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発 行

平成 19( 2007)年 10 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

2 歴史･伝記･地理
浅間・白根・志賀さわやか街道 2007・秋号
浅間・白根・志賀さわやか街道協議会 /発行
三つ折り 30 × 63cm 2007.9
【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。

伊香保テレマップ
伊香保温泉旅館協同組合青年部 /発行
1 枚 A3 判 [2007.9]
テレビ番組付観光情報ガイド
【 上毛 9/12、毎日 9/12、朝日 9/13、読売 9/23】

・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・玉村町住宅明細図 地籍版
７版 19年版
刊広社 /発行
14,392,52p 37cm 2007.9 30000 円
（ メーサイズ ）

【自館作成】

群馬県立文書館収蔵文書目録 25
区諸家文書 3
群馬県立文書館 /編集･発行
238p 30cm 2007.3

利根・沼田地

いま、理念は生きる－福田赳夫発言集－
上毛新聞社 /発行
121p 20cm 2007.7
【受贈】

【 受贈 】
伊与久・久保田東遺跡Ⅱ 平成18年度県営畑地帯
総合整備事業(担い手育成型）伊与久南部地区に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
81p 写真図版 19p 30cm 2007.3
【 受贈 】

書店風雲録
田口久美子 /著 筑摩書房 /発行
345p 15cm 2007.1 860 円
（ ちくま文庫 た 53-1 ）
70 年代後から 80 年代の｢前橋西武｣の書籍売り
場、前橋の文化状況の記述あり 【朝日 9/26】
双文 第24号
群馬県立文書館 /編集･発行
80p 21cm 2007.3

【購入】

イベントフラワーガイド ぐんまの楽しさいっぱ
い！ 2007 SEPTEMBER-DECEMBER
群馬県観光国際協会 /発行
36p 30cm [2007.９］
｢イベントガイドブック」と｢フラワーランドぐ
んま」を合体。年 3 回刊行
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 9/6】

０ 総記
群馬県の図書館 ２００７
群馬県立図書館 /編集・発行
85p 31cm 2007.9

改訂第１

川上遺跡Ⅵ 賃貸住宅地造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
18p 写真図版 7p 30cm 2006.10
【 受贈 】

【受贈】

【受贈】

関東周辺温泉宿ベストガイド1000軒 2008年版
成美堂出版 /発行
207p 26cm 2007.10 1200 円
群馬の記事あり
【 TRC 新刊案内 1536 号】

夏休み高校生ボランティア体験記集 2007
平成 19 年度ボランティア委員 /編集
群馬県立図書館 /発行
[41p] 30cm 2007.9
【自館作成】

関東周辺大満足の温泉宿350軒 2008年版
成美堂出版 /発行
143p 26cm 2007.10 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）【 TRC 新刊案内 1537 号】

高崎市の図書館 平成19年度
高崎市立図書館 /発行
45p 30cm 2007.8

要覧
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〔 2007.10 〕

気節凌霜道はるかなり 庄内武士の歩んだ糸の道
岡田幸夫 /著 郁朋社 /発行
197p 19cm 2007.9 1200 円
前橋藩、島村の養蚕など、群馬県に関する記述
あり
著者は桐生市生まれ
【受贈、桐生ﾀｲﾑｽ 9/6、上毛 9/23、
TRC 新刊案内 1536 号】

高崎市４［箕郷］ 旧 箕郷町 ２００７ ０９
ゼンリン /発行
11,80,1p 39cm 2007.9 10000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】
たけやま
山里テーマパーク部会(なかのじょう経済活性
化プロジェクト)/発行
76p 20cm 2007 800 円
嵩山の歴史をまとめたもの 【あみ～ご 9/1】

桐生市 旧 桐生市 新里村 黒保根村２００７
０８
ゼンリン /発行
16,254,13p 39cm 2007.8 15000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

寺回遺跡Ⅷ 分譲住宅地造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
42p 写真図版 20p 30cm 2006.12
【 受贈 】

現代俳句を熱くした高柳重信との青春
丸山正義 /著 七月堂 /発行
236p 19cm 2007.7 1890 円
高柳重信は群馬ゆかりの俳人
【朝日 9/5】

洞山遺跡Ⅳ 市道(赤)208号線改良工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
110p 写真図版 29p 30cm 2007.3
【受贈】

越切遺跡Ⅱ 叺遺跡Ⅲ 伊勢崎市茂呂第二土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
156p 写真図版 31p 30cm 2007.3
【 受贈 】

洞山遺跡Ⅴ 店舗及び倉庫建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
18p 写真図版 5p 30cm 2006.12
【受贈】

三軒家遺跡Ⅰ －上野国佐位郡衙正倉跡の調査－
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
112p 写真図版 35p 30cm 2007.3
【 受贈 】

栃木の公園100 福島・群馬・茨城
小杉国夫 /写真・文 下野新聞社 /発行
225p 21cm 2007.7 1900 円
【 TRC 新刊案内 1534 号】

疾風六文銭真田三代と信州上田
週刊上田新聞社 /編集・発行
127p 21cm 2007.7 800 円
【 TRC 新刊案内 1534 号】

利根水源探検紀行 新編 1894(明治27)年9月
渡邊千治郎 /著 髙野亮 /編集･発行
46p 19cm 2007.10
【受贈】

自伝アントニン・レーモンド 新装版
アントニン・レーモンド /著 三沢浩 /訳
鹿島出版会 /発行
305p 29cm 2007.9 8000 円
著者は群馬音楽センター(高崎市)などを設計し
た建築家
【 TRC 新刊案内 1537 号】

[富岡市内観光モデルコース]
富岡市観光協会 /発行
A4 判 2007
｢歴史・文化財探訪｣、｢芸術・文化遊学｣、｢フ
ァミリーふれあい]の 3 コースあり
【毎日 9/26、上毛 9/27】

上州路 月刊郷土文化誌 2007 9月号(最終号)
第34巻第9号通巻400号 特集：『 上州路』創刊40
0号記念特集 群馬の今日、そして未来へ
関口ふさの /編集 あさを社 /発行
p 26cm 2007.9
創刊は「鼎」 74 年 6 月号、通巻 400 号で終刊
【 朝日 9/25、群馬よみうりﾌﾟﾗｽ 9/26、読売 9/27】

長野原町 六合村 吾妻郡 ２００７
ゼンリン /発行
12,74,1,31,1p 39cm 2007.9 8000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）

【購入】

敗者たちの幕末維新 徳川を支えた13人の戦い
武光誠 /著 PHP 研究所
235p 15cm 2007.9 514 円
（ PHP 文庫 た 17-11 ）
小栗忠順についての記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 1931 号】

高崎市１［高崎 新町］ 旧 高崎市 新町
２００７ ０９
ゼンリン /発行
20,316,47,18,2p 39cm 2007.9 22000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】

人妻魂
嵐山光三郎 /著 マガジンハウス /発行
228p 19cm 2007.8 1400 円
安吾の妻についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1534 号】

高崎市２［群馬］ 旧 群馬町 ２００７ ０９
ゼンリン /発行
12,87,4p 39cm 2007.9 10000 円
（ ゼンリン住宅地図 群馬県 ）
【購入】
〔 2007.10 〕

０９
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松井田町地名考
黛澄雄 /著 松井田文化会 /発行
170p A5 判 2007
著者は安中市松井田町在住【受贈、上毛 9/29】

3 社会科学
アクティブプラン・たてばやし
館林市 /発行
64p A3 判 2007

もう一度笑ってよ
山口葉子 /著 展望社 /発行
238p 19cm 2007.9 1429 円
著者は群馬県生まれ
【読売 9/17、 TRC 新刊案内 1536 号】
八十路の坂を登りつめて
佐藤好美 /著[･発行]
149p A5 判 2007
著者は富岡市在住

アクティブプラン・たてばやし
版]
館林市 /発行
4p A4 判 2007
伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会事務局 /発行
147p 30cm 2007.9

【上毛 9/9】

[ダイジェスト
【上毛 9/27】

平成19年第3回
【受贈】

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成19年第4回
伊勢崎市議会事務局 /発行
7p 30cm 2007.9
【受贈】

よみがえる昭和の記憶 [1] 東海・北陸の記録
薗部澄 /写真 アーカイブス出版 /発行
207p 26cm 2007.9 2800 円
中山道についての記事あり
【 TRC 新刊案内 1535 号】

美し園百年誌
群馬県立桐生女子高等学校 /発行
172p 30cm 2007.9
【受贈、上毛 9/20】

四方山話Ⅱ(よもやまばなし)－山旅の中から地域
を見る 全国編－
久保正人 /著[･発行]
207p 19cm 2007.9 1000 円
榛名山・荒船山・赤城山・谷川岳・武尊山など
に関する記述あり
【受贈】

太田市内介護施設便利帳ガイドブック
NPO 法人よろずや余之助 /発行
10p A4 判 [2007.9]
【あみ～ご 9/22】
学校基本調査結果速報 平成19年度
平成19年5月1日現在
群馬県総務局統計課 /発行
19p 30cm 2007.8

老農船津伝次平 その生涯と業績をつづる45話
改訂版
柳井久雄 /著 上毛新聞社 /発行
270p 19cm 2007.8 1143 円
上毛出版文化賞受賞 【 TRC 新刊案内 1534 号】
私の台湾
藤澤和典 /著[･発行]
442p 27cm 2007.8
著者は前橋市在住

【上毛 9/27】

【受贈】

学校法人新島学園創立60周年
学校法人新島学園 /発行
14p 30cm 2007
【受贈、ぐんま経済 9/6】

上毛新聞社出版局 /制作

関東短期大学紀要 第51集
学術図書刊行委員会 /編 関東短期大学 /発行
223p 26cm 2007.3
【受贈】

【受贈】

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の司祭【上毛 9/28】
教育行政要覧 平成19年度
みなかみ町教育委員会 /発行
98p 30cm 2007

【受贈】

教育に関する現物資料活用の手引き
桐生市教育資料室 /発行
2007
【桐生ﾀｲﾑｽ 9/5】
教育便覧 平成19年度
群馬県教育委員会 /発行
83p 21cm 2007.9
-3-

【受贈】

〔 2007.10 〕

群馬県行政文書件名目録 第18集
議会・人事編
群馬県立文書館 /編集･発行
214p 30cm 2007.3

明治期往復・

新「渋川市」誕生 －渋川市・伊香保町・小野上
村・子持村・赤城村・北橘村合併までの記録－
渋川市企画部地域政策課 /編集
渋川市 /発行
126p 30cm 2007.9
【受贈】

【受贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項 平成20
年度
群馬県教育委員会他 /発行
75p 30cm 2007
【受贈】
群馬県市町村要覧 平成19年度
群馬県総務局市町村課 /発行
157p 31cm 2007.8

政治団体の収支報告書 要旨 平成19年9月21日
群馬県選挙管理委員会告示 第85号別冊
群馬県選挙管理委員会 /発行
250p 30cm 2007.9
【受贈】
税務概要 平成19年度
渋川市総務部税務課・納税課 /編集
渋川市 /発行
41p 30cm 2007.9

【受贈】

群馬県立中央中等教育学校入学者選抜実施要項
平成20年度
群馬県教育委員会 /発行
13p 30cm 2007
【受贈】

総理の随行医 歴代首相の脈をとって
水町重範 /著 大和書房 /発行
187p 20cm 2007.9 1800 円
中曽根康弘氏についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1534 号】

群馬大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ
ボラトリー 平成15年度年報 第8号
群馬大学ＳＶＢＬ /発行
220p 30cm 2005.7
【受贈】

高崎市南八幡地区民生･児童委員協議会の歩み
南八幡地区民生･児童委員協議会 /編集･発行
61p 30cm 2007.7
【受贈】

群馬大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ
ボラトリー 平成16年度年報 第9号
群馬大学ＳＶＢＬ /発行
224p 30cm 2005.7
【受贈】

地域政策研究 第10巻第1号
高崎経済大学地域政策学会 /発行
166p 26cm 2007.7

群馬大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ
ボラトリー 平成17年度年報 第10号
群馬大学ＡＴＥＣ（旧ＳＶＢＬ） /発行
252p 30cm 2006.8
【受贈】

秘密結社の日本史
海野弘 /著 平凡社 /発行
226p 18cm 2007.9 780 円
（ 平凡社新書 389 ）
水戸天狗党、秩父困民党についての記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 1537 号】

事業概要 平成18年度
群馬県利根沼田県民局沼田保健福祉事務所 /発
行
61p 30cm 2007.8
【受贈】

街角の風 100号
伊勢崎市田中島町 /発行
2p A4 判 2007.9

就活の道具函 JUMPS群馬県就職ガイドブック
2007
上毛新聞社 /発行
77p 21cm 2006.1
【受贈】

臨時県議会議案 平成19年8月
群馬県 /発行
2p 30cm [ 2007.8]

就活の道具函 JUMPS群馬県就職ガイドブック
2008
上毛新聞社 /発行
127p 21cm 2007.1
【受贈、上毛 9/14】

〔 2007.10 〕

【受贈】

知事就任挨拶要旨 平成19年8月臨時県議会
群馬県 /発行
15p 30cm [ 2007.8]
【受贈】

群馬大学社会科教育論集 第16号
山口幸男先生還暦記念号
群馬大学教育学部社会科教育研究室 /編集･発行
176p 26cm 2007.1
【受贈】

消防概要 平成19年版
伊勢崎市消防本部 /発行
93p 30cm 2007

【受贈】

【受贈】
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【上毛 9/22】

【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬に多い病気 生活習慣病を知り、克服する
小島至 /他著 上毛新聞社出版局 /発行
72p 21cm 2007.8 458 円
（ ブックレット群馬大学 1 ）
【上毛 9/14、 TRC 新刊案内 1534 号】
食育の取組、支援します！ 保育所・幼稚園・小
学校向け －県の食育支援事業
群馬県 /発行
二つ折り 30 × 42cm 2007
【 受贈 】
高崎医学 第57巻 平成18年度
高崎市医師会学術委員会 /編集
高崎市医師会 /発行
225p 26cm 2007.7

群馬企業立地のご案内 2007－2008
群馬県産業経済局産業政策課 /発行
33p 30cm 2007

【受贈】

群馬県企業立地マップ 2007－2008
群馬県産業経済局産業政策課 /発行
折りたたみ 63 × 86cm 2007.8

【受贈】

群馬で家を建てる 2007秋・冬
リクルート /発行
110p 30cm 2007.9 371 円
（ Recruit mook ） 【 TRC 新刊案内 1536 号】
ぐんまの道 2007
群馬県県土整備局道路企画管理課・道路整備課
/発行
折りたたみ 84 × 119cm 2007.7
【受贈】

【受贈】

フイールド・バイオロジスト 15巻1･2合併号
群馬野外生物学会 /編集･発行
42p 26cm 2006.10
【受贈】

ゆうまちゃんのこども環境白書 平成19年版
群馬県 /発行
34p 30cm 2007.9
小学校高学年の児童向け冊子【 受贈 、日経 9/21】
首都圏の水があぶない 利根川の治水・利水・環
境は、いま
大熊孝・嶋津暉之・吉田正人[/著]
岩波書店 /発行
71p 21cm 2007.7 480 円
（ 岩波ブックレット No.706 ）
【 購入 、読売 9/5】
全国から厳選!とっておきの駅弁100 おいしい旅
の友駅弁ベストガイド
カルチャーランド /著 メイツ出版 /発行
128p 21cm 2007.9 1500 円
【 TRC 新刊案内 1537 号】
日本名城紀行 一度は訪れたい 東日本編
小林祐一 /著 メイツ出版 /発行
144p 21cm 2007.9 1500 円
群馬県の記事あり
【 TRC 新刊案内 1536 号】
東の太陽、西の新月 日本・トルコ友好秘話「エ
ルトゥールル号」事件
山田邦紀・坂本俊夫 /著 現代書館 /発行
222p 20cm 2007.9 1800 円
山田寅治郎(沼田生まれ)と関連あり
【 TRC 新刊案内 1537 号】
陸軍岩鼻火薬製造所の歴史 県立公園「 群馬の森 」
の過去をさぐる
菊池実・原田雅純 /著 みやま文庫 /発行
208p 19cm 2007.7 [1000 円]
（ みやま文庫 １８７ ）
【購入、上毛 9/2、 9/26】
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〔 2007.10 〕

峠の歴史学 古道をたずねて
服部英雄 /著 朝日新聞社 /発行
332p 19cm 2007.9 1400 円
（ 朝日選書 830 ）
中山道についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1537 号】

6 産業
関東の道 道の力4 通巻36号
関東建設弘済会 /発行
31p 26cm 2007.8
業務報告 平成18年度（2006)
群馬県林業試験場 /発行
76p 30cm 2007.7

【受贈】

富岡製糸場 写真集
上毛新聞社出版局 /制作
片倉工業株式会社 /発行
163p 31cm 2007.8

【受贈】

群馬県交通安全実施計画 平成19年度
群馬県県土整備局交通政策課 /編集･発行
群馬県交通安全対策会議 /発行
69p 30cm 2007.8
【受贈】

【受贈、上毛 9/29】

長野堰の水と光 高崎市の発展を支えた長野堰の
存在を知ってみませんか？
地域の個性を活かした町づくり研究会 /発行
60p 30cm 2007.9
附属資料：年表 1 枚
【受贈、上毛 9/12】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成19年６月１日現
在
群馬県産業経済局商政課 /発行
63p 30cm 2007
【受贈】

ぼくはバス停
小林禎仁 /著[･発行]
2007
30 年前の吉井町のバス停探訪記
著者は吉井町在住
【上毛 9/27】

群馬県農業史 上
宮崎俊弥 /著 みやま文庫 /発行
229p 19cm 2007.6 [1000 円]
（ みやま文庫 １８６ ）【購入、上毛 9/11】
群馬県民有林治山事業の概要 平成19年度
群馬県環境・森林局森林保全課 /発行
75p 30cm 2007.7
【受贈】
群馬の体育・スポ－ツ 平成18年度
群馬県教育委員会 /発行
118p 30cm 2007

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
【受贈】

糸井千恵美作品集
糸井千恵美 /著・発行
28p 26cm 2005.12
著者は伊勢崎市生まれ、前橋市在住

ぐんま野菜づくりハンドブック
群馬県農業局農政課 /編集・発行
151p 30cm 2007.7
【受贈、日経 9/14】

思い出の一局 高崎市囲碁振興会三十周年記念誌
高崎市囲碁振興会 /編集･発行
106p 30cm 2007.8
【受贈、上毛 9/2、 9/4】

国土調査のあらまし 平成19年度版
群馬県農業局農業基盤整備課・群馬県国土調査
推進協議会事務局 /発行
28p 30cm 2007.8
【受贈】

気ままな絵手紙 ことばの不思議
上岡ひろ子 /著 日貿出版社 /発行
95p 23cm 2007.10 2000 円
著者は伊勢崎市在住
【 桐生ﾀｲﾑｽ 9/22、9/27】

ゴチ・グンマ 群馬県中部地区特産物情報誌
群馬県中部県民局 /発行
31p 21cm 2007.3
【受贈】

群馬の風景 12カ月 景観・風土・生活を訪ねて
写真集
箕輪真一 /著 あかぎ出版 /発行
163p 22 × 22cm 2007.9 2286 円
著者は高崎市で内科医院を開業
【受贈、朝日 9/18】

島村ここに在り 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17年4月1日～平成19
年3月31日》
ぐんま島村蚕種の会・伊勢崎市境島村公民館
/発行
80p 30cm 2007
【受贈】
地価調査基準地価格
群馬県 /発行
37p 30cm 2007

〔 2007.10 〕

【受贈】

元禄国絵図パズル・キット
群馬県立文書館 /発行
１セット 26 × 26cm [2007]

平成19年
【受贈】
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【受贈】

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第49号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】

9 文学

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第50号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】
ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第51号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】

【受贈】

あくしゅ！
竹内紀子 /作 のる /絵
こどものこみち 21/発行
31p 20 × 28cm 2007.3
作者は前橋市生まれ

【受贈】

1143 円

雨過ぎて雲破れるところ 週末の山小屋生活
佐々木幹郎 /著 みすず書房 /発行
221p 20cm 2007.8 2400 円
浅間山麓嬬恋村でのコミューンづくりについて
のエッセイ
【 TRC 新刊案内 1534 号】

ザスパーク GUIDE BOOK with Vien 第52号
ジャスト /編集
草津温泉フットボールクラブ /発行
[6p] 30cm 2007
【受贈】

顔なし子
高田侑 /著 幻冬舎 /発行
374p 20cm 2007.8 1600 円
著者は群馬県生まれ。群馬の山村が舞台
【 TRC 新刊案内 1535 号】

東京六大学野球栄光の軌跡 リーグ誕生から斎藤
佑樹まで
ベースボール・マガジン社 /発行
106p 26cm 2007.10 952 円
（ B.B.MOOK 497 ）
斎藤佑樹投手は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1536 号】
峠の釜めしのふたに描く
堀口和代 /著[･発行]
著者は高崎市在住

秋の雲
剣持芳範 /著 剣持かず /発行
59p 22cm 2007.8
著者は前橋市生まれ

画集
【上毛 9/30】

特選三丁目の夕日 [マイ・ビッグ・スペシャル ］
小学館 /発行
2007.9
齋藤利江氏(桐生市)のコラム「齋藤利江三丁目
写真館」あり。(昭和 30 年代の桐生女子校の運
動会の写真・記事）
【桐生ﾀｲﾑｽ 9/13】
包帯クラブロケ地ＭＡＰ
高崎フィルム・コミッション /発行
[ 9p] 30cm [ 2007.9]
【受贈、上毛 9/4】

風のたわごと 句集 第3集
田島儀一 /著・発行
73p 21cm 2007.9
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

がるつ 第27号
つるが児童文学会 /発行
262p 21cm 2005.8 500 円
前橋市在住の岩永博史氏の著作あり

【受贈】

銀河への哀歌 内藤健治歌集
内藤健治 /著 六花書林 /発行
122p 19cm 2007.8 1800 円
著者は伊勢崎市在住
櫟林(くぬぎばやし) 句集
村井田貞子 /著 ふらんす堂 /発行
189p 20cm 2007.8 2476 円
著者は前橋市生まれ

【上毛 9/12】

【受贈】

紅蓮の翼 異彩時代小説秀作撰
今川徳三 /編 叢文社 /発行
251p 19cm 2007.8 1500 円
｢真田幸村｣今川徳三 /著収録
【 TRC 新刊案内 1536 号】

8 語学

馨悟(けいご) 句集
金井孝雄 /著[･発行]
239p B6 版 2007
著者は伊勢崎市在住
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【上毛 9/4】

〔 2007.10 〕

しあわせのシャボン玉 詩集
為谷美千子 /著 新風舎 /発行
77p 2007 1000 円
著者は太田市在住

八十路 句集
村越化石 /著 角川書店 /発行
199p 20cm 2007.8 2667 円
著者は草津町在住

【上毛 9/14】

大樹 合同句集
大樹発行実行委員会・渡辺草丘 /発行
渡辺氏は館林市在住
270p 21cm 2007.8
【受贈】

読み聞かせイソップ50話
イソップ /[原作] よこたきよし /文
飯岡千江子・いたやさとし・武井淑子 /絵
チャイルド本社 /発行
104p 25 × 25cm 2007.10 1800 円
飯岡氏は高崎市在住
【上毛 9/28】

タマシイ・ダンス 詩集
新井高子 /著 未知谷 /発行
189p 22cm 2007.8 2000 円
著者は桐生市生まれ【 TRC 新刊案内 1536 号】

臨場
横山秀夫 /著 光文社 /発行
354p 16cm 2007.9 590 円
（ 光文社文庫 よ 14-1 ）
著者は群馬県在住 【 TRC 新刊案内 1536 号】

誰もわたしを愛さない
樋口有介 /著 東京創元社 /発行
409p 15cm 2007.9 840 円
（ 創元推理文庫 M ひ 3-8 ）
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1537 号】

わんことりんご
佐々木トオル /さく・え 新風舎 /発行
[24p] 25cm 2007.8 1200 円
佐々木氏は群馬県在住
【購入、読売 9/26】

天使のおてだま
いわさひでこ /さく こばやしあや /え
新風舎 /発行
1 冊(ページ付なし) 27cm 2007.9 1200 円
いわさ氏は群馬県生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1534 号】
都会に近い小さな町で 編集雑話
遠藤隆也 /著 ブレーン・オフィス /発行
252p 19cm 2007.9 1714 円
著者は太田市で月刊地域誌｢マイリトルタウン｣
(現在休刊中)を 30 年間発行
【購入、東京 9/21、朝日 9/23、
TRC 新刊案内 1534 号】

県関係者の一般著作
英語「なるほど!」ライティング 通じる英文へ
の15ステップ
遠田和子・岩渕デボラ /著
講談社インターナショナル /発行
255p 21cm 2007.9 1600 円
岩渕氏は群馬県立女子大学講師
【 TRC 新刊案内 1536 号】

白馬の騎士とフリーデリケ 岩永博史童話集２
岩永博史 /著[･発行]
173p 21cm 2005.12 800 円
著者は前橋市在住
【受贈】
二人の牡丹 歌集
金澤郁子 /著 けやき書房 /発行
167p 19cm 2007.9
著者は前橋市在住

Excelで学ぶ理論と技術実験計画法入門
星野直人・関庸一 /著
ソフトバンククリエイティブ /発行
282p 24cm 2007.9 2980 円
附属資料： CD-ROM( 1 枚 12cm)
星野氏は群馬大学大学院工学研究科博士後期課
程修了
関氏は群馬大学大学院情報工学専攻教授
【 TRC 新刊案内 1535 号】

【受贈】

本屋をはじめた森のくまさん 岩永博史童話集１
岩永博史 /著[･発行]
143p 21cm 2001.6 700 円
著者は前橋市在住
【受贈】

ギリシア神話の名画を楽しく読む カラー版
井出洋一郎 /著 中経出版 /発行
159p 21cm 2007.8 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1534 号】

無限大な安吾 <東洋大学公開講演>論文集
山崎甲一 /著者代表 菁柿堂 /発行
225p 19cm 2007.8 1600 円
（ seishido brochure ）【 TRC 新刊案内 1536 号】
元カレ西瓜
芦田喜代子 /著 あさを社 /発行
145p 20cm 2007.9
著者は藤岡市在住
〔 2007.10 〕

【受贈】

交際費税務に生かす判例・裁決例50選
林仲宣・四方田彰・角田敬子 /著
税務経理協会 /発行
248p 21cm 2007.9 2200 円
四方田氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1534 号】

【受贈】
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思想としての右翼 新装版
松本健一 /著 論創社 /発行
315p 20cm 2007.8 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1535 号】

視聴覚資料
ａｂｙｓｓ（アビス） (ＣＤ)
山中千尋 /ピアノ
ユニバーサル｢ヴァーヴ｣レーベル /発行
2007.8
山中氏は桐生市生まれ
【桐生ﾀｲﾑｽ 9/19】

邪視の話
亀井俊郎 /著 朱鳥社 /発行
86p 19cm 2007.8 1100 円
著者は前橋市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1535 号】

[ぐるっと赤城山ろく上毛電鉄] (ＣＤ)
市川たつこ /詞・制作 拓野正行 /曲・制作
上電 23 駅(中央前橋駅～西桐生駅)の風景を表
現した歌を収録
市川氏・拓野氏は前橋市在住
2007
【上毛 9/29】

スポーツができる子になる方法 運動能力は股関
節で変わる!
深代千之 /著 アスキー /発行
222p 19cm 2007.9 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1535 号】

友はわが師師はわが友 新島学園創立60周年記念
(ＣＤ)
新島学園創立 60 周年記念事業実行委員会 /企画
[新島学園 /制作]
1 枚
【受贈、ぐんま経済 9/6】

専業主婦が年収1億のカリスマ大家さんに変わる
方法 20棟200戸で平均利回り20%超が、なぜ可能
なのか?
鈴木ゆり子 /著 ダイヤモンド社 /発行
240p 19cm 2007.8 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1536 号】
点と線のひみつ 考え方の練習帳
瀬山士郎 /著 さ・え・ら書房 /発行
109p 22cm 2007.9 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1536 号】

電子資料

なぜ 、お金持ちでもないのに“ 争族 ”になるのか?
転ばぬ先の遺言・相続の知恵
治田秀夫 /著 ごま書房 /発行
199p 19cm 2007.9 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1536 号】
ビジネス・システムの進化 Evolution of Busin
ess Systems 創造・発展・企業者活動
大東英祐・武田晴人・和田一夫・粕谷 誠 /著
有斐閣 /発行
317p 22cm 2007.9 3600 円
大東氏は上武大学経営情報学部教授
【 TRC 新刊案内 1536 号】
ワンわんこいぬ占い
本間正夫 /作 重松菊乃 /イラスト
汐文社 /発行
127p 19cm 2007.9 1300 円
本間氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1536 号】
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〔 2007.10 〕

〔 2007.10 〕
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