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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年８月分
No.２９７

赤城山麓体験ノート
群馬県中部県民局中部行政事務所/発行
[2011] 31p 21cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 9 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

井上房一郎・人と功績
熊倉浩靖/著 みやま文庫/発行
2011.7 231p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 203 ）
井上氏は高崎市出身
著者は群馬県立女子大学群馬学センター副セン
ター長･教授
【購入、上毛 8/18】

・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。

えりあぐんま 第１７号 ２０１１
群馬地理学会/編集･発行
2011.7 71p 26cm

【 受 贈】

終わりなき道のり
田尻まさ/著 あさを社/発行
2011.8 107p 20cm
著者は錦栄商事(桐生市)社長

【受贈】

・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。

釜ノ口遺跡３（かまのくちいせきさん）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
2011.3 93p 写真図版 45p 30cm
【受贈】
上中西Ⅰ遺跡（かみなかにしいちいせき）集合住
宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会教育部文化財保護課/発行
2010.3 68p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

０ 総記
要覧 平成２２年度
群馬県立図書館/編集･発行
2010.7 32p 30cm

【 自館 作成 】

季刊考古学 第１１６号
特集･戦争と慰霊の考古学
雄山閣/発行
2011.8 116p 27cm 2400 円
｢戦争被災者の慰霊－群馬県の事例から－｣原田
恒弘(群馬県地域文化研究協議会)/著収録
【受贈】

1 哲学･宗教

北小校庭遺跡１（きたしょうこうていいせきいち）
伊勢崎市立北小学校改築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
2011.3 42p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

柳原山源英寺傳燈録
曹洞禅宗柳原山源英寺(前橋市)/発行
2011.7 94p 31cm
【 受贈 】

教育総合研究 日本教育大学院大学紀要 第４号
日本教育大学院大学/発行
2011.8 158p 26cm
斎藤喜博氏(玉村町生まれ)に関する記述あり
【受贈】

両毛の廃仏毀釈 栃木･群馬のタリバン
松原日治/著
[2011.8] 205p 19cm
著者は NPO 福祉葬儀会(伊勢崎市)会長【受贈】
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〔2011.9〕

蔵の町大間々 まち歩きマップ
群馬県立桐生工業高等学校平成 22 年度建設科
(建築コース)3 年/企画･制作
みどり市観光課/発行
[2011.8] 折りたたみ 30 × 42cm
日本語･英語･中国語で表記【受贈、上毛 8/2】

玉村戦国文書資料集
玉村町歴史資料館/発行
[2011.8] 1000 円(税込)
宇津木文書(大阪城天守閣所蔵)･石倉文書(相川
考古館所蔵)等を収録
【上毛 8/18】
つぶやきマエバシ 地元前橋人がつぶやく前橋の
ちょっとイイトコ。
前橋青年会議所前橋の未来創造委員会/作成
[2011.8] 114p【ぐんま経済 8/18、上毛 8/20】

ぐんま新発見ガイドブック
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部/発
行
[2011.8]
日本語･英語･中国語で表記
【上毛 8/27】

トランヴェール ２０１１・７月号
特集～今こそ地球環境を考える旅へ～星、森、水
の国、群馬。
ジェイアール東日本企画トランヴェール編集部
/企画･編集･発売 東日本旅客鉄道/発行
2011.7 48p 29cm
【 受 贈】

ぐんまちゃんの赤城山マップ
群馬県･前橋市･桐生市･沼田市･渋川市･みどり
市･昭和村/編集 群馬県/発行
2011.3 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

はばたけ群馬観光博覧会 ２０１１年秋冬版
群馬県観光国際協会/発行
[2011.9]
【上毛 8/30、桐生タイムス 8/30】

高校野球21世紀伝説 伝説の宝庫・甲子園の21世
紀を完全網羅
ベースボール･マガジン社/発行
2011.8 114p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 766 ）
斎藤佑樹氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1729 号】

FUJIOKA
藤岡市観光協会/作成
[2011.8]
業者向けに市内の魅力を提案するパンフレット
【上毛 8/8、ぐんま経済 8/18】

甲子園激闘の記憶
楊順行･佐々木亨/著
ベースボール・マガジン社/発行
2011.7 223p 18cm 900 円
（ ベースボール・マガジン社新書 054 ）
斎藤佑樹氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1728 号】

ベテラン力 極みに挑み続ける男達の才覚 侍ア
スリート対談
江口晃生/著 ぶんか社/発行
2011.8 191p 19cm 1200 円
著者は渋川市在住
【上毛 8/7、TRC 新刊案内 1726 号】

上野国群馬郡箕輪城主長野氏興廃史 増補版
栁澤佳雄[/編集･発行]
2010.7 1 冊 23cm
栁澤氏は箕輪城まつり奉賛会副会長 【受贈】

道の駅完全ガイド 関東・甲信・東北編
'11～'12
日本出版社/発行
2011.8 143p 21cm 952 円
群馬県の道の駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1729 号】

四季･元気･あったか･しんとう 榛東村観光ガイ
ドマップ
榛東村役場産業振興課/発行
[2011] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

明和まちあるきマップ
明和町役場経済建設課/発行
[2011.5] 折りたたみ 42 × 60cm

新ハイキング 臨時増刊号
群馬デスティネーションキャンペーン ググっと
ぐんまのハイキング
新ハイキング社/発行
2011.7 130p 21cm 480 円【購入、上毛 8/18】

〔2011.9〕

【受贈】

山あるき12カ月関東周辺 旬の時季に旬の山をあ
るく50コース
中田真二/著 JTB パブリッシング/発行
2011.8 159p 21cm 1600 円
浅間山、尾瀬ヶ原、谷川岳に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1727 号】
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るるぶ群馬 '12
JTB パブリッシング/発行
2011.8 157p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1727 号】

3 社会科学
学校基本調査結果速報 平成２３年度
群馬県企画部統計課(人口社会係)/発行
2011.8 19p 30cm
【 受 贈】

るるぶハイウェイドライブ首都圏発
JTB パブリッシング/発行
2011.8 93p 26cm 781 円
（ るるぶ情報版 ）
軽井沢、志賀高原・草津に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1729 号】

学校法人昌賢学園論集 第９号 ２０１０年
群馬医療福祉大学･群馬医療福祉大学短期大学
部/発行
2011.3 255,51p 26cm
【受贈】

るるぶ日帰り温泉関東周辺 '12
JTB パブリッシング/発行
2011.8 191p 26cm 857 円
（ るるぶ情報版 ）
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1729 号】

桐婦のあゆみ No.５２（２０１１）
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2011.7 101p 26cm

【受贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２４年度
群馬県教育委員会･前橋市教育委員会･高崎市教
育委員会･桐生市教育委員会･太田市教育委員会
･利根沼田学校組合教育委員会/発行
[2011.8] 72p 30cm
【 受贈】
群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２４年度
群馬県教育委員会･伊勢崎市教育委員会･太田市
教育委員会/発行
[2011.8] 17p 30cm
【 受贈】
群馬県訟務年報 平成２３年度版
群馬県総務部学事法制課/発行
2011 5p 30cm

【受贈】

群馬県男女共同参画基本計画（第３次）
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2011.3 81p 30cm
【 受 贈】
群馬県男女共同参画基本計画（第３次） 概要版
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
[2011] [8p] 30cm
【受贈】
ぐんま県民カレッジ講座一覧 平成２３年度
群馬県生涯学習センター｢ぐんま県民カレッジ
事務局｣ /発行
2011.7 55p 30cm
【 受 贈】
群馬社会福祉論叢 第３集
群馬医療福祉大学大学院/発行
2011.3 169p 26cm

【受贈】

ぐんまの社会資本 中学校社会科副読本 改訂版
群馬県/編集･発行
2011.7 20p 30cm
【受贈】
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〔2011.9〕

斎藤喜博の芸術的教育 世阿弥とシュタイナーと
喜博
冨山恵二/著 一莖書房/発行
2011.7 173p 19cm 2000 円
斎藤氏は玉村町生まれ【TRC 新刊案内 1729 号】
上毛民俗 ５５号
上毛民俗学会/編集･発行
2011.4 57p 21cm
スケッチ近代群馬の社会事業のあゆみ
－慈善から連帯へ－
一倉喜好/著
2011.8 395p 19cm
（ 朝倉だより 6 ）
著者は前橋市在住

4 自然科学
[浅間山融雪型火山泥流防災マップ]
[浅間山火山防災対策連絡会議/編集･発行]
[2011.8]
【東京 8/19】
軽井沢測候所９８年のあゆみ
東京管区気象台気候･調査課/編集
東京管区気象台/発行
2011.3 85p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚

【 受贈 】
上

群馬県野鳥メッシュ分布図 第８次鳥獣保護事業
計画(平成９～１３年度)及び第９次鳥獣保護事業
計画(平成１４～１８年度)市町村別鳥類生息密度
調査報告書から
日本野鳥の会群馬/編集･発行
2011.4 91p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

高崎経済大学論集 第５４巻第１号（通巻192号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2011.6 71p 26cm
【受贈】

後期高齢者医療広域連合年報 平成20～21年度
群馬県後期高齢者医療広域連合/発行
2011.3 102p 30cm
【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第１０号（２０１１）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2011.3 211p 26cm
【受贈】

財団法人群馬メディカルセンター地域医療資料館
企画展２０回のあゆみ
群馬メディカルセンター地域医療資料館冊子編
集委員/編集 群馬メディカルセンター/発行
2011.3 56p 30cm
【 受 贈】

地域に愛される大学のすすめ
オンデマンド授業流通フォーラム大学イノベー
ション研究会/編 三省堂/発行
2011.8 218p 19cm 1600 円
共愛学園前橋国際大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1727 号】

高崎医学 第６１巻（平成２２年）
高崎市医師会/発行
2011.7 177p 26cm

「地域力」の研究Ⅲ
高崎商科大学ネットビジネス研究所/編集･発行
2011.5 132p 26cm
（ 高崎商科大学叢書 第６号 ）
【受贈】
富岡製糸場の大絵馬を描いた｢小璧｣を探して
鹿島高光/著
[2011.5] [4p] 30cm
『青淵２０１１年５月号』より転載
著者は富岡製糸場世界遺産伝道師竜門社深谷支
部幹事
【受贈】

〔2011.9〕

【受贈】
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【 受 贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬の注文住宅 ２０１１夏秋
リクルート/発行
[2011.7] 380 円

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
浅間山168景
須藤敏幸/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.7 140p 24 × 26cm 2800 円
著者は安中市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1729 号】

【上毛 8/27】

中島飛行機と学徒動員
正田喜久/著 みやま文庫/発行
2011.7 255p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 202 ）
著者は太田市在住
【購入、上毛 8/16】

あずまかるた
東地区地域づくり協議会(前橋市)/作成
[2011.8] 500 円
【上毛 8/2】

はばたけ群馬･群馬企業立地のご案内
２０１１－２０１２
群馬県/作成
[2011.8] 59p A4 判
【ぐんま経済 8/18、群馬建設 8/23、毎日 8/25】

アルフォンス･ミュシャ展
リーフレット
高崎市美術館/編集･発行
2010.9 [8p] 30cm

生誕１５０年記念

栄光の球跡 ６０周年野球連盟史
群馬県野球連盟館林支部/発行
[2011.8] 270p A4 判

豚肉料理グルメマップ TONTONのまちまえばし
第７版
ようこそまえばしを進める会(前橋市)/発行
[2010.7] 41p 30 × 10cm
【受贈】

【受贈】

【上毛 8/2】

群馬の陶磁 皆澤焼
小山宏/著編 北群馬渋川郷土館/発行
2011.8 28p 30cm
【受贈】
群馬陸上競技年鑑 平成２３年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2011.3 362p 30cm

【受贈】

群馬陸上競技年鑑 平成２２年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2010.3 332p 30cm

【受贈】

群馬陸上競技年鑑 平成２１年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2009.3 350p 30cm

【受贈】

群馬陸上競技年鑑 平成２０年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2008.3 313p 30cm

【受贈】

交通年鑑 平成２２年
群馬県警察本部･群馬県交通安全協会/発行
2011.6 398p 30cm
【受贈】

群馬陸上競技年鑑 平成１９年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2007.3 265p 30cm

【受贈】

農業委員会業務概要 平成２２年度
前橋市農業委員会/発行
2011.7 55p 30cm

The rising generation ７
明田一久 星かおり
渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館/制作･発行
[2009.12] [6p] 30cm
【受贈】

6 産業
観光客数・消費額調査（推計）結果
群馬県観光物産課/発行
[2011.8] 10p 30cm

平成22年度
【 受贈】

ぐんまの産業観光ガイドブック２０１１
群馬県/発行
[2011.8] 36p 15 × 30cm
【桐生タイムス 8/31、日経 9/1、読売 9/3】

【 受贈 】

The rising generation ８
喜多村徹雄 外丸治
渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館/制作･発行
[2010.12] [6p] 30cm
【受贈】
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〔2011.9〕

島田忠幸展 プリニウス 変貌する犬
渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館/発行
[2010.3] [43p] 30cm
【受贈】
正田壌展 やさしきもの達への讃歌
高崎市美術館/発行
2011 63p 28cm
正田氏は旧新田町生まれ

9 文学

【受贈】

【受贈】

オー・ヘンリー傑作選 初訳新訳
オー・ヘンリー/著 清水武雄/監訳
角川学芸出版/発行
2011.7 318p 20cm 2400 円
（ 角川フォレスタ ）
清水氏は群馬大学名誉教授
湯沢博氏(元高崎高校教諭)の遺稿収録
【上毛 8/23】

手染め布で描く絵模様のパッチワーク 森山百合
子の虹色染めで作る
森山百合子/著 パッチワーク通信社/発行
2011.8 66p 26cm 1400 円
（ レッスンシリーズ ）
著者は群馬大学教育学部卒業
【TRC 新刊案内 1727 号】
年報 第３１号 平成２２年度実績
群馬県スポ－ツ振興事業団/発行
2011.8 63p 30cm

大平(おおたいら)の里 歌集
阿部功･阿部米子/著 あさを社/発行
2011.8 222p 20cm
著者は高崎市在住

かねこと 創刊号 個人詩誌
新井啓子/発行
[2011.8] 12p A5 判
著者は前橋市在住

【 受贈 】

藤牧義夫 生誕100年
藤牧義夫/著 群馬県立館林美術館/編集
求龍堂/発行
2011.7 155p 21cm 2000 円
｢生誕 100 年藤牧義夫展｣(2011 年 7 月)公式カ
タログ
著者は館林市出身 【TRC 新刊案内 1728 号】

【上毛 8/30】

金子みすゞの詩とたましい 生きる力がわく40の
詩と仏さまのことば
酒井大岳/文 金子みすゞ/詩 静山社/発行
2011.8 229p 15cm 619 円
（ 静山社文庫 A さ 1-2 ）
酒井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1729 号】

本田貴侶展 風の部屋から、そして羽化の時
渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館/発行
[2011.3] [43p] 30cm
【受贈】

関東地区高校生文芸大会作品集 第１３回
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2011.7 55p 21cm
【 受 贈】

水と緑と詩のまち前橋文学館収蔵資料目録
萩原朔太郎音楽資料編
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
発行
2011.3 14p 30cm
【 受贈 】

金婚 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 詩人会議出版/発行
2011.8 127p 21cm 1800 円(頒価)
著者は吉岡町在住

【受贈】

小池昌代 川をさかのぼって－｢水の町｣から｢コ
ルカタ｣へ
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2011.7 77p 26cm
（ 前橋文学館特別企画展 第 18 回萩原朔太郎
賞受賞者展覧会 ）
【受贈】

やさい王国昭和村フォトコンテスト入賞作品写真
集
｢やさい王国昭和村｣ＰＲプロジェクト/製作
群馬県昭和村企画課/発行
[2011.7] 20p 21 × 30cm 【受贈、上毛 8/8】

吾郎とゴロー
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2011.8 246p 16cm 495 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1729 号】

8 語学

終戦その時私は
[ケアハウス悠々くらぶ(前橋市)の入居者/著]
【上毛 8/16】
[2011.8]

〔2011.9〕
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小説あります
門井慶喜/著 光文社/発行
2011.7 352p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1727 号】
蝶

歌集
渡辺松男/著 ながらみ書房/発行
2011.8 247p 20cm 2600 円
（ かりん叢書 第 247 篇 ）
著者は太田市在住

みぎあしくんとひだりあしくん
大橋政人/文 ウンジン社/発行
[2011.8］
｢みぎあしくんとひだりあしくん｣(福音館書店)
がハングルに翻訳され韓国で出版
大橋氏はみどり市在住
【上毛 8/27、桐生タイムス 8/30】
宮澤賢治 雨ニモマケズという祈り
重松清･澤口たまみ･小松健一/著
新潮社/発行
2011.7 125p 22cm 1600 円
（ とんぼの本 ）
小松氏は東吾妻町育ち
【上毛 8/21】

【受贈】

東京震災記
田山花袋/著 河出書房新社/発行
2011.8 253p 15cm 570 円
（ 河出文庫 た 29-1 ）
【TRC 新刊案内 1729 号】

宮沢賢治絶唱かなしみとさびしさ
小林俊子/著 勉誠出版/発行
2011.8 8,332,29p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1727 号】

峠の老い桜 紙芝居
北川鎭/絵･脚本 遠山昭雄/監修
雲母書房/発行
2011.8 14 場面 B4 判 2300 円
北川氏は伊勢崎市在住
【いせさき 8/5、毎日 8/11、上毛 8/16】
猫柳 句集
野尻苹平/著 文學の森/発行
[2011.8] 2800 円
著者は太田市生まれ

もぐらのたわごと 随筆集
中根八郎/著
[2011.8] 130p B5 判
著者は藤岡市在住

【上毛 8/18】

落語家のやけ酒、祝い酒
立川談四楼/著 PHP 研究所/発行
2011.8 191p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1727 号】

【上毛 8/25】

飛火 第４０号
飛火の会/編集･発行
2011.7 126p 21cm 1000 円
｢詩三篇｣中野完二(高崎高校卒業)/著収録
【受贈】
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記４３
手をつなごう!の巻 栃木の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2011.8 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1729 号】

県関係者の一般著作
関東の名城を歩く 南関東編 埼玉・千葉・東京
・神奈川
峰岸純夫/編 齋藤慎一/編 吉川弘文館/発行
2011.8 16,297p 21cm 2300 円
峰岸氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1728 号】

「萩原朔太郎」の亡霊
内田康夫/著 角川書店/発行
2011.7 334p 20cm 2000 円
（ 内田康夫ベストセレクション ）
【TRC 新刊案内 1729 号】

記憶力がいままでの10倍よくなる法 何歳からで
も楽しく伸ばせる!
栗田昌裕/著 三笠書房/発行
2011.8 219p 19cm 1100 円
著者は群馬パース大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1728 号】

羽田桐柳 句集
羽田桐柳/著 新葉館出版/発行
2011.7 127p 15cm 1000 円
（ 川柳作家叢書 ）
著者は桐生市在住【受贈、桐生タイムス 8/12】

教科書では教えない機械設計製図
北條恵司/著 コロナ社/発行
2011.8 9,131p 21cm 2000 円
著者は群馬大学工学部機械工学科卒業
【TRC 新刊案内 1728 号】

文芸 第１８号
日本作家クラブ/発行
2011.6 132p 21cm 1350 円(頒価)
｢人はケモノに劣る｣小山宏(北群馬渋川郷土館
館長)/著収録
【受贈】
-7-

〔2011.9〕

教材別・単元展開の可能性に挑戦する 1
「お手紙」の授業
大越和孝･村田伸宏/編 東洋館出版社/発行
2011.8 71p 26cm 1300 円
村田氏は高崎市立吉井西中学校教頭
【受贈、TRC 新刊案内 1729 号】

優良土地を購入する３つの王道
ふれなびいせさき/発行
[2011.8] 73p A5 判
【いせさき 8/5】

高分子劣化・長寿命化ハンドブック
大澤善次郎/著 丸善出版/発行
2011.7 16,363p 27cm 15000 円
著者は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1728 号】

視聴覚資料

ことばの花びら エレン・ケイ『児童の世紀』よ
り
荒井洌/著 冨山房インターナショナル/発行
2011.7 112p 21cm 1800 円
著者は群馬医療福祉大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1727 号】

鬼石夏祭り（DVD）
鬼石祭囃子保存会/制作
[2011.8]
上町、三杉町、相生町の地区毎に収録
本町と仲町の２地区は今後制作検討中
【上毛 8/24】

最新事業戦略と事業計画の立て方がよ～くわかる
本 ビジネスモデルとビジネスプランの策定
志村和次郎/著 秀和システム/発行
2011.8 267p 21cm 1700 円
（ How ‐ nual 図解入門 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1729 号】

第４６回県高等学校総合体育大会開会式 中継
平成２３年５月１３日放送（DVD）
[群馬県教育委員会/企画] [群馬テレビ/制作]
2011
【受贈】
花かおる街ふじおか（DVD）
藤岡市観光協会/製作
2011 15 分
業者向けに市内の観光をＰＲするプロモーショ
ンＤＶＤ
【上毛 8/8、ぐんま経済 8/18】

首都圏大震災その予測と減災
角田史雄/著 講談社/発行
2011.7 222p 18cm 876 円
（ 講談社+α新書 480-2C ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1727 号】

MOTHER（CD）
布川桂子/歌
2010 10 曲
布川氏は前橋市生まれ

新藤兼人伝 未完の日本映画史
小野民樹/著 白水社/発行
2011.8 344,5p 20cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1728 号】

りょうもう麺の里うまくて五麺 食ときどき観光
の旅（DVD）
群馬県東部県民局東部行政事務所/制作
｢麺の里｣両毛五市の会/協力
[2011.8]
【受贈】

精神科医隠された真実 なぜ心の病を治せないの
か
斉尾武郎/著 東洋経済新報社/発行
2011.8 211p 19cm 1300 円
（ プレミア健康選書 ）
著者は群馬大学卒業【TRC 新刊案内 1729 号】
節電のツボまる分かりBOOK レジかごクーラーバ
ッグ付き
片亀光/監修 ｢ひるおび!｣制作スタッフ/編集
幻冬舎/発行
2011.7 16p 1200 円
片亀氏は玉村町在住
【上毛 8/14】

電子資料

皮膚科カラーアトラス 臨床像と組織像
石川治･田村敦志/編著 中外医学社/発行
2011.7 12,291p 27cm 14000 円
石川氏は群馬大学大学院医学系研究科皮膚科病
態学教授
田村氏は伊勢崎市民病院皮膚科部長
【TRC 新刊案内 1728 号】

〔2011.9〕

【上毛 8/27】
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