々木憲一 /編 六一書房 /発行
228p 21cm 2007.12 3000 円
（ 考古学リーダー 12 ）
｢上野地域における群集墳構造の推移｣深澤敦仁
/著収録
【 TRC 新刊案内 1554 号】

1 哲学･宗教
坂東三十三カ所めぐり 鎌倉時代に始まる観音霊
場の旅へ
安宅夏夫 /文 大和田秀樹 /写真
JTB パブリッシング /発行
128p 21cm 2008.1 1600 円
（ 楽学ブックス ）

企画展 第44回 千網谷戸遺跡発掘60年
岩宿博物館(みどり市)/編集･発行
50p 30cm 2007.10
【受贈】
群馬・栃木・埼玉・長野・湯沢妙高の日帰り温泉
[求人ジャーナル /発行]
240p A5 変型判 2007 980 円
【あみ～ご 1/5】
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〔 2008.2 〕

[ぐんま妙義山周辺ポケットガイド] 改訂版
妙義山周辺観光宣伝協議会 /発行
折りたたみ A2 判 2007
【 上毛 1/22】

ひとすじの道
長谷川美佐保 /著 長谷川清司 /発行
190p 14 × 20cm 2008.1
著者は前橋赤十字病院看護学校で学ぶ
発行者は高崎市在住
【受贈】

上野国世良田長楽寺改宗と天海
橋本幸雄 /著 岩田書院 /発行
150p 19cm 2007.12 1200 円
【受贈、上毛 1/18】

藤岡市・吉井町・神流町・上野村住宅明細図
第１版 ２０年版
刊広社 /発行
12,548,9p 37cm 2007.12 23809 円
（ メーサイズ ）
【購入】

仙石道祖遺跡Ⅱ(せんごくどうそいせき)
いずみ総合公園サッカー場建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査
大泉町教育委員会 /発行
78p 写真図版 28p 30cm 2007.12
【受贈】
高きを求めて 星野光回想録
星野光 /著[･発行]
205p 20cm 2007.8
著者は沼田市生まれ

房総里見氏と久留里の時代 －『関八州古戦録』
や『総州久留里軍記』などと中世的要素－
坂井昭 /編･著 房総歴史･文化カレッジ /発行
124p 30cm 2007.11
【受贈】
前橋市 北［大胡 宮城 粕川］勢多郡富士見村
旧 前橋市（一部）大胡町 宮城村 粕川村
２００８ ０１
ゼンリン /発行
20,233,3p 39cm 2008.1 17000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

【受贈】

地の願い
藤井美那子 /著 美研インターナショナル /発行
251p 20cm 2007.12 1500 円
著者は 4 ～ 18 歳まで伊香保に在住
【 TRC 新刊案内 1553 号】

前橋市 南［前橋］ 旧 前橋市（一部）
２００８ ０１
ゼンリン /発行
24,309,46p 39cm 2008.1 17000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

中世東国の内海世界 霞ケ浦・筑波山・利根川
市村高男 /監修 茨城県立歴史館／編
291p 21cm 2007.12 3500 円
【 TRC 新刊案内 1552 号】
町内遺跡発掘調査報告書 平成18年度
吉井町教育委員会 /編集･発行
21p 写真図版 5p 30cm 2007.3

前橋城三の丸遺跡(まえばしじょうさんのまるい
せき) 前橋地方・家庭裁判所増築棟建設事業に
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
68p 写真図版 33p 30cm 2007.12
【受贈】

【受贈】

長根遺跡群(ながねいせきぐん)発掘調査報告書
ⅩⅠ 長根台地農道整備事業に伴う緊急発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
38p 写真図版 9p 30cm 2007.3
【受贈】

馬庭天神谷戸遺跡(まにわてんじんがいどいせき)
農道天神谷戸3号線道路補修工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
吉井町教育委員会 /編集･発行
[ 4p] 写真図版[ 2p] 30cm 2007.3 【受贈】

鉢の木のこころ－源左衛門八幡から常世神社へ
佐藤益朗 /著 あさを社 /発行
59p 21cm 2008.1
著者は高崎市在住
【受贈】

三方原の戦と小幡赤武者隊
岩井良平 /著 文芸社 /発行
335p 20cm 2008.2 1700 円
著者は富岡市生まれ

花みて団子 ぐんまの真ん中花あるきガイドマッ
プ
群馬県中部県民局 /発行
40p 21cm [2007]
【受贈、日経 1/12、上毛 1/21、読売 1/24、
あみ～ご 1/26】

南原間遺跡(みなみはらまいせき) 北関東自動車
道建設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
218p 写真図版 37p 30cm 2007.12 【受贈】
茂呂歴史散歩
茂呂歴史愛好会(伊勢崎市)/発行
64p 21cm 2007.10
｢茂呂地区史跡・文化財めぐりの案内｣(H 元年)
を基にしたポケット版
【受贈、上毛 1/7】

鍼師川井健董 治さなければ患者は来ない縁と運
岡田幸夫 /著 郁朋社 /発行
207p 19cm 2008.1 1200 円
川井健董(けんどう)氏は桐生市生まれ
著者は桐生市生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1553 号､上毛 1/7、
桐生ﾀｲﾑｽ 1/18 ､産経 1/27 ､朝日 1/31】
〔 2008.2 〕

【受贈】
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安くて良い温泉宿関東周辺
昭文社 /発行
141p 26cm 2008.1 857 円
（ マップルマガジン Y3D ）
【 TRC 新刊案内 1551 号】

群馬高専シーズ集 専門分野・研究課題一覧
第5号
群馬工業高等専門学校 /発行
16p 30cm 2007.10
【受贈】
ぐんま少年の船報告書 ふるさとふれあい
平成19年度
群馬県青少年会館 /発行
73p 30cm 2007.12
【受贈】

矢田天王原遺跡(やたてんのうはらいせき)発掘調
査報告書 集合住宅建設事業に伴う緊急発掘調査
吉井町教育委員会 /編集･発行
11p 写真図版 2p 30cm 2007.3
【受贈】

群馬大学地域貢献事業概要 地域と共に歩む大学
を目指して 平成18年度
群馬大学地域連携推進室 /発行
36p 30cm 2007
【受贈】

わ鐵 わたらせ渓谷鉄道
わたらせ渓谷鉄道連絡協議会 /発行
[2007]
｢冬のわたらせ観光キャンペーン｣リーフレット
【上毛 1/12】

ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書
平成19年度
群馬県総務部統計課 /発行
87p 30cm 2007.12
【受贈】
群馬の民話傑作選
後藤博子・高井恵子 /共著 木暮正夫 /監修
北島新平 /挿絵 あかぎ出版 /発行
254p 19cm 2007.11 1800 円
【 TRC 新刊案内 1554 号】

3 社会科学
伊勢崎市統計書 平成18年版
伊勢崎市役所 /編集[･発行]
104p 30cm 2007.11

【受贈】

太田市内介護施設便利帳ガイドブック
よろずや余之助 /発行
10p 30cm [2007]

【受贈】

国勢調査報告 [複合媒体資料] POPULATION CEN
SUS OF JAPAN
平成17年第4巻その2-10 群馬県
総務省統計局 /編集 日本統計協会 /発行
25,369p 27cm 2007.11 4500 円
付属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
【 TRC 新刊案内 1554 号】

片品の猿祭
文化庁文化財部 /編集 国土地理協会 /発行
136p 22cm 2007.12 4667 円
（ 民俗資料選集 37 ）
【 受贈 】

国連子どもの権利委員会への基礎報告書集
2006～2007年
群馬子どもの権利委員会 /発行
36p 30cm 2007.12
【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）
平成19年度
群馬県総務部統計課 /発行
[10p] 30cm 2007.12
【受贈】

こころのケアハンドブック
高崎経済大学 /発行
[ 2007]

教職員用

知っ得たてばやし
館林市 /発行
1 枚 [2007]
毎月発行の月間カレンダー

関東学園大学経済学紀要 第34集 第1号
関東学園大学経済学紀要編集担当 /編集
関東学園大学 /発行
54p 26cm 2007.7
【受贈】

【上毛 1/24】

【上毛 1/8】

関東学園大学法学紀要 第30号（第16巻第２号）
関東学園大学法学紀要編集担当 /編集
関東学園大学法学部 /発行
105p 21cm 2007.7
【受贈】

[指導用手引き]
伊勢崎市教育委員会 /発行
25p A4 判 [2007]
伊勢崎市内の小中学校・特別支援学校の教員向
け
【読売 1/15】

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の結果報告書 平成18年にお
ける
群馬県総務部統計課 /発行
123p 30cm 2007.12
【受贈】

就活の道具函2009 Ｊｕｍｐｓ群馬県就職ガイド
ブック
[上毛新聞社広告局推進部就職情報室 /編集]
上毛新聞社 /発行
107p 21cm 2008.1
【受贈】
-3-

〔 2008.2 〕

書で自己表現 自分と向き合う高校生たち
須田章七郎 /著 大月書店 /発行
127p 21cm 2008.1 1800 円
群馬県内の高校での授業実践と生徒作品を紹介
著者は前橋南高等学校教諭
【 TRC 新刊案内 1555 号、上毛 1/26】

定例市議会議案書 平成１９年第４回
（第３次送付分）
前橋市 /発行
17p 30cm [ 2007]
西中生のためのルール３５
大泉西中学校ＰＴＡ /発行
[2007]
チラシとカードあり

新市交流獅子舞大会
新市交流獅子舞大会実行委員会(高崎市) /発行
[16p] 30cm 2007
【受贈】
清心幼稚園の創立とその精神
藤岡一雄 /著[･発行]
22p ～ 46p 26cm 2007
｢清心幼稚園 110 周年記念誌｣の別刷
著者は前橋市在住

【受贈】

滝川の住民とともに歩んで３０年 ～住民に開か
れた公民館活動をめざして～
高崎市滝川公民館・滝川公民館建設協力委員会
/発行
60p 30cm 2007.12
【 受贈 、上毛 1/10】
地域連携ＧＵＮＭＡと歩む資料集 Ⅶ
平成18年10月～平成19年9月
群馬工業高等専門学校 /編集･発行
129p 30cm 2007.10
定例県議会議案 平成19年12月
群馬県 /発行
130p 30cm [ 2007.12]
定例市議会議案書 平成１９年第４回
（第１次送付分）
前橋市 /発行
172p 30cm [2007]
定例市議会議案書 平成１９年第４回
（第２次送付分）
前橋市 /発行
16p 30cm [ 2007]

【上毛 1/10】

日本地域政策研究 第4号
日本地域政策学会 /編集･発行
333p 30cm 2006.3

【受贈】

日本地域政策研究 第5号
日本地域政策学会 /編集･発行
345p 30cm 2007.3

【受贈】

Ｆｅｄｅ（フェーデ） ぐんまのブライダル専門
フリーマガジン 2007 Vol.10
シンクリード /編集･発行
104p 30cm 2007.11
【受贈】
ヘヴィスタ・マイス・ブラジル 創刊号
幕田真理男他 /発行
[2007.12]
ブラジルを紹介する日本語の無料情報誌
幕田氏は大泉町在住
【読売 1/26】

【受贈】

補正予算説明書 平成19年度
群馬県 /発行
83p 30cm 2007

【受贈】

12月定例県議会
【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成１９年度
１２月補正予算説明資料
（平成１９年第４回定例市議会）
前橋市 /発行
11p 30cm [ 2007]
【受贈】

【受贈】

前橋市統計書 平成18年版
前橋市役所 /発行
238p 30cm 2008.1

【受贈】

『養蚕の神々』繭の郷で育まれた信仰
安中市ふるさと学習館 /編集･発行
63p 30cm 2007.12

定例市議会議案説明資料 平成１９年 第４回
(条例関係)（第１次送付分）
前橋市 /発行
15p 30cm [2007]
【受贈】

老人医療事業状況 平成18年度
群馬県 /発行
34p 30cm 2007.11

定例市議会議案説明資料 平成１９年第４回
（公の施設の指定管理者の指定議案関係）
前橋市 /発行
7p 30cm [ 2007]
【受贈】
定例市議会議案説明資料 平成１９年 第４回
(議案第137号関係)（第２次送付分）
前橋市 /発行
4p 30cm [ 2007]
【受贈】

〔 2008.2 〕

【受贈】

-4-

【受贈】
改訂版
【受贈】

【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

ぐんまの食品安全データブック 平成18年度版
群馬県食品安全会議事務局食品安全課 /発行
26p 30cm 2007.12
【 受贈 、桐生ﾀｲﾑｽ 1/7 ､日経 1/9、上毛 1/13】

想いが残る思いが残す－上州の歴史的建造物１－
『上州歴史的建造物所有者の会』編集委員会 /
編集 上州歴史的建造物所有者の会 /発行
63p 30cm 2007.12
【受贈、上毛 1/29】

天才たちが愛した美しい数式
桜井進 /著 中村義作 /監修
PHP 研究所 /発行
221p 20cm 2008.1 1400 円
関孝和に関する記事あり
【購入、 TRC 新刊案内 1551 号】

桐生市の環境 平成１９年度版
平成１８年度の実績報告
桐生市市民部生活環境課 /発行
46p 30cm 2007.12

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第145回
群馬県県土整備部都市計画課 /発行
31p 30cm 2007.12

【受贈】

利根生物談話会報 第125号
利根生物談話会 /発行
35p 26cm 2007.12
前橋市医師会医学講演集録
前橋市医師会 /編集･発行
148p 22cm 2008.1

【受贈】

上州の重要民家をたずねる 北毛編
群馬県文化財研究会 /編 あさを社 /発行
176p 26cm 2008.1 1800 円
【購入、上毛 1/22、あみ～ご 1/26】

第29集平成17年度版
【受贈】

水質年報 平成18年度
群馬県企業局水質検査センタ－ /発行
160p 30cm 2007
【受贈】

療養所の将来像を考えよう～社会とのきずなを求
めて シンポジウム ハンセン病市民学会第3回
交流集会の記録
ハンセン病市民学会 /編集・発行
159p 21cm 2007.8 500 円
【受贈】

共に生きる －ダムに沈む街、川原湯温泉－
東京女子大学現代文化学部コミュニケーション
学科 日吉ゼミ 4 年生 /著
日吉昭彦 /監修 東京女子大学 /発行
41p 30cm 2007.10
付属資料： DVD1 枚
【受贈】
４０年のあゆみ
高崎電気工事協同組合｢ 40 年のあゆみ｣編集委
員会 /編集 高崎電気工事協同組合 /発行
104p 26cm 2008.1
【受贈、上毛 1/20】

6 産業
群馬県森林林業統計書 平成19年版
群馬県環境森林部林政課 /発行
132p 30cm 2007.12

【受贈】

前橋の農業 平成19年度
前橋市農政部 /発行
122p 30cm 2007.12

【受贈】

ヤマダ電機の品格 No.1企業の激安哲学
立石泰則 /著 講談社 /発行
220p 19cm 2008.1 1500 円
【 TRC 新刊案内 1553 号】
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夢はきっとかなう －竹久夢二伊香保記念館物語
柳葉あきら /漫画 野村かほり /原作
集出版社 /制作 竹久夢二伊香保記念館 /発行
108p 19cm 2008.1
竹久夢二の生涯と作品を紹介する漫画
【受贈、毎日 1/30】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
板野和三郎作品集 八十歳記念
板野和三郎 /著・発行
167p 31cm 2007.10
著者は桐生市在住
【受贈、上毛 1/8】
企画展 No.75 日本近代洋画を変えた昭和の画
聖たち 館蔵アミューズメント展
大川美術館 /発行
18p 21cm 2008.1
【受贈】
狐の嫁入り 創作オペラ
木暮紀一 /著[･発行]
63p [2007]
著者は桐生市在住

8 語学
【上毛 1/11】

群馬県立近代美術館研究紀要 第3号
群馬県立近代美術館 /編集･発行
62p 30cm 2007.3

【受贈】

9 文学

群馬県立近代美術館所蔵品目録２００７
油彩・版画・彫刻・工芸・その他
群馬県立近代美術館 /編集･発行
245p 30cm 2007.3
【受贈】
群馬県立近代美術館年報 平成18年度
群馬県立近代美術館 /編集･発行
46p 30cm 2007.9

吾妻路 吾妻路短歌会年刊歌集 平成19年度
吾妻路編集委員会 /編集
吾妻路短歌会(吾妻郡六合村)/発行
57p 20cm 2008.1
【受贈】
梅一輪・湘南雑筆<抄> 徳冨蘆花作品集
徳冨蘆花 /著 吉田正信 /編 講談社 /発行
265p 16cm 2008.1 1300 円
（ 講談社文芸文庫 と D1 ）
【 TRC 新刊案内 1554 号】

【受贈】

Ｇｓｐｏｒｔｓ 創刊号
ニューイヤー駅伝２００８完全特集
タウン前橋 /発行
15p Ｂ 4 判 [2007.12]
県内スポーツ情報誌、隔月発行
【毎日 1/9】

影について
司修 /著 講談社 /発行
268p 16cm 2008.1 1400 円
（ 講談社文芸文庫 つ G1 ）
司氏は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1554 号】

サンデー毎日増刊 ニューイヤー駅伝
全日本実業団対抗駅伝競走大会公式ガイドブック
２００８(第52回)
毎日新聞社出版局出版企画室 /編集・製作
毎日新聞社 /発行
128p 29cm 2007.12
【受贈】

桐の花散る 歌人江口きちの恋
藤井徳子 /著 群馬出版センター /発行
217p 19cm 2007.5 1238 円
【購入】

SNOWY
萩原義弘 /著 冬青社 /発行
1 冊(ページ付なし) 31cm 2008.1 3500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1554 号】

草津逃避行
西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
275,56p 16cm 2008.1 590 円
（ 徳間文庫 に 1-91 ）
【 TRC 新刊案内 1553 号 】

西上州山村の石仏たち
松尾翔 /著 青娥書房 /発行
287p 21cm 2007.12 2500 円
【読売 1/16、 TRC 新刊案内 1551 号】

クレーン 29号 特集狼煙を上げろ－わが町の検
証－
前橋文学伝習所事務局(前橋市)/発行
147p 21cm 2008.1 700 円
【受贈】

B-PASS SPECIAL EDITION BOØWY 1986-1988
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
230p 30cm 2008.1 2400 円
（ シンコー・ミュージック・ムック ）
【 TRC 新刊案内 1552 号】

小林多喜二とその盟友たち
藤田廣登 /著 学習の友社 /発行
143p 21cm 2007.12 1429 円
伊勢崎での多喜二奪還事件の記述あり
【受贈、 TRC 新刊案内 1555 号】

〔 2008.2 〕
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こんなハワイあとにもさきにも
心の旅～
鈴木知明 /著・発行
201p 20cm 2007.12
著者は伊勢崎市在住

～知裕初めての

日本の名詩、英語でおどる
アーサー・ビナード /[訳] みすず書房 /発行
150p 22cm 2007.12 2800 円
原作と英訳を対訳した萩原朔太郎の詩あり
【 TRC 新刊案内 1551 号】

【受贈】

獅子の系譜
津本陽 /著 文藝春秋 /発行
408p 20cm 2007.10 1619 円
井伊直政の生涯を描いた小説
【朝日 1/29、 TRC 新刊案内 1544 号】
晶花句集 第13集
晶花句会幹事 /編集
80p 19cm 2008.1

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ３
コウモリへんしん大さくせんの巻
なすだみのる /作 あべはじめ /絵
ひくまの出版 /発行
94p 22cm 2007.12 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1551 号 】

晶花句会 /発行

干／潟へ
薄井灌 /著 思潮社 /発行
[64p] 19 × 26cm 2008.1 2800 円
思潮社 50 周年記念現代詩新人賞奨励賞受賞
著者は藤岡市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1555 号】

【受贈】

深夜バス78回転の問題
横山秀夫 /[ほか著]
本格ミステリ作家クラブ /編
講談社 /発行
627p 15cm 2008.1 933 円
（ 講談社文庫 ほ 31-6 ）
横山氏は群馬県在住【 TRC 新刊案内 1554 号】
素手のイルカは軽いのです
こちみちこ /著
文芸社ビジュアルアート /発行
47p 19cm 2007.8 700 円
著者は前橋市在住

冬ざくら (6) 成人編その１
伊勢崎自分史の会(伊勢崎市)/発行
59p 21cm 2007.8

【受贈】

望郷 おの・ちゅうこう ふるさと文学賞
第3号
しらさわ望郷クラブ(沼田市)/編集
沼田市教育委員会 /発行
80p 26cm 2007.3
【受贈、上毛 1/8】

【購入】

草林 合同句集 第3集 創刊40周年記念
草林俳句会(富岡市)/発行
328p 21cm 2008.1
【受贈】

迷羊の声 詩集 復刻版
山室榮二 /著 [あさを社 /発行]
157p 22cm 2008.1
著者は藤岡市在住

田山花袋の日本一周 前編 近畿・東海 復刻
田山花袋 /著 東洋書院 /発行
696p 20cm 2007.12 2800 円
【読売 1/15、 TRC 新刊案内 1555 号】

茂左衛門物語 －カタクリの坂道
永井佐紺 /著・発行
A5 判 [2007] 1260 円
著者は沼田市在住

田山花袋の日本一周 中編 中国・九州・四国
復刻
田山花袋 /著 東洋書院 /発行
654p 20cm 2007.12 2800 円
【読売 1/15、 TRC 新刊案内 1555 号】
田山花袋の日本一周 後編 関東・東北・北海道
復刻
田山花袋 /著 東洋書院 /発行
596p 20cm 2007.12 2800 円
【読売 1/15、 TRC 新刊案内 1555 号】

【受贈】

【上毛 1/31】

県関係者の一般著作
大奥 女たちの暮らしと権力闘争
清水昇・川口素生 /著 新紀元社 /発行
281p 21cm 2007.12 1900 円
（ Truth In History 12 ）
清水氏は群馬県生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1551 号】

千早耿一郎詩集
千早耿一郎 /著 砂子屋書房 /発行
156p 19cm 2007.11 1500 円
（ 現代詩人文庫 8 ）
｢伊藤信吉亡命伝説｣(前橋の公園や監獄裏の林
など登場)収録
【朝日 1/8、 TRC 新刊案内 1549 号】

畏るべき昭和天皇
松本健一 /著 毎日新聞社 /発行
315p 20cm 2007.12 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1551 号】
-7-
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癌の声を聞く
長廻紘 /著 文光堂 /発行
[2007] 2625 円
著者は群馬県立がんセンター前院長【 上毛 1/27】
刻まれた光 青少年の心の闇に真向かう神父の記
録
岡宏 /著 女子パウロ会 /発行
158p 19cm 2007.5 1100 円
著者は前橋カトリック教会司祭
【受贈】

わかりやすい高血圧Q&A 降圧薬・家庭血圧など
素朴な不安に答える 改訂新版
今井潤 /著 保健同人社 /発行
227p 図版 16p 21cm 2007.12 1500 円
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1551 号】

経理は経営に通ず 会社を元気にする人づくり・
組織づくり
中島利郎 /著 日経 BP 企画 /発行
199p 22cm 2008.1 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1554 号】
源氏物語発生史論 明石一族物語の地平
竹内正彦 /著 新典社 /発行
478p 22cm 2007.12 12000 円
（ 新典社研究叢書 188 ）
著者は群馬県立女子大学文学部国文学科准教授
【 TRC 新刊案内 1554 号】

視聴覚資料
ああ夫婦星 (CD)
加茂笙子 /詞 笠見実 /曲 藤一也・藤智子 /歌
クラウンレコード /発売
2007.12 Ｂ面：祝い節夫婦凧
加茂氏は群馬県作詞作曲家協会の作詞部長
笠見氏は群馬県作詞作曲家協会の作曲家
藤氏は渋川市在住
【日刊きりゅう 1/24】

考古学という可能性 足場としての近現代
福田敏一 /編 雄山閣 /発行
238p 21cm 2008.1 2800 円
福田氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1552 号 】
考古学という現代史 戦後考古学のエポック
福田敏一 /編 雄山閣 /発行
285p 21cm 2007.12 2800 円
福田氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1552 号 】

お母さん (CD)
和知誠宏 /詞 山崎真彦 /曲
マリア・カルメル・コーラス /コーラス
[前橋カトリック教会 /発行]
[ 2007]
【受贈】

白川静さんに学ぶ漢字は怖い
小山鉄郎 /著 共同通信社 /発行
317p 19cm 2007.12 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1553 号】

新市交流獅子舞大会 高崎市 (DVD)
新市交流獅子舞大会実行委員会(高崎市) /作成
2 枚組 [2007]
2007 年 12 月 16 日高崎市榛名文化会館エコー
ルで収録
【受贈】

新・買ってはいけない ５
垣田達哉・境野米子・渡辺雄二・市川はるみ・
坂井敦 /著 金曜日 /発行
179p 21cm 2008.1 1200 円
境野氏は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1554 号 】

ハーモニカ・ア・ラ・モード (CD)
松田幸一 /演奏
トライレコード(安中市)/発売
12 曲 2008.1
【上毛 1/13】

神社寺院のわかりやすい実務とラクラク会計
宗教法人法のプロが教える
治田秀夫 /著 戎光祥出版
199p 21cm 2007.11 2300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1551 号】

Ｌｉｖｅ Ｌｏｖｅ Ｌａｕｇｈ (CD)
ピッグ・オン・ザ・ツリー(齋藤正久 /ギター・
石川容子 /フィドル・森下辰広 /ドラム)/演奏
ネコヤドレコード /発行
2007.11
齋藤氏は桐生市在住・森下氏はみどり市在住
【桐生ﾀｲﾑｽ 1/10】

すごい製造業 日本型競争力は不滅
中沢孝夫 /著 朝日新聞社 /発行
206p 18cm 2008.1 700 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1553 号】

〔 2008.2 〕

地理教育カリキュラムの創造 小・中・高一貫カ
リキュラム
山口幸男・西木敏夫・八田二三一・小林正人・
泉貴久 /編 古今書院 /発行
238p 21cm 2008.1 3500 円
山口氏は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1553 号】
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