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碓氷･松井田 旬の花 初秋･晩秋･初冬･早春･惜春編
[松井田町役場商工観光課 松井田町観光協会 /
発行]
1 枚 30 × 42cm 折りたたみ
【受贈 , 上毛 12/31】
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F26平井城跡発掘調査報告書
藤岡市教育委員会編集･発行
/
42p 写真図版 23p 30cm 1998.3 付図 1 枚
【受贈】
岡之郷温井遺跡 社会福祉法人｢伸和会｣特別擁護老人
ホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

・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。

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
28p 写真図版 4p 30cm 2000.3 付図 1 枚
【受贈】
家族でおでかけ冬 関東･首都圏発 '06
旺 文 社/発 行
190p 30cm 2006
【 TRC 新刊案内 1450 号】
還暦を過ぎたら頑固に山登り
青 木 靖/著 新 風 舎/発 行
239p 19cm 2005.9 1500 円

０ 総記

552 円

【上毛 12/4】

桐生観光カレンダー 2006年版
桐生観光協会 /発 行
60 × 42cm 7 枚セット
1000 円(税込)
【桐生ﾀｲﾑｽ 11/26, 日刊きりゅう 12/1 】

1 哲学･宗教

桐生市･笠懸町･大間々町住宅明細図 (旧桐生市･旧

東上州三十三観音札所めぐり 東上州三十三観音霊

新里村 ･旧黒保根村) 平成18年版 地籍版 改訂第10版(メ
ーサイズ )

場会

樋口正洋 /著 上毛新聞社出版局 /発 行
82p 21cm 2005.9 1200 円
【 TRC 新刊案内 1448 号 ,購入】

刊 広 社/発 行
14,436,1,24p 37cm 2005.12

29254 円 【購入 】

桐生六郎の 周辺 『吾妻鏡』における或る逆臣の正当
性について

2 歴史･伝記･地理

大瀬祐太 /著

近代日本と戦死者祭祀
今井昭彦 /著 東洋書林/ 発行
430p 22cm 2005.12
6000 円

赤沼遺跡 平成16年度主要地方道伊勢崎深谷線緊急地方
道路整備事業 に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

群馬県教育委員会 山 武 考 古 学 研 究 所/ 編
群馬県教育委員会 /発 行
95p 写真図版 32p 30cm 2005.3 【受贈】
秋なびぐんま 2005 AUTUMN
シンクリード /発行
97p 30cm 2005.9 648 円

166p 21cm 2005.11 【受贈】

【受贈】

ぐんま史料研究 第23号
群馬県立文書館 /編集･発行
167p 21cm 2005.10 980 円(税込)【受贈】
源泉かけ流しの宿 2006 山あいの湯治宿から粋を極

【購入】

めた名旅館 まで全170軒 東北･関東･甲信越 ･東海･北陸･近
畿

伊勢崎市文化財保護年報 平成16年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課編集･発行
/
5,42p 30cm 2005.7 【受贈】

マガジントップ /発行 メディアパル/発売
128p 29cm 2005.12 933 円
【 TRC 新刊案内 1451 号】

異邦人、改革に起つ (私の履歴書 )
矢嶋英敏 /著 日本経済新聞社発行
/
216p 20cm 2005.11 1800 円
【 TRC 新刊案内 1448 号】

ゴルフ場造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書 G1藤岡市下日野金井窯址群 G4金山下遺跡 ･金山下古墳
群 G3平井詰城

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
356p 写真図版 109p 26cm 2005.3 付図 13 枚
【受贈】
-1-

〔 2005.12 〕

定本 浅間山 父なる山−その歴史と文化
市川健夫 /監修 郷土出版社 /発行
233p 31cm 2005.12 11000 円
【購入 , 上毛 11/22】

指揮官の決断 八甲田山死の雪中行軍に学ぶ極限のリー
ダーシップ

山下康博 /著 樂書館 /発 行
中経出版 /発売
271p 20cm 2005.12 1600 円
【 TRC 新刊案内 1450 号】

D49上落合上野遺跡 県道下栗須馬庭停車場線道路改良
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

山 武 考 古 学 研 究 所/ 編
群馬県藤岡市教育委員会 /発 行
119p 写真図版 40p 30cm 2003.11

G2東日野金井城跡 ゴルフ場造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
64p 写真図版 18p 30cm 2004.11 【受贈】

【受贈】

東京電力中東京幹線一部増強 に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 E20a三本木中道東遺跡 E20b矢場富士山

市内遺跡Ⅸ
群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
23p 30cm 2003.3 【受贈】

遺跡 E20c神田宿遺跡 E20d神田古墳群

山 武 考 古 学 研 究 所/ 編
群馬県藤岡市教育委員会 /発 行
69p 写真図版 18p 30cm 2004.3

市内遺跡Ⅹ
群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
16p 30cm 2004.3 【受贈】

【受贈】

利根川文化研究 二十七
利根川文化研究会編集･発行
/
67p 26cm 2005.11 【受贈】

市内遺跡ⅩⅠ
群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
14p 30cm 2005.3 【受贈】

中 栗 須 滝 川Ⅲ遺跡 平 安 時 代 集 落 編 老人福祉施設
｢栗須の郷｣建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
141p 写真図版 34p 30cm 1999.3 【受贈】

下元屋敷遺跡 (一)境大間々線地方特定道路整備事業
(早川調整池)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
/
105p 写真図版 45p 30cm 2005.11 【受贈】

中栗須屋敷前道向遺跡 分譲住宅地造成 に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
15p 写真図版 2p 30cm 2004.5 付図 2 枚
【受贈】

C47 藤岡境C遺跡 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
24p 写真図版 7p 30cm 2004.3 【受贈】

年報(21)
群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
17p 30cm 2005.9 【受贈】

城屋敷Ⅱ遺跡 住宅団地造成工事 に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
14p 写真図版 2p 30cm 2003.1 【受贈】

波志江(ﾊｼｴ)中屋敷西遺跡 北関東自動車道 (高崎〜伊
勢崎)地域埋蔵文化財発掘調査報告書 第32集

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団編集･発行
/
244p 写真図版 92p 30cm 2005.3 【受贈】

杣久保(ｾﾝｸﾎﾞ)B遺跡 福祉支援センター新築工事 に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書

群馬県藤岡市教育委員会 /編 集･発行
42p 写真図版 9p 30cm 2003.3 【受贈】

浜町遺跡 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1集

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 / 編集・発行
325p 写真図版 96p 30cm 2005.10
付図 3 枚
【受贈】

高崎市防災情報 ガイドマップ
高崎市 /発 行
1 枚 A1 判 八つ折り
【毎日 12/4, 群馬建設 12/17,上毛 1/4 】

日帰り貸切のある温泉 関東周辺
大黒敬太 /取材 &撮影･責任編集
日本出版社発行
/
132p 21cm 2005.11 952 円
【 TRC 新刊案内 1449 号】

館林市 群馬県 200512(ゼンリン 住宅地図 )
ゼンリン /発行
8,137,9p 39cm 2005.12
19000 円 【購入】
角渕(ﾂﾉﾌﾞﾁ)八反田Ⅱ･Ⅲ遺跡 天神巡りⅣ遺跡 主

引き揚げの記
斎藤すみ /著

要地方道藤岡大胡線地方特定道路整備事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書

山武考古学研究所 /編
群馬県教育委員会 /発 行
56p 写真図版 21p 30cm 2005.10 【受贈】

〔 2005.12 〕

72p

22cm

2005.11

評伝田中正造翁 の生涯
花 村 冨 士 男/著
519p B5 判
-2-

【受贈】

【 上毛 12/22 】

るるぶ得温泉&リゾートの宿 '06(るるぶ情報版 首

群馬町勢要覧2005 町制施行 50周年記念
群 馬 町/企 画･発行
69p 30cm 【受贈】

都圏43)

JTB パブリッシング /発行
127p 26cm 2005.12 800 円
【 TRC 新刊案内 1448 号】

刑事法廷証言録
吉川経夫 /編著 法律文化社 /発行
207p 20cm 2005.11 3800 円
群馬県教組勤評反対闘争事件の記述あり
【 TRC 新刊案内 1450 号】

3 社会科学

財政のあらまし 平成17年12月
群 馬 県/発 行
38p 30cm 【受贈】

安全衛生の基本
[太田公共職業安定所 /発 行]
10p 15 × 11cm
スペイン語版、ポルトガル語版の 2 種
日本語併記 【受 贈,上 毛 8/18,東京 12/18】

THE 留学2005 平成17年度夏季留学支援 プログラム報告
書

外国語教育研究所 / 編 群馬県立女子大学 /発 行
13p 30cm 2005.12 【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成17年第4回
伊勢崎市議会議長 /調 製 発 行
231p 30cm 2005.12 【受贈】

事業概要 平成16年度事業実績 平成16年版
群馬県中央児童相談所 群馬県西部児童相談所
群馬県東部児童相談所発行
/
63p 30cm 【受贈】

伊勢崎市勢要覧 2005 生まれたての伊勢崎市
総務部広報課 /編 伊勢崎市 /発行
50p 30cm 2005.12 【受 贈,上 毛 12/3】

社会保険･労働保険 (社会保障制度 )の説明
[太田公共職業安定所 /発 行]
4p 30cm 2005.1
スペイン 語版、ポルトガル語版の 2 種
日本語併記 【受 贈,上 毛 8/18, 東京 12/18 】

桐生市議会会議録 平成17年度第3回定例会
桐生市議会事務局 /発 行
495,198p 30cm 【受贈】
くらしのガイドブック 合併お知らせ版
藤岡市･鬼石町合併協議会事務局 /編 集･発行
72p 30cm 2005.12 【受 贈,上 毛 12/1】

写真で見る中央中学校のあゆみ
写真で見る群馬町立中央中学校記念誌編集委員
会 /編 集･発行
117p 30cm 2005.11 【受 贈,上 毛 12/1･ 12/6】

群馬県議会会議録 平成17年9月定例会
群馬県議会事務局議事課 /編 集
群馬県議会事務局 /発 行
254p 30cm 2005.11 【受贈】

女性保護の概要 平成16年度
群馬県女性相談所(群馬県女性相談センター)三
山 寮 /発 行
30p 30cm 【受贈】

群馬県公営企業会計決算審査意見書 平成16年度
群馬県監査委員/ 発行
58p 30cm 【受贈】

しらかばⅡ 傘寿記念号
白 樺 会/発 行
221p B5 判
県立高崎商業学校第 32 回卒業生の同窓会誌
【上毛 12/2, 産経 12/7】

群馬県歳入歳出決算審査意見書 群馬県基金運用
状況審査意見書 平成16年度
群馬県監査委員/ 発行
42p 30cm 【受贈】
群馬県税務統計 平成17年度版(平成16年度)
群馬県税務局税務課 /発行
126p 30cm
【受贈】

人権教育･啓発の推進に関する群馬県基本計画 概
要版
群馬県総務局人権男女共同参画課発行
/
1 枚 30 × 63cm 折りたたみ 2005.6 【 受贈】

群馬高専シーズ集 専門分野 ･研究課題一覧
群馬工業高等専門学校発行
/
16p 30cm 2005.11 【受贈】

新市建設計画
藤岡市･鬼石町合併協議会発行
/
58p 30cm 2005.11 【受贈】

ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書 平成
17年度
群馬県総務局統計課人口社会ｸﾞﾙｰﾌﾟ/発行
85p 30cm 2005.11 【受贈】

政治団体の収支報告書 要旨
[群馬県選挙管理委員会 /発行]
323p 30cm 2005.12 【受贈】
地域連携GUNMAと歩む資料集(Ⅴ) 平成16年10月〜平

群馬パース大学紀要 第1号
群馬パース大 学/発 行
195p 30cm 2005.9 【受贈】

成17年9月

群馬県工業高等専門学校 /編 集･発行
125p 30cm 2005.10 【受贈】
-3-

〔 2005.12 〕

定例市議会議案書 平成17年第4回 (第1次送付分)
前橋市 /発 行
198p 30cm 【受贈】

天明三年浅間焼 け
[国土交通省関東地方整備局利根川水系砂妨事
務 所 /発 行 ]
119p 30cm 2004.3 【受贈】

定例市議会議案書 平成17年第4回 (第2次送付分)
前橋市 /発 行
4p 30cm 【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

定例市議会議案 説明資料 平成17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

業務報告 平成16年度
群馬県繊維工業試験場編集･発行
/
56p 30cm 2005.9 【受贈】

17p 30cm 【受贈】

定例市議会議案 説明資料 平成17年第4回(第1次送
付分)(条例関係 )

前橋市 /発 行

群馬県の廃棄物(廃棄物政策課業務概要 ) 平成16
年度
群馬県環境･森林局廃棄物政策課 /発 行
79p 30cm 【受贈】

32p 30cm 【受贈】

バーミングハム市を訪ねて 生命都市 いきいき 前橋を
創造するために

前橋商工会議所/ 発行
視察結果をまとめた報告書

水源から蛇口まで 平成16年度水質年報
桐生市水道局水質センター /編集･発行
95p 30cm 2005.9 【受贈】

【上毛 12/21】

前橋市各会計補正予算の概要 平成17年度 12月補
正予算説明資料 平成17年第4回定例市議会

前橋市 /発 行

西の西陣東の桐生 続
岡田幸夫 /著 上毛新聞社出版局 /制 作･発売
186p 19cm 2005.11 1143 円
【受贈 , 桐生ﾀｲﾑｽ 12/24 】

11p 30cm 【受贈】

前橋市勢要覧 2005 新しい風が吹き込んだ、水と緑と
詩のまち 前橋。

群馬県前橋市政策部市制発信課 /発行
28,20p 30cm 【受贈】

6 産業

ヤル気と活性化に挑戦 ヤル気と活性化 は企業永遠の
課題

里見通信 2号
富久樹園 /発行 A5 判
【朝日ぐんま 12/2】

テクイ総研代表 平 野 欽 一/ 著
13p 30cm
【受贈 , 日刊工業 11/30, 上毛 12/8】

350 円

鳥獣保護区等位置図 平成17年度
群 馬 県/発 行
1 枚 88 × 125cm 折りたたみ 【受贈】

夢みさと 50年のあゆみ 梅香る古城の里 箕郷町制施
行50周年記念誌

箕郷町企画財政課 /企 画･編集
群馬県群馬郡箕郷町 /発行
79p 30cm 2005.11 【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

4 自然科学

伊勢崎市の文化財散策ガイド
伊勢崎市教育委員会文化財保護課編集･発行
/
30p 30cm 2005.11
【受贈 , 産経 12/20, 読売 1/7】

群馬医学 第81号 平成16年度群馬県医学会
群馬県医師会 /編 集･発行
151p 30cm 2005.10 【受贈】

尾瀬を撮る 写真集
小野田? (ﾐﾂﾙ)/発行
1 冊 19×26cm 1992

群馬医学 第82号 平成16年度群馬県医学会特別講演･
セミナー

群馬県医師会 /編 集･発行
37p 26cm 2005.10 【受贈】

【受贈】

群馬県スキー場ガイド 2006
[群馬県スキー場経営者協会 /発 行]
21p 30cm 【受贈】

群馬生物 第54号 群馬県高等学校教育研究会生物部会
誌

協会史 平成7年〜平成16年
群馬県バレーボール 協会 /発 行
95p 26cm 2005.11 【受贈】

会誌編集委員会/ 編
群馬県高等学校教育研究会生物部会 /発 行
68p 26cm 2005.5 【受贈】

〔 2005.12 〕

2005.6
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西牧昭和三十二年 SAIMOKU 1957
オギノ芳 信/写 真 ･発行
西牧村(現下仁田町)の写真集
自費出版 2 部作製 【朝日 12/15 】

狐の振袖
ワイルズ 一美 /絵 山本ふさこ/文
アスラン 書房 /発 行
1 冊 27cm 2005.11 1600 円
山本氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1451 号】

西牧昭和三十五年 SAIMOKU 1960
オギノ芳 信/写 真 ･発行
西牧村(現下仁田町)の写真集
自費出版 2 部作製 【朝日 12/15 】

きえた魔法のダイヤ (おはなしガーデン 10 なんでも 魔
女商会5)

あんびるやすこ /著 岩崎書店発行
/
127p 22cm 2005.12 1100 円
【 TRC 新刊案内 1450 号】

眠る男が日本を変えた 映画映像界のトップランナー
が群馬に集う!! 報告書 映画『眠る男』10周年記念事業

群馬県総務局地域創造課 群馬県人口 200 万人
記念映画『眠る男』製作委員会 /編集･発行
116p 30cm 2005.11 【受 贈,上 毛 12/13】

郷愁 句集
宮 口 喜 代 子/著
【上毛 12/22】

曜生
千野曜祥 /発 行
千野さんが主宰する教室の教
室生たちの作品を掲載した水墨画集
【上毛 12/10】

文學の森 /発 行

2800 円

草野心平日記 第6巻 1980‑82
草野心平 /著 草野心平日記刊行会 /編
思 潮 社/発 行
562p 22cm 2005.11
【 TRC 新刊案内 1450 号】

8000 円

この小説がすごい! BS‑i｢恋する日曜日･文学の歌｣原

8 語学

作集

宮沢賢治 /ほか著 シーエイチシー /発行
コアラブックス /発売
222p 19cm 2005.11 1300 円
田山花袋 ｢蒲団｣収録
【 TRC 新刊案内 1449 号】

群馬県中学生の税についての作文･標語入選作品
集 第29回･平成17年度
群馬県納税貯蓄組合連合会 /発行
59p 30cm 【受贈】
小中学生ふくし作文･ポスターコンクール入賞作
品集 第30回
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会 /発 行
35p 30cm 2005.12 【受贈】

このミステリーがすごい！2006年版
宝 島 社/発 行
191p 21cm 2005.12
横山秀夫 のインタビュー あり
【 TRC 新刊案内 1451 号】

中学生の税についての作文･標語入選作品集 平成
17年度
[前橋地区納税貯蓄組合連合会/ 発行]
46p 30cm 【受贈】

三千里の足跡
冨沢盛次 /著
戦争当時 の回想録
【上毛 11/24】

695 円

死の国へ走るワゴン(平成うわさの怪談16)
木暮正夫 国松俊英/ 編 岩崎書店発行
/
153p 22cm 2005.11 1000 円
【 TRC 新刊案内 1450 号】

9 文学
明けの書斎
松山敦 /著 曽根ヨシ /編
304p 四六判
3000 円 著者の遺稿集
【上毛 12/19】

触発の点景 (詩論･エッセー 集)
西岡光秋 /著 土曜美術社出版販売 /発行
333p 20cm 2005.11 2500 円
萩原朔太郎の研究あり
【 TRC 新刊案内 1448 号】

足跡 合同句集
福島俳句会編集･発行
/
378p 22cm 2005.11 【受贈】

真剣 新陰流 を創った男、上泉伊勢守信綱 (新潮文庫 )
海 道 龍 一 郎/著 新潮社/ 発行
699p 16cm 2005.12 895 円
【 TRC 新刊案内 1450 号】

音声障害を克服して どうしてもうたいたい
星野辰之 /著 【桐生ﾀｲﾑｽ 12/13 】

月昇りくる 歌集
諸田洋子 /著 新生孔版/ 発行
【上毛 12/15】

花鳥風月を読む 詩集
星野辰之 /著 【桐生ﾀｲﾑｽ 12/13 】
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2500 円

〔 2005.12 〕

天狗剣法 法神流須田房之助始末
津本陽 /著
PHP 研究所 /発行
278p 20cm 2005.12 1500 円
【 TRC 新刊案内 1448 号】

王朝政治と在地社会
森 田 悌/著 吉川引文館/ 発行
287p 22cm 2005.12 9000 円
著者は群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1448 号】

ともしび 歌誌 通巻59号
宮地岳至 /編
ともしび短歌会/ 発行
21p 21cm 2005.12 【受贈】

韓国が危ない(PHP新書373)
豊田有恒 /著 PHP 研 究 所/発 行
204p 18cm 2005.12 700 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1448 号】

年刊歌集 平成17年度
群馬県歌人クラブ /発行
439p 19cm 2005.11 3000 円

君はレオナルド ･ダ･ヴ ィ ン チを知っているか (ち
【受贈】

くまプリマー 新書026)

布施英利 /著 筑摩書房/ 発行
174p 18cm 2005.12 760 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1451 号】

二つの祖国で ハル･ライシャワー 物語
石井澄江 /著 あさを社/ 発行
185p 19cm 2005.12 1300 円 【受贈】
前橋空襲の体験
朝倉徳子 /著 【上毛 11/6】

司馬遼太郎を読む
松本健一 /著 めるくまーる /発行
212p 20cm 2005.11 1500 円
著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1448 号】

魔女にハートをねらわれた !(初恋コレクション2)
岡信子 木暮正夫 /編 岩崎書店 /発行
148p 19cm 2005.11 800 円
木暮氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1448 号】

心理学の時間 歴史意識 の時代の中で(叢書･心理臨床 の
知)

猪 股 毅/著 日本評論社/ 発行
339p 20cm 2005.12 2700 円
著者は群馬大学教育学部助教授
【 TRC 新刊案内 1451 号】

まほうのなぞなぞ ようちえん (なぞなぞ&ゲーム王
国18)

本間正夫 /作 森のくじら /絵
ポプラ社 /発行
143p 19cm 2005.11 680 円
【 TRC 新刊案内 1448 号】

水生昆虫アルバム A fly fisher's view 新装版
島 崎 憲 司 郎/ 著 フライの雑誌社 /発 行
288p 30cm 2005.11 6285 円
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1449 号】

ままささのショートエッセー集
ままささ /著 新風舎 /発 行
63p 19cm 2005.9 1100 円
著者は沼田市在住 【上毛 12/11】

正伝･後藤新平 決定版 6

鶴見祐輔 /著 一海知義/ 校訂
藤原書店 /発行
613p 20cm 2005.11 6200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1448 号 】

もう一つの黒船 横浜御開港場中居屋始末(祖父江一郎
時代小説叢書 1)

祖父江一郎著
/
疾風怒濤社 /発行
436p 20cm 2005.11 2000 円
｢中居屋炎上｣(集英社 2002 年刊)の改題改訂
【 TRC 新刊案内 1451 号】
ユーカリの北限
田島進 /著
239p 19cm 2005.8
【受贈 , 上毛 12/8】

知識ゼロからの世界の三大宗教入門
保坂俊司 /著 幻冬舎 /発 行
180p 21cm 2005.11 1300 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1450 号 】

1000 円
登記識別情報と立会の実務
群馬青年司法書士協議会 /編
民事法研究会 /発 行
191p 21cm 2005.11 3200 円
DVD,CD-ROM 付き 【TRC 新刊案内 1448 号】

県関係者の一般著作
育児不安の発生機序と対処方略
輿石薫 /著 風間書房 /発 行
178p 22cm 2005.11 6000 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1450 号 】

〔 2005.12 〕

寺内内閣時代(後藤新平 の

全仕事)

風景の中の環境哲学
桑子敏雄 /著 東京大学出版会発行
/
251,3p 20cm 2005.11 2800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1448 号 】
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ブログ魂
嶋田正邦 /著 あおば出版 /発 行
229p 19cm 2005.11 1200 円
著者は前橋市出身
【 TRC 新刊案内 1450 号 , 上毛 12/18】
三島由紀夫の二･二六事件 (文春新書475)
松本健一 /著 文藝春秋/ 発行
206p 18cm 2005.11 7100 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1448 号 】
南方熊楠と｢事の学｣
橋爪博幸 /著 鳥影社･ロゴス企画部 /発 行
260p 22cm 2005.11 2200 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1448 号 】

視聴覚資料
ALL TIME SUPER BEST(CD)
布袋寅泰 東芝 EMI 2005.12
【 TRC 新刊案内 1451 号】
CATALOGUE2005(CD)
BUCK-TICK BMG ﾌｧﾝﾊｳｽ
【 TRC 新刊案内 1451 号】

2913 円

2005.12

3800 円

震える大地(CD)
戸ヶ崎 隆 史/作 詞 南浩二 /作 曲
平成 18 年 2 月完成予定 【上毛 12/9 】
湯煙りの宿(CD)
榛名友里 /歌 上岡丈夫/ 作詞･作曲
徳間ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
2005.11 1143 円
榛名さんは妙義町、上岡さんは伊勢崎市在住
【 TRC 新刊案内 1449 号 , 上毛 11/7･ 12/9】

電子資料
事業概要 平成17年度版(平成16年度実績)(CD‑RO
M)
群馬県中央食肉衛生検査所 群馬県北部食肉衛
生検査所 /発行
1 枚 【受贈】
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〔 2005.12 〕

