群

馬

の

植民地化・デモクラシー・再臨運動 大正期キリ
スト教の諸相
キリスト教史学会 /編 教文館 /発行
2014.8 247,3p 19cm 2500 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1880 号 】
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2 歴史･伝記･地理
秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ '１４～
'１５
成美堂出版 /発行
2014.10 143p 26cm 907 円
(SEIBIDO MOOK)
【 TRC 新刊案内 1879 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。

歩いて旅する中山道 六十九次の宿場&街道歩き
を楽しむ
山と溪谷社 /発行
2014.10 175p 21cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1882 号 】

・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。

伊香保・草津 群馬
昭文社 /発行
2014.7 119p 18cm
(ことりっぷ)

800 円
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

石の虚塔 発見と捏造、考古学に憑かれた男たち
上原善広 /著 新潮社 /発行
2014.8 287p 20cm 1500 円
岩宿遺跡に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1878 号 】

０ 総記
群馬美少女図鑑2014 AUTUMN vol.23 Discovery
トロワデザイン(高崎市)/発行
2014.8 63p 21cm
【受贈】

一度は行ってみたい花の絶景
日本絶景倶楽部 /編著 洋泉社 /発行
2014.9 159p 21cm 1700 円
あかぼり小菊の里(伊勢崎市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1878 号 】

高崎市の図書館 平成２６年度(２０１４年度)
要覧
高崎市立中央図書館 /発行
2014.8 57p 30cm
【 受贈 】
古本屋ツアー・イン・ジャパン 全国古書店めぐ
り
小山力也 /著 原書房 /発行
2013.12 337,36p 21cm 2400 円
長野原町の古本屋に関する記述あり
【 朝日 9/30、TRC 新刊案内 1852 号 】

太田市内遺跡９ 平成２４年度調査
群馬県太田市教育委員会 /編集・発行
2014.3 56p,写真図版[15p] 30cm

【 受贈 】

小栗上野介忠順年譜
大塚秀郎 /著
2014.8 214p 26cm

【 受贈 】

川久保遺跡・川久保Ⅱ遺跡 新田下田中地区工業
団地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県太田市教育委員会 /発行
2014.3 本文編 76p,写真図版 24p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教
内村鑑三 新装版
関根正雄 /編著 清水書院 /発行
2014.9 211p 19cm 1000 円
(Century Books)
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

華麗なる女の生き方 美と魂を求めて
廣田奈穂美 /著 春秋社 /発行
2014.8 4,209p 19cm 1600 円
著者は前橋市でネイルサロンを経営
【上毛 9/9、 TRC 新刊案内 1879 号】
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〔 2014.10 〕

官営富岡製糸所長 速水堅曹 生糸改良にかけた
生涯 自伝と日記の現代語訳
富岡製糸場世界遺産伝道師協会歴史ワーキング
グループ /現代語訳 飯田橋パピルス /発行
2014.8 377p 21cm 1800 円
【 上毛 8/26、読売 8/31、受贈 】
北関東における郡衙の正倉
度文化財シンポジウム
太田市教育委員会 /発行
2014.2 69p 30cm

予稿集

速水堅曹資料集 富岡製糸所長とその前後記
速水美智子 /編集 文生書院 /発行
2014.9 73,398p 23cm 8200 円
【 上毛 8/26、読売 8/31、TRC 新刊案内 1882 号 、
受贈】
はるかな尾瀬 ｖｏｌ．２４
尾瀬保護財団 /発行
2014.7 11p 30cm

平成２５年
【 受贈 】

文、花の生涯 幕末長州のある家族の肖像
楠戸義昭 /著 河出書房新社 /発行
2014.9 228p 15cm 660 円
(河出文庫 く 11-2)
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブ
ック 特産品や歴史がよくわかる! 新版
臼井儀人 /キャラクター原作 造事務所 /編集・
構成 双葉社 /発行
2014.9 207p 19cm 800 円
(クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ)
【 TRC 新刊案内号 1881】

ぶらりさんぽ旅Best！ 首都圏版
ぴあ /発行
2014.8 115p 23cm 650 円
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

群馬周遊観光クーポン＆スタンプラリー
群馬県 /作製
[2014]
【 上毛 9/23】

ボーイズ・ビー・アンビシャス 第５集 内村鑑
三 神と共なる闘い 不敬事件とカーライルの
「クロムウェル伝」
地福進一 /編集 二宮尊徳の会 /発行
2014.8 200p 21cm 800 円
【 受贈 】

群馬「地理・地名・地図」の謎 意外と知らない
群馬県の歴史を読み解く！
手島仁 /監修 実業之日本社 /発行
2014.9 191p 18cm 800 円
(じっぴコンパクト新書 202)
【上毛 9/6、 TRC 新刊案内 1879 号】

3 社会科学

最新★修学旅行の本 １ 日光
国土社編集部 /編 国土社 /発行
2014.9 48p 27cm 2700 円
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1881 号 】
下宿遺跡発掘調査報告書
群馬県太田市教育委員会 /編集・発行
2014.3 本文編 176p 写真図版 43p
たつなみ 第三十九号
小栗上野介顕彰会 /編集
2014.8 85p 21cm

【 受贈 】

【 受贈 】

旅先地域と客引き 近世後期の上野国吾妻郡草津
村を事例に
高橋陽一 /著
[2014.8] [21p] 21cm
「 交通史研究第八十三号 」より抜粋
【 受贈 】

伊勢崎市議会臨時会会議録
伊勢崎市議会議長 /発行
2014.9 22p 30cm

平成２６年第２回

伊勢崎市議会臨時会会議録
伊勢崎市議会議長 /発行
2014.9 167p 30cm

平成２６年第３回

【 受贈 】

【 受贈 】

伊勢崎市の教育 平成２６年度
伊勢崎市教育委員会 /発行
2014.8 148p 30cm

【 受贈 】

学校要覧 ２０１４ 平成２６年度
群馬工業高等専門学校 /[発行]
[2014] 56p 30cm

【 受贈 】

クシダ工業創立６０年記念誌
クシダ工業(高崎市)/発行
2014.7 160p 31cm 【 ぐんま経済 9/4、受贈 】

幕末、残り火燃ゆ 桜田門外変後の水戸藩と天狗
党の変
入野清 /著 歴研 /発行
2014.9 221p 21cm 2000 円
(歴研選書)
下仁田戦争に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

〔 2014.10 〕

【 受贈 】

ぐんま経済ガイドブック[’１４－’１５]
東京商工リサーチ /発行
[2014] B5 判 178p 1450 円
【 上毛 9/5】
群馬パース大学紀要 第１６号
群馬パース大学 /発行
2013.9 36p 30cm
-2-

【 受贈 】

環境白書 ２０１４年度版
群馬県 /作成
2014

国立のぞみの園 １０周年記念紀要
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 /編集
・発行
2014.7 138p 30cm
【 受贈 】
獅子舞雑記ノート ８５
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2014.9 40p 21cm
下江黒・江口・斗合田(邑楽郡明和町)、籾谷(邑
楽郡板倉町)の獅子舞に関する記述あり
【 受贈 】
市税の概要 平成２６年度
[前橋市]財務部収納課 /発行
2014.9 77p 30cm

【 群馬建設 9/18】

群馬県汚水処理計画 図集
群馬県 /[発行]
[2013.3] [82p] 42 × 30cm

【 受贈 】

群馬のうまいラーメン [２０１４－２０１５]
ニューズ・ライン /発行
[2014] 820 円
【 ぐんま経済 9/4】
３０代で建てる群馬の家 秋・冬号 ｖｏｌ６
ニューズ・ライン /発行
2014.9 288p 30cm 350 円
【 ぐんま経済 9/4、受贈 】

【 受贈 】

消防概要 平成２６年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 /
編集・発行
[2014.8] 78p 30cm
【 受贈 】

超絶景！世界のダム BEAUTIFUL WORLD OF DAM
ダイアプレス /発行
2014.10 94p 26cm 639 円
(DIA Collection)
奈良俣ダムに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

総理メシ 政治が動くとき、リーダーは何を食べ
てきたか
朝日新聞政治部取材班 /著 講談社 /発行
2014.9 189p 19cm 1300 円
中曽根康弘、小渕恵三、福田康夫に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1882 号 】

日本近代化の源泉・横須賀造船所
小栗上野介の寺 東善寺 /[発行]
2014.8 15p 18 × 26cm

高崎健康福祉大学紀要 第１３号
高崎健康福祉大学図書館運営委員会 /編集
2014.3 321p 26cm
【 受贈 】

【 受贈 】

6 産業

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ 群馬
の明日をひらく
群馬県信用保証協会 /発行
2014.7 275p 21cm
【 上毛 9/2、ぐんま経済 9/4、受贈 】

「ザクとうふ」の哲学 相模屋食料はいかにして
業界No.１となったか
鳥越淳司 /著 PHP 研究所 /発行
2014.9 238p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

前橋市の概要 平成２６年度版
前橋市議会事務局 /[発行]
[2014] 298p 30cm

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 その４
ぐんま島村蚕種の会 /[発行]
[2014] [88p] 31cm
【 受贈 】

【受贈】

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 その５
ぐんま島村蚕種の会 /[発行]
[2014] [100p] 31cm
【受贈】

4 自然科学
山LOG
野口フミ子 /著
[2013] 220p
著者は前橋市在住

【 上毛 9/19】

5 技術･工学･家政学･生活科学

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 その６
ぐんま島村蚕種の会 /[発行]
[2014] [76p] 31cm
【 受贈 】
日経おとなのOFF １０ ２０１４
日経 BP 社 /発行
2014.9 154p 28cm 694 円
富岡製糸場に関する記述あり

いせさき銘仙
青木宏 /監修 みやま文庫(前橋市)/発行
2014.9 214p 19cm 1000 円(頒価)
（みやま文庫 215）
【 上毛・東京 9/10、朝日・読売 9/11、購入 】
-3-

№１６０
【 受贈 】

〔 2014.10 〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
浅間サーキット物語
嬬恋村・村モータースポーツ推進機構 /作製
[2014] A5 判 42p 1000 円
【 上毛 9/26】
ご当地キャラクター折り紙あそび
いしばしなおこ /著 ブティック社 /発行
2014.10 104p 26cm 944 円
(レディブティックシリーズ 3849)
ぐんまちゃんの折り方あり
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

糸切り
吉永南央 /著 文藝春秋 /発行
2014.8 238p 20cm 1500 円
(紅雲町珈琲屋こよみ [4])
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1878 号 】

石佛雑記ノート ６６
石川博司 /著 多摩野佛研究会 /発行
2014.8 46p 21cm
下江黒・斗合田(邑楽郡明和町)、籾谷(邑楽郡
板倉町)の石佛に関する記述あり
【 受贈 】

歌うたい旅から旅へ 下
持谷靖子 /著 みやま文庫(前橋市)/発行
2014.8 203p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 214）
【 購入 】

世界遺産ガイド 日本編２０１５改訂版
古田陽久 /著 古田真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2014.8 190p 21cm 2600 円
(世界遺産シリーズ)
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記載あり
【 TRC 新刊案内 1879 号 】
曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ
曽根中生 /著 文遊社 /発行
2014.8 496p 22cm 3900 円
著者は群馬県生まれ
【 上毛 9/24、TRC 新刊案内 1880 号 】
VICTORY２０１４ 甲子園 輝く、真夏の高校球
児！BOOK
東京ニュース通信社 /発行
2014.9 50p 30cm 907 円
(TOKYO NEWS MOOK 通巻 443 号)
代表 49 校の記述あり 【 TRC 新刊案内 1881 号 】

おセンチスモウル
つかごしはつえ /著
[2014]
著者は群馬県生まれ

【 上毛 9/27】

オレ、３年で咲いてみせます。
高橋雅也 /著 泰文堂 /発行
2014.9 四六判 280p 1300 円
著者は高崎市在住

【 上毛 9/20】

追われ者半次郎
小杉健治 /著 宝島社 /発行
2014.9 415p 16cm 700 円
(宝島社文庫 C こ -11-4)
上州倉賀野が舞台
【 TRC 新刊案内 1880 号 】
間雲遺稿訓釈
須賀楠舟 /著 須賀昌五 /発行
2014.9 82p 21cm

【 受贈 】

群馬県における近・現代詩
愛敬浩一 /著 詩的現代出版部 /編集・制作
2014.9 62p 26cm
（ 詩的現代叢書 5）
【 受贈 】

8 語学

上州をゆく 続 とっておきの群馬のお話
中島克幸 /著 あさを社 /発行
[2014] 200p 四六判 1620 円
【上毛 9/29】

9 文学

だんべえ おせいと吉坊の物語
日根野谷巨舟 /著 群馬出版センター /発行
2013.9 285p 19cm 1905 円
【 受贈 】

赤城山残照 国定忠治一代記
山口隆 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2014.8 345p 22cm 1500 円
【上毛 9/2、 TRC 新刊案内 1879 号、受贈】

〔 2014.10 〕

１日１０分でちずをおぼえる絵本 とどうふけん
たのしくおぼえてわすれない
あきやまかぜさぶろう /著 白泉社 /発行
2014.9 56p 27cm 1800 円
(コドモエのえほん)
47 都道府県の覚え方あり
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

忠治狩り 長編時代小説 決定版
佐伯泰英 /著 光文社 /発行
2014.9 346p 16cm 640 円
(光文社文庫 さ 18-56)
【 TRC 新刊案内 1881 号 】
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人形使節 メリーちゃん物語
野村豊 /著 すばる書房 /制作
2014.7 159p 19cm
太田市立韮川小学校に残る「友情の人形使節メ
リーちゃん 」の物語
【 受贈 】

残業代請求訴訟 反論パターンと法的リスク回避
策 改訂版
高井重憲 /著 日本法令 /発行
2014.9 340p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1882 号 】

日日是好日
小松勝三 /著 ぶどうぱん社 /発行
[2014] 1500 円
著者は渋川市在住

仕事をつくる全技術 トップ営業は 、こうして「 稼
げる案件」を生み出している
大塚寿 /著 大和書房 /発行
2014.9 271p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1882 号 】

【 上毛 9/12】

離陸
絲山秋子 /著 文藝春秋 /発行
2014.9 411p 20cm 1750 円
著者は群馬県出身
【 上毛 9/24、TRC 新刊案内 1881 号 】

たった２０項目で学べる外用療法
安部正敏 /編著 学研メディカル秀潤社 /発行
2014.9 103p 26cm 2100 円
(皮膚科学看護スキルアップシリーズ 2)
安部氏は群馬大学大学院医学研究科博士課程修
了
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

県関係者の一般著作

たった２０項目で学べる褥瘡ケア
安部正敏 /編著 学研メディカル秀潤社 /発行
2014.9 131p 26cm 1800 円
(皮膚科学看護スキルアップシリーズ 1)
安部氏は群馬大学大学院医学研究科博士課程修
了
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

石や叫ばん 一九二〇年代の精神史
秋山豊 /著 之潮 /発行
2013.12 5,442,7p 20cm 2800 円
著者は高崎市出身
【朝日 9/9、 TRC 新刊案内 1848 号】

たった1つのことを続けられるバカが成功する
菊原智明 /著 PHP 研究所 /発行
2014.9 205p 18cm 1000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1881 号 】

唐沢流自然観察の愉しみ方 自然を見る目が一変
する
唐沢孝一 /著 地人書館 /発行
2014.9 198p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1882 号 】

土木構造物の設計
原隆史 /著 内山久雄 /監修 オーム社 /発行
2014.8 8,245p 21cm 2700 円
（ゼロから学ぶ土木の基本)
著者は群馬大学にて博士取得
【 TRC 新刊案内 1879 号 】

かわいい!カラフルお弁当
美才治真澄 /料理 女子栄養大学出版部 /発行
2014.9 127p 26cm 1200 円
美才治氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1882 号 】

「ドラえもん」への感謝状
楠部三吉郎 /著 小学館 /発行
2014.9 303p 20cm 1600 円
著者は群馬県育ち
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

客室乗務員になるには
鑓田浩章 /著 ぺりかん社 /発行
2014.9 147p 19cm 1200 円
(なるには BOOKS 2)
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1880 号 】

なぜ、健康な人は「運動」をしないのか？
青柳幸利 /著 あさ出版 /発行
2014.9 189p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1882 号 】

激化する水災害から学ぶ
土屋十圀 /著 鹿島出版会 /発行
2014.9 172p 21cm 2300 円
著者は前橋工科大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1880 号 】

謎の蝶アサギマダラはなぜ未来が読めるのか?
栗田昌裕 /著 PHP エディターズ・グループ /発
行
2014.9 255p 19cm 1800 円
著者は群馬パース大学学長
【 TRC 新刊案内 1881 号 】

コンパスと定規の幾何学 作図のたのしみ
瀬山士郎 /著 共立出版 /発行
2014.8 8,158p 21cm 1700 円
(数学のかんどころ ここがわかれば数学はこ
わくない ! 27)
著者は群馬県生まれ、群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1879 号 】

日本「原子力ムラ」惨状記 福島第１原発の真実
桜井淳 /著 論創社 /発行
2014.9 12,271p 19cm 2400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1881 号 】
-5-
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日本の蚕糸のものがたり
高木賢 /編著 大成出版社 /発行
2014.9 95p 19cm 907 円
著者は高崎市出身
【上毛 9/2、 TRC 新刊案内 1879 号、受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 富岡市立
吉田小学校 平成２６年７月８日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 中之条町
立沢田小学校 平成２６年７月１５日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】

フライフィッシング 基本から応用まで
佐藤成史 /著 学研パブリッシング /発行
2014.9 166p 21cm 1900 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1879 号 】

みんなの時間 地域が支える小中学校 沼田市立
平川小学校 平成２６年７月２２日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】

まんがでわかる介護のしごと だれでも知識ゼロ
から身につく！
田中元 /著 みなとあつこ /まんが
ぱる出版 /発行
2014.9 207p 21cm 1800 円
(NEW HEALTH CARE MANAGEMENT)
著者は群馬県出身
【 TRC 新刊案内 1881 号 】
隣人のいない部屋
三角みづ紀 /著 思潮社 /発行
［ 2013]
第 22 回萩原朔太郎賞受賞作

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
箱田中学校 平成２６年６月２４日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】

【 上毛 9/2】

視聴覚資料
Ｉ Ｌｏｖｅ Ｇｕｎｍａ フィーチャリング
上毛カルタ(CD)
シングアウト！ロッカーズ /歌 エフエム群馬 /
販売
メグ &ピアノコウジ・勝見由佳 /制作
[2014] 1000 円 【 上毛 9/1、 毎日 9/2、 受贈 】
サムシング・ブルー(CD)
山中千尋 /ピアノ
[2014]

【 上毛 9/23】

新田義貞(CD)
江原幸栄 /歌 江原三千代 /作詞 矢島ひろ明 /作
曲 若草音楽出版 /[発行]
[2014] 1200 円
江原幸栄・三千代夫妻は太田市在住、矢島氏は
高崎市在住
【 ｖｉｖａ !ａｍｉｇｏ 9/5】
みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
宝泉中学校 平成２６年７月１日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
梅田南小学校 平成２６年６月１７日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
城山小学校 平成２６年７月２９日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2014 [ 30 分]
【受贈】
〔 2014.10 〕
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