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内村鑑三･神学思想選
内村鑑三 /著 野上寛次 /編 けやき出版 /発行
236p 19cm 2006.1 1200 円
【 TRC 新刊案内 1457 号】

本

群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報
２００６年２月分
No.２３１
発行 群馬県立図書館
（編集 資料情報ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ）
発行日 平成 17 年 3 月 15 日
電話 027( 231) 3008 FAX 027( 235) 4196

大泉町ポケットガイド
大泉町 /発行
49p 19 × 11cm 2006.1 【 受贈 】
上箱田上ノ原遺跡 国道353号(山口バイパス)道路改良
事業に伴う発掘調査報告書

北橘村教育委員会 /編集･発行
15p 写真図版 5p 30cm 2006.1

・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。
・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。

【受贈】

上三原田大畠遺跡 平成16年度､地方特定道路整備事業
に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
21p 写真図版 11p 30cm 2005.12 【受贈】
関東子連れにぴったりの宿はここだ! ホテル ペン
ション 旅館 公共の施設etc…

手塚一弘 /著 メイツ出版 /発行
144p 21cm 2006.2 1500 円
【 TRC 新刊案内 1458 号】

０ 総記

北橘村のあゆみ 116年記念誌
記念誌編集委員会 /編
北橘村長 木村榮一 /発行
155p 31cm 2006.2 【受贈】

｢学校図書館の作り方｣貸出が伸びる棚づくり 赤
木かん子講演録 群馬の図書館資料集 歩み続ける群馬
の図書館 第5集

図書館問題研究会 /編集･発行
68p 21cm 2006.2 300 円 【受贈】

耕心 新井昌一回顧録
新井昌一回顧録編集委員会 /編
上毛新聞社 /発行
322p 22cm 2006.1 3700 円
【受贈 ,上毛 2/10】

丹羽長右門家蔵 古典籍仮目録
岡野明彦 /編著･発行
69,12p 27cm 2006.1 【受贈】

五反田遺跡 鉄塔建設に伴う発掘調査報告書
北橘村教育委員会 /編集･発行
11p 写真図版 3p 30cm 2006.1 【受贈】

1 哲学･宗教

小室高田遺跡Ⅰ-i･Ⅱ 平成元年(1989)北橘村土地開発
公社分譲住宅団地造成に伴う発掘調査(Ⅰ-i)平成2年(199
0)民間分譲住宅団地造成に伴う発掘調査(Ⅱ)報告書

2 歴史･伝記･地理

北橘村教育委員会 /編集･発行
152p 写真図版 23p 30cm 2006.1

赤城村歴史資料館紀要 第8集
赤城村教育委員会 赤城村歴史資料館 /発行
42,8p 30cm 2005.12 【受贈】

【受贈】

出土資料から見た東毛の戦国時代 第41回企画展
笠懸野岩宿文化資料館 /発行
29p 30cm 2006.1 【受贈】

伊勢崎市境歴史資料 232号
境史談会 /発行
90p 26cm 2005.12 【受贈】

上信電鉄沿線見どころガイド
上信電鉄沿線ガイドマップ作成委員会 /発行
A3 判二つ折り
【上毛 2/2,毎日 2/9,あみーご 2/25】

茨城･栃木･群馬さわやか散歩 38コース 新版(J GUI
DE 散歩シリーズ)

山と渓谷社 /発行
168p 21cm 2006.2 1500 円
【 TRC 新刊案内 1457 号】

人生を語る 建設業界のトップたち (関東甲信越版)
混沌の時代を生き抜く40人

日本工業経済新聞社 /編集･発行
386p 19cm 2006.1 1600 円(税込)
【購入 ,群馬建設 1/12･ 2/3･2/7】
-1-

〔 2006.02 〕

須賀栄子と後継者 教育一筋須賀家の人々
渡辺基 /著 下野新聞社出版部 /発行
122p 20cm 2006.1 1000 円
【 TRC 新刊案内 1459 号】

パパ、温泉に行こ。 関東版 2006･2007(子どもがよろ
こぶ遊び場ガイド)

温泉おでかけ隊 /著 フットワーク出版 /発行
157p 21cm 2006.1 1500 円
【 TRC 新刊案内 1457 号】

代表的日本人 オンデマンド版 (名著/古典籍文庫 岩
ひとりは大切 (新島襄を語る2)
本井康博 /著 思文閣出版 /発行
223,10p 20cm 2006.1 1900 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

波文庫復刻版)

内村鑑三 /著 鈴木俊郎 /訳 一穂社 /発行
紀伊國屋書店 /発売
190p 21cm 2005.10 2900 円
【 TRC 新刊案内 1458 号】

前橋藩松平家記録 第36巻 慶応丙寅二年十月〜慶応
滝沢天神遺跡A地点 棚下ひばり塚 平成16及び17年

丁卯三年九月

前橋市立図書館 /編 煥乎堂 /発行
266p 20cm 2005.12 5600 円 【受贈】

度村内遺跡発掘調査事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
41p 写真図版 10p 30cm 2005.11 【受贈】

目で見る藤岡･富岡･多野･甘楽の100年
飯塚 壽男 いまい幹夫 /監修
郷土出版社 /発行
147p 38cm 2006.3 11000 円
【受贈】

滝沢天神遺跡C地点 滝沢江戸久保遺跡 平成 16年
度､地方特定道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
60p 写真図版 25p 30cm 2005.12 【受贈】

目で見る沼田･渋川の100年
大島史郎 金井竹徳 /監修
郷土出版社 /発行
147p 38cm 2006.1 11000 円 【 受贈 ,上毛 2/7】

塚畑･宮内･稲荷前･三島木･城ノ内遺跡 東武鉄道伊
勢崎線外2線太田駅付近連続立体交差事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書 第2集

安くて良い宿公共の宿 '06関東周辺
昭文社 /発行
159p 26cm 2006.2
【 TRC 新刊案内 1456 号】

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
206p 写真図版 54p 30cm 2006.1 付図 3 枚
【受贈】

857 円

横野地区遺跡群Ⅵ 滝沢天神遺跡B地点 平成16年度
津久田甲子塚古墳 榛名山噴火軽石に埋没した初期横

県営農村振興総合整備事業横野地区に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書

穴式石室古墳 平成16年度村営簡易水道小池原配水池建設
事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
45p 写真図版 18p 30cm 2005.12 【受贈】

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
23p 写真図版 22p 30cm 2005.11 【受贈】

横野地区遺跡群Ⅵ 見立十三塚遺跡Ⅰ･Ⅱ 縄文時代
西田島遺跡 太田西女子高等学校フレックス棟新築工事

前期集落の調査 平成15及び16年度県営農村振興総合整
備事業横野地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

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
24p 写真図版 3p 30cm 2006.1 付図 1 枚
【受贈】

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
131p 写真図版 69p 30cm 2005.12 【受贈】
横野地区遺跡群Ⅵ 見立相好遺跡Ⅰ･Ⅱ 弥生後期及

日本の名湯を旅する 関東編 (JAF出版社温泉ガイド)
ジエ･エー･エフ出版社 /発行
207p 21cm 2006.2 1800 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

び古墳中期集落跡の調査 平成14及び15年度県営農村振興
総合整備事業横野地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

墓と祈りの造形 あかぎの埴輪とお不動様 展示図録

横野地区遺跡群Ⅵ 見立相好遺跡Ⅲ 縄文時代早･前

平成17年度企画展

期集落跡の調査 平成15年度県営農村振興総合整備事業横
野地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
145p 写真図版 44p 30cm 2005.12 【受贈】

赤城村教育委員会社会教育課 赤城村歴史資料
館 /発行
14p 30cm 2005.12 【受贈】

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
55p 写真図版 22p 30cm 2005.12 【受贈】

花との出会い 人との出逢い
高橋広子 /発行
野草観察ハイキンググループ｢せつぶん草の会｣
の活動などをまとめた解散記念誌 【 上毛 2/3】

横野地区遺跡群Ⅵ 見立溜井Ⅱ遺跡 古墳時代方形周溝
墓の調査 平成15年度県営農村振興総合整備事業横野地区
に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
89p 写真図版 23p 30cm 2005.11 【受贈】

〔 2006.02 〕
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横野地区遺跡群Ⅵ 三原田諏訪上遺跡Ⅲ 縄文時代

群馬県議会史 第九巻 自昭和五十四年四月至昭和六十

中期編 平成14年度県営農村振興総合整備事業横野地区に
係る埋蔵文化財発掘調査報告書

二年三月

群馬県議会事務局 /編
1274p 22cm 2005.12

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
133p 写真図版 36p 30cm 2005.11 【受贈】

群馬県議会 /発行
【受贈】

横野地区遺跡群Ⅵ 三原田諏訪上遺跡Ⅳ 群馬県指

群馬県公営企業決算(参考資料) 平成16年度
群馬県企業局 /発行
7p 30cm 【受贈】

定史跡:三原田諏訪上遺跡瓦塔設置仏教遺構 奈良･平安時
代、中世編 平成16年度県営農村振興総合整備事業横野地
区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

群馬県公営企業決算書(企業局関係) 平成16年度
群馬県 /発行
194p 30cm 【受贈】

赤城村教育委員会社会教育課 /発行
96p 写真図版 30p 30cm 2005.12 【受贈】

群馬県の人口と世帯 平成17年国勢調査 要計表に
よる集計結果速報

群馬県総務局統計課 /発行
6p 30cm 2005.12 【受贈】

リバース クラッシュ2･魂の戻る場所(幻冬舎文庫)
太田哲也 /著 幻冬舎 /発行
285p 16cm 2006.2 571 円
【 TRC 新刊案内 1459 号】

研究紀要 平成17年度(第37集) 北橘村生涯学習を
すすめる会(16)
群馬県勢多郡北橘村教育委員会 /編集･発行
241p 30cm 2006.2 【受贈】

3 社会科学

県政報告 第5号(議長日記から)
[中村のりお /発行]
16p 19 × 26cm 【 受贈 】

伊香保町合併記念誌 美しい自然と名湯の香り漂う町
伊香保町役場 /編
群馬県北群馬郡伊香保町 /発行
48p 30cm 2006.2 【受贈 ,上毛 2/9】

子持村の地域福祉
子持村社会福祉協議会 /発行
228p 27cm 2006.2 【受贈】

育英短期大学研究紀要 第23号
図書･紀要委員会 /編 育英短期大学 /発行
82p 26cm 2006.2 【受贈】

こんな教育発見! 家庭で生かしたい教育現場の知恵
松尾紀子 /著 学研 /発行
238p 19cm 2006.2 1300 円
｢ぐんま国際アカデミー｣あり
【 TRC 新刊案内 1457 号】

伊勢崎市統計書 16年版
伊勢崎市役所 /編集･発行
124p 30cm 2006.2 【受贈】

こんなに楽しい 暮らしの便利帳
｢智恵のワ｣ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上毛新聞社出版局 /編
株式会社ホームメイト /発行
144p 26cm 2005.4 1400 円(税込) 【受贈】

太田市誕生 太田市･尾島町･新田町･薮塚本町合併
の記録
太田市企画課 /編 太田市 /発行
337p 26cm 2006.1
【受贈】

春風秋霜 校長は語る
中野清松 /著 上毛新聞社出版局 /制作
298p 22cm 2006.1 【受贈 ,上毛 3/11】

蚕の神さまになった猫 開館十周年記念企画展
富岡市立美術博物館･福沢一郎記念美術館 /編集
･発行
59p 21cm 2006.2 【受贈】
学校教育の指針 平成18年度
群馬県教育委員会事務局 /発行
1 枚 30 × 84cm 折りたたみ 【受贈】

小学校教育小史とその中における群馬県理科(郷
土)教育の歩み
富樫裕 /著･発行
676p 27cm 2005.12 【受贈】

関東学園大学経済学紀要 第32集第2号
関東学園大学経済学紀要編集担当 /編
関東学園大学経済学部 /発行
169p 26cm 2005.9 【受贈】

上武大学における教育･研究の自己点検と改革の
指標 平成16年度
上武大学自己点検委員会 /編 上武大学 /発行
196p 26cm 2005.12 【受贈】

関東短期大学紀要 第49集
学術図書刊行委員会 /編 関東短期大学 /発行
74,103p 26cm 2005.3 【受贈】

上武大学ビジネス情報学部紀要 第4巻第1号
上武大学ビジネス情報学部 /発行
203p 26cm 2005.11 【受贈】

群馬県会社要覧2006
群馬経済研究所 /発行
337p 21cm 2006.2 4762 円

知事発言要旨 平成17年12月定例県議会
群馬県 /発行
6p 30cm 【受贈】

【受贈】
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〔 2006.02 〕

定例県議会議案 平成17年12月
群馬県 /発行
114p 30cm 【受贈】

群馬の商業 商業統計調査結果 (平成16年6月1日現在)
群馬県 /発行
190p 30cm 【受贈】

定例県議会議案 平成18年12月
群馬県 /発行
291p 30cm 【受贈】

懐かしの蒸気機関車 足尾線を支えて95年 C12を中心
としたアルバム

川田勉 /[ほか]編
足尾鉄道全通 95 周年記念事業実行委員会 /発行
119p 30cm 2006.1 2500 円(税込)
【購入 ,桐生ﾀｲﾑｽ 2/1,上毛 2/15】

補正予算説明書 平成17年度12月定例県議会
群馬県 /発行
91p 30cm 【受贈】
予算説明書 平成18年度 2月定例県議会
群馬県 /発行
369p 30cm 【受贈】

パリッシュのエリアマーケティング ｢売れる商品｣
を生む仕組みづくり

パリッシュ総合研究所 /著
パリッシュ出版 /発行
79p 26cm 2005.11 【購入】

予算附属説明書 平成18年度当初予算
群馬県 /発行
450p 30cm 【受贈】

4 自然科学

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

桐生市医師会史Ⅱ
桐生市医師会史編集委員会 /編
桐生市医師会 /発行
634p 22cm 2005.12 【受贈】

メモリアル･ブック
沢田まゆみ /発行
24p A4 判 800 円 【上毛 2/11】

原点 藤岡保健所物語
藤岡保健所記念誌刊行会 /編
143p 30cm 2005.12 【受贈】
身近な薬草
群馬県 /発行
29p 21cm 2005.8
2001 年刊の改訂版 【受贈】

8 語学
おもいやり 第25回全国中学生人権作文コンテスト群馬
100 円

県大会入賞作文集 平成17年度小学生人権の花運動活動写
真集

[前橋地方法務局群馬県人権擁護委員連合会 /発
行]
63p 21cm 【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
9 文学

群馬県都市計画審議会議案 第137回
群馬県県土整備局都市計画課 /発行
12p 30cm 【受贈】

あすへひとこと 高齢者の語り 第八集 邑楽町のく
らしとことば

あすへひとこと編集委員会 /編
邑楽町老人クラブ連合会 /発行
182p 26cm 2006.2 【受贈 ,上毛 3/3】

日本海軍戦闘機 Part2(AEROﾐﾘﾀﾘｰｺﾚｸｼｮﾝ5)
今井邦孝 /イラスト 竹内規久夫 /文 光栄 /発行
95p 26cm 2006.1 1900 円
夜間戦闘機･月光の解説あり
【 TRC 新刊案内 1457 号】

オアシス 不思議な犬と少年の日々(ヴィレッジブックス
edge)

竹内真 /著 ソニ･ーマガジンズ /発行
243p 15cm 2006.2 600 円
【 TRC 新刊案内 1459 号】

6 産業
群馬県水産試験場研究報告 第10号 (附 平成15年度

かえるの豆太
福田惇 /著 福田香月 /絵 上毛新聞社 /制作
50p 27cm 2005.9 【受贈】

業務報告)

群馬県水産試験場 /発行
58,22p 30cm 2003.3 【受贈】

ききみみずきん (ワンダー民話館)
木暮正夫 /文 梶山俊夫 /絵
29p 22cm 2006.2 476 円
【 TRC 新刊案内 1458 号】

群馬県生産農業所得統計 平成16年市町村別
関東農政局前橋統計･情報ｾﾝﾀｰ/編集･発行
39p 30cm 2005.12 【受贈】

〔 2006.02 〕
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草津逃避行 長篇旅情推理(TOKUMA NOVELS 十津川警部

柳川町こぼればなし はせちゅうシリーズ第四集
はせちゅう /著 あさを社 /発行
363p 20cm 2006.2 1700 円
【受贈 ,上毛 2/21,朝日 3/17】

シリーズ)

西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
206p 18cm 2006.1 819 円
【 TRC 新刊案内 1457 号】
クレーン 27号
和田伸一郎 /著 前橋文学伝習所 /発行
125,4p 30cm 2006.1 【受贈】

山好き女教師の定年退職 余命七年の憂うつ
石井昭子 /著 鳥影社 /発行
154p 19cm 2006.3 1400 円
【受贈 ,TRC 新刊案内 1462 号】

決断 警察小説競作(新潮文庫)
逢坂剛 /ほか著 新潮社 /編集･発行
494p 16cm 2006.2 629 円
横山秀夫の作品あり 【 TRC 新刊案内 1457 号 】

闇に光る眼 (平成うわさの怪談18)
木暮正夫 国松俊英 /編 岩崎書店 /発行
149p 22cm 2006.1 1000 円
【 TRC 新刊案内 1458 号】

源氏物語の世界
三木妙子 /著 あさを社 /発行
374p 22cm 2006.3 3000 円
【受贈 ,上毛 2/24,読売 2/25】

良太とたちっ子
宮原義夫 /著 宮原泰治 /挿絵
上毛新聞社出版局 /発売
43p 21 × 22cm 2005.11 953 円
【 TRC 新刊案内 1457 号 ,上毛 2/21】

子犬のワルツ
桑原未来(ﾐｷ)/作 小酒井久子 /絵 新風舎 /発行
62p 21cm 2005.10 1100 円 【 前橋ﾋｭｰﾏﾝ 2/2】

県関係者の一般著作

雑木の庭
川上哲男 /著 上毛新聞社出版局 /制作
175p 19cm 2005.11 【受贈 ,上毛 3/1】

あっ咲いた!洋ランコツのコツ どんな品種も必ず咲
かせる

岡田弘 /著 農山漁村文化協会 /発行
146p 21cm 2006.1 1714 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1458 号 ,上毛 2/17】

守護霊様の恋 (初恋コレクション4)
岡信子 木暮正夫 /編 岩崎書店 /発行
156p 19cm 2006.1 800 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

｢いいこと｣がどんどん起こる72のヒント 暮らし上

是生滅法 小説箕輪城
野口泰彦 /著 上毛新聞社出版局 /発売
514p 22cm 2005.12 1905 円
【 TRC 新刊案内 1456 号 ,上毛 2/5】

手になる小さな習慣

月ものがたり 月の光がいざなうセンチメンタル&ノス

インプラントで復活!食べる幸せ 快適な人生を送る

タルジー

ために

中山庸子 /著 PHP 研究所 /発行
207p 20cm 2006.2 1200 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

中島和敏 /著 上毛新聞社出版局 /制作･発売
114p 22cm 2006.2 1200 円 【 受贈 ,上毛 3/9】

鈴木光司 /編 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ/発行
240p 20cm 2006.2 2000 円
萩原朔太郎｢月の詩情｣の紹介あり
【 TRC 新刊案内 1457 号】

英国地方政府会計改革論 NPM改革による政府間関係
変容の写像(関西学院大学研究叢書 第114編)

稲沢克祐 /著 ぎょうせい /発行
205p 22cm 2006.1 2190 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】

トイレとっきゅう 特製版 (子どものともセレクショ
ン)

織茂恭子 /さく 福音館書店 /発行
32p 27cm 2006.1 800 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

幼い子どもを犯罪から守る! 命をつなぐ防犯教育
岡本拡子 桐生正幸 /編著 北大路書房 /発行
179p 21cm 2006.1 1600 円
岡本氏は高崎健康福祉大学短期大学部助教授
【 TRC 新刊案内 1564 号 ,上毛 2/8】

とろろ鉢 歌集
石井とみ /著 上毛新聞社出版局 /制作
220p 22cm 2006.2 【受贈】

音がなければ夜は明けない (知恵の森文庫)
山下洋輔 /編著 筒井康隆 /ほか著
光文社 /発行 236p 16cm 2006.2 619 円
糸井重里の記述有り 【 TRC 新刊案内 1459 号 】

芽生え 第4集
伊勢崎ひろば友の会 /発行
218p 19cm 2005.9 【受贈】
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カタログで見る日本車なつかし物語 ご隠居に学ぶ

トラック (350シリーズ のりものしゃしんえほん12)
小賀野実 /写真･解説 ポプラ社 /発行
16p 18 × 19cm 2006.1 350 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

新装版(MOTOR SPORTS BOOKS)

高島鎮雄 /著 三樹書房 /発行
117p 27cm 2006.2 2000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1457 号 】

はじめてのカンフー 基本をのこらず身につける
伊藤聡 /著 愛隆堂 /発行
190p 21cm 2006.3 1500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】

技術立国日本の中小企業 (角川選書390)
中沢孝夫 /著 角川学芸出版 /発行
角川書店 /発売
189p 19cm 2006.1
1400 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】

ブルートレイン (350シリーズ のりものしゃしんえほん
産業保健マニュアル 改訂5版
和田攻 /編 鈴木庄亮 /ほか執筆 南山堂 /発行
255p 30cm 2006.1
6000 円
鈴木氏は労働
者健康福祉機構群馬産業保健推進センター所長
群馬大学名誉教授 【 TRC 新刊案内 1456 号】

11)

小賀野実 /写真･解説 ポプラ社 /発行
16p 18 × 19cm 2006.1 350 円
【 TRC 新刊案内 1456 号】

状況の認知的枠組みとしての自体軸
干川隆 /著 野間書房 /発行
174p 22cm 2006.1 7500 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1457 号 】

ベン･バーナンキ世界経済の新皇帝
田中秀臣 /著 講談社 /発行
213p 19cm 2006.1 1429 円
著者は上武大学ビジネス情報学部助教授
【 TRC 新刊案内 1457 号】

続々と経験を盗め
糸井重里 /ほか著 中央公論新社 /発行
283p 19cm 2006.1 1800 円
【 TRC 新刊案内 1457 号】

老化防止旅行 婦唱夫随のゆっくり旅
鍋島新八 /著 朱鳥社 /発行 星雲社 /発売
158p 20cm 2006.1 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】

絶対にうまくなる少年野球 投手･守備編 (LEVEL UP

視聴覚資料

BOOK)

本間正夫 /著 実業之日本社 /発行
167p 21cm 2006.2 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】

伊香保の思い唄(CD)
伊香保町 /制作 ｢伊香保のうた｣など全 12 曲
【上毛 2/9】

絶対にうまくなる少年野球 打撃･走塁編 (LEVEL UP
BOOK)

うちのむこ殿･人情派(CD)
駒あき子 DAS 2006.2 1143 円(税込)
【 TRC 新刊案内 1459 号 ,上毛 2/2】

本間正夫 /著 実業之日本社 /発行
167p 21cm 2006.2 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】
誰でもできる小規模デイサービスの始め方 集客

電子資料

力の高い地域密着型介護サービスの進め方

田中元 /著 ぱる出版 /発行
223p 21cm 2006.2 2000 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1459 号】

写真で見る奥上州の魅力 吾妻観光写真コンクール入
賞作品集 (CD-R)
群馬県吾妻県民局･吾妻観光連盟 /発行
1枚
【受贈 ,上毛 2/7】

チンギス･カン “蒼き狼”の実像(中公新書1828)
白石典之 /著 中央公論新社 /発行
236p 18cm 2006.1 760 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1457 号 】
東北史を読み直す
細井計(ｶｽﾞﾕ)/編 吉川弘文館 /発行
304p 22cm 2006.2 8000 円
編者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1457 号 】
都市鳥からフォークロアへ フィールドエッセイ･自
然観察の視点

唐沢孝一 /著 百水社 /発行 星雲社 /発売
179p 19cm 2006.1 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1458 号 】
〔 2006.02 〕
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