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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年７月分
No.２９６
発行日
発 行

平成 23(2011)年 8 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

2 歴史･伝記･地理
吾妻エリア 群馬ＤＣエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会吾妻地域部
会/発行
[2011.7] [16p] 30cm
【受贈、上毛 7/1、産経 7/5】

・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。

[あぜ道ハイキング]
昭和村商工会/作製
[2011.7] 5 枚 A4 判
コースマップ４種類と昭和村周遊バス｢あぐり
ーむ号｣時刻表
【受贈、上毛 7/7】

・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。

家の履歴書 今は亡きあの人篇
キネマ旬報社/発行
2011.6 293p 21cm 1800 円
小林桂樹氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1722 号】

群馬県立文書館収蔵文書目録 ２９
多野郡鬼石町譲原 山田松雄家文書
群馬県立文書館/編集･発行
2011.3 143p 30cm

【受贈】

双文 第２８号
群馬県立文書館/編集･発行
2011.3 165p 21cm

【受贈】

伊香保おそとdeゴハン/千圓セットメニュー酔待
草(よいまちぐさ) IKAHO GUIDE
渋川市･伊香保温泉観光協会･伊香保温泉旅館協
同組合/発行
2011.6 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、上毛 7/1、読売 7/1】
伊香保遊覧図 IKAHO GUIDE 其の一
渋川市･伊香保温泉観光協会･伊香保温泉旅館協
同組合/発行
2011.6 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈、上毛 7/1、読売 7/1】

【 受贈】

上ノ原Ⅰ・Ⅱ遺跡（うえのはらいち・にいせき）
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2011.3 20p 写真図版 12p 30cm
【受贈】

０ 総記

まえばしの図書館 平成２３年度
前橋市立図書館/編集･発行
2011.7 43p 30cm
要覧 平成２３年度
群馬県立図書館/編集･発行
2011.7 32p 30cm

永遠の一球 甲子園優勝投手のその後
松永多佳倫･田沢健一郎/著
河出書房新社/発行
2011.6 263p 19cm 1600 円
正田樹投手(桐生第一高校出身)に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1723 号】

【 自館 作成 】
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〔2011.8〕

小柏氏系譜と戦国武将
小柏正弘/著
2011.5 74p 26cm
著者は群馬県生まれ
小柏氏８００年の軌跡
小柏正弘/著
[2011] 230p 26cm
著者は群馬県生まれ

西部エリア 群馬ＤＣエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会西部地域部
会/発行
[2011.7] [16p] 30cm
【受贈、上毛 7/1、産経 7/5】

【受贈】

高崎おでかけナビ 行ける！みつかる！高崎を楽
しむためのお出かけマップ
高崎市観光課/発行
[2010.12] [8p] 30cm
【受贈】

【受贈】

観光ぐんま ２０１１ Summer & Autumn
群馬県･読売群馬広告社/発行
2011.6 [24p] 38cm
【 受贈】

東部エリア 群馬ＤＣエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会東部地域部
会/発行
[2011.7] [16p] 30cm
【受贈、上毛 7/1、産経 7/5】

甘楽町すごろくやってんべぇ
やってんべぇ委員会(甘楽町)/作成
[2011.7] 50 × 70cm
【上毛 7/14】
草津温泉 ２０１１夏・秋号
JTB コミュニケーションズ/制作
草津温泉観光協会/発行
2011.4 23p 30cm

ドナウの川風 日欧に虹を架けた男
回想集
山本ミヨ子(前橋市)/発行
2011.7 203p 22cm

利根･沼田エリア 群馬ＤＣエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会利根沼田地
域部会/発行
[2011.7] [16p] 30cm
【受贈、上毛 7/1、産経 7/5】

県央エリア 群馬ＤＣエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会県央地域部
会/発行
[2011.7] [16p] 30cm
【受贈、上毛 7/1、産経 7/5】

富岡製糸場歴史散歩 世界遺産候補を訪ねるハイ
キング JR東日本小さな旅
JR 東日本企画高崎支社/編集
群馬県･JR 東日本高崎支社/企画･発行
[2011.3] 四つ折り 30 × 44cm
【受贈】
新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅱ（にいさとちくい
せきぐんはっくつちょうさほうこくに）
桐生市教育委員会管理部文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2011.3 215p 30cm
【受贈】

【受贈】

松陰私語
松陰/著 峰岸純夫/校訂 八木書店/発行
2011.6 3,2,273,20p 22cm 13000 円
（ 史料纂集 ）
松陰は上野国新田庄の顧問僧として活躍した
峰岸氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1725 号】

日本百名山登山ガイド 上 北海道・東北 北関
東・尾瀬・日光
山と溪谷社/発行
2011.7 159p 21cm 1800 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
至仏山、武尊山、赤城山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1723 号】

上州電車の旅 渋川･吾妻地域在来線活性化協議
会だよりvol.７
渋川･吾妻地域在来線活性化協議会/編集･発行
2011.6 [8p] 30 × 11cm
【受贈】

日本百名山登山ガイド 中 上信越・秩父・多摩
南関東・北アルプス
山と溪谷社/発行
2011.7 159p 21cm 1800 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
谷川岳、草津白根山、四阿山、浅間山に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 1723 号】

人生に悩んだら「日本史」に聞こう 幸せの種は
歴史の中にある
ひすいこたろう･白駒妃登美/著 祥伝社/発行
2011.6 224p 19cm 1300 円
小栗上野介に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1722 号】

〔2011.8〕

【受贈】

【 受贈 】

熊野Ⅲ遺跡（くまのさんいせき）
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2010.11 8p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

佐藤錠太郎と郷土史研究
八木啓次/著 2011.4 [12p] 21cm
『群馬文化第３０６号』抜刷

山本崇夫／
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まるごと前橋Map
[前橋観光コンベンション協会/発行]
[2011] 四つ折り 60 × 42cm

伊勢崎市の教育 平成２２年度
伊勢崎市教育委員会事務局/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2010.9 146p 30cm

【受贈】

道の駅/地域産業振興と交流の拠点
関満博･酒本宏/編 新評論/発行
2011.7 255p 19cm 2500 円
川場田園プラザに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1725 号】

いちぐう 創立５０周年記念誌
さとみ保育園(高崎市)/発行
[2011.7] 393p B5 判

【受贈】

【上毛 7/13】

学校保健統計調査 群馬県結果（確報）
平成２２年度
群馬県企画部統計課/発行
2011.5 [21p] 30cm
【 受贈】

みどり市３カ国語観光グルメマップ
みどり市/発行
2011.7 16p 30cm
日本語、英語、韓国語で表記【受贈、上毛 7/2】

学校要覧 平成２３年度
群馬工業高等専門学校/発行
2011 54p 30cm

ようこそ！前橋赤城山 ２０１１年度版
るるぶ特別編集
JTB パブリッシング/企画編集
前橋市観光課/発行
2011 32p 26cm
【受贈】

【受贈】

学校要覧 平成２３年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2011 51p 30cm
【受贈】

｢吉岡村誌｣にみる野田宿森田家
森田均/発行
2011.6 16p 30cm
著者は吉岡町在住
【受贈、上毛 7/1】

群馬県行政文書件名目録 第２２集
明治期法務・雑事編
群馬県立文書館/編集･発行
2011.3 5,153p 30cm

<わたし>を生きる 女たちの肖像
島崎今日子/著 紀伊國屋書店/発行
2011.7 253p 19cm 1500 円
宇津木妙子氏(ルネサス高崎シニアアドバイザ
ー)に関する記述あり【TRC 新刊案内 1724 号】

きらきらきりゅう 創刊号
長島佳苗/発行
[2011.7]
長島氏は桐生市在住

【受贈】

フリーペーパー

群馬県学校安全の手引き
群馬県教育委員会/発行
2011.4 30p 30cm

【viva amigo 7/1】

【 受 贈】

群馬県議会史 第十巻 昭和62年4月－平成11年3
月
群馬県議会事務局/編集 群馬県議会/発行
【受贈】
2011.1 [27,]1373p 22cm

3 社会科学
いきいき子育てガイドブック 平成２３年度
子育て支援情報の御案内
桐生市保健福祉部子育て支援課/編集・発行
2011.4 26p 30cm
【 受贈 】

群馬県建設事業計画書 ２０１１年度
日本工業経済新聞社前橋支局/編集･発行
[2011.4] 332p 26cm [26250 円]
【購入、群馬建設 2/2】

いざという時のために災害について学ぶ ぐんま
の防災ガイドブック
上毛新聞社/発行
2011.6 153p 26cm 953 円
【TRC 新刊案内 1723 号】

群馬パース大学紀要 第１０号
群馬パース大学/発行
2010.9 107p 30cm

【受贈】

公営企業の概要 平成２３年度
群馬県企業局/編集・発行
2011 46p 30cm

【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２３年第１回
平成23年2月24日開会 平成23年3月22日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2011.6 5,248p 30cm
【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２３年度
２０１１
群馬大学総務部総務課広報係/編集
2011.6 49p 30cm
【受贈】
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〔2011.8〕

国立のぞみの園紀要 第４号 平成２２年度
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/編集･
発行
2011.6 129p 30cm
【受贈】

２１世紀を支える君たちへ 現代社会 政治・経
済 税と社会のかかわり 平成２３年度版 税に
関する資料 高校生用
群馬県教育委員会/監修
群馬県租税教育推進協議会/発行
2011 10p 30cm
【受贈】

こまちウエディング ２０１１秋号 群馬版
創刊第２号
ニューズライン/発行
2011.7 300 円
【ぐんま経済 7/7】
財政のあらまし 平成２３年６月
群馬県/発行
2011.6 46p 30cm

犯罪概況書 平成２２年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課/発行
2010 245p 30cm
【受贈】
前橋市小中学校校長会会誌 第６４号
前橋市小中学校校長会/発行
2011.7 44p 21cm
【 受 贈】

【 受贈 】

消防年報 ２０１１年（平成２３年）刊行
通信指令課/編集 高崎市等広域消防局/発行
2011.6 90p 30cm
【 受贈 】

前橋市の教育 平成２３年度
前橋市教育委員会管理部総務課/編集・発行
2011.7 110p 30cm
【受贈】

女性労働等実態調査結果報告書 平成２２年度
群馬県産業経済部労働政策課/編集･発行
2011.2 206,12,8p 30cm
【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2011 48p 21cm

女性労働等実態調査結果報告書 平成２２年度
概要版
群馬県産業経済部労働政策課/編集･発行
2011.2 16p 30cm
【 受贈 】

山口健三の筆子塚
渋川市郷土史研究会/発行
2011.4 14p 31cm

【 受 贈】

税に関する
要覧 平成２３年度
群馬県生涯学習センター/編集・発行
2011.7 22p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

定例市議会議案書 平成２３年第２回
（第１次送付分）
前橋市/発行
2011 51p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２３年第２回
（第２次送付分）
前橋市/発行
2011 10p 30cm

【受贈】

ライフ＆タックス 税金ってどんなもの？ 学習
してみよう。平成２３年度版 税に関する資料
中学３年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2011 10p 30cm
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２３年第２回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市/発行
2011 12p 30cm
【受贈】
利根沼田社会教育要覧 平成２３年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2011 49p 30cm
【受贈】

〔2011.8〕

【受贈】

山峡の学校史
花井信/著 川島書店/発行
2011.5 8,246p 22cm 4000 円
群馬県吾妻郡の地域学校史に関する記述あり
【受贈、TRC 新刊案内 1724 号】

女性労働等実態調査結果報告書 平成２２年度
（別冊）事業所聞き取り調査の結果
群馬県産業経済部労働政策課/編集･発行
2011.2 58p 30cm
【 受贈 】
税金ってなぁーに 平成２３年度版
資料 小学６年生用
群馬県租税教育推進協議会/発行
2011 10p 30cm

平成２３年度版
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群馬県地球温暖化対策実行計画 2011－2020
群馬県環境森林部環境政策課温暖化対策室/編
集･発行
2011 96p 30cm
【受贈】

4 自然科学
足湯、露天風呂はこんなにいらない 草津の歴史
から学ぶ「温泉論」
中澤芳章/著 リベルタス・クレオ/発行
2011.6 153p 21cm 1500 円
著者は桐島屋旅館(草津町)館主
【TRC 新刊案内 1726 号】
くらしに役立つ食品表示ハンドブック 全国食品
安全自治ネットワーク版 第4版
全国食品安全自治ネットワーク食品表示ハンド
ブック作成委員会/編集 群馬県/発行
2011.7 110p
21cm 305 円
【受贈】
天災と復興の日本史
外川淳/著 東洋経済新報社/発行
2011.7 222p 20cm 1500 円
天明浅間山大噴火に関する記述あり
【上毛 7/17、TRC 新刊案内 1723 号】

群馬建築 VOL.５１（２００５）
群馬建築士会/発行
2005.1 [ 35,] 178,35p 30cm

【受贈】

群馬建築 VOL.５３（２００７）
群馬建築士会/発行
2007.1 [12,]72,20p 30cm

【受贈】

群馬建築 VOL.５４（２００８）
群馬建築士会/発行
2008.1 [14,]70,21p 30cm

【受贈】

群馬建築 VOL.５５（２００９）
群馬建築士会/発行
2009.1 [14,]62,18p 30cm

【受贈】

群馬建築 VOL.５７（２０１１）
群馬建築士会/発行
2011.1 [14,] 68,14p 30cm

【受贈】

乱舞 第２０号 ２０１１
群馬昆虫学会(藤岡市)/発行
2011.4 139p 30cm

【受贈】

前橋市医師会医学講演集録
平成１９年度版
前橋市医師会/編集･発行
2011.6 156p 22cm

群馬県都市計画審議会議案 第１５７回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2011.6 8p 30cm
別添資料：添付図面 22p
【受贈】

【受贈】

群馬の地酒ガイドブック
群馬県/作成
[2011.7] 213p A5 判 450 円(税込)
【ぐんま経済 7/28】

第３１集

自然保護分野の市民活動の研究 三浦半島・福島
・天神崎・柿田川・草津の事例から
藤澤浩子/著 芙蓉書房出版/発行
2011.7 262p 22cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1724 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
会報 第３８号
群馬県食品工業協会/発行
2011.3 26p 30cm

田中正造たたかいの臨終 増補
布川了/著 随想舎/発行
2011.5 159p 18cm 1000 円
（ ずいそうしゃ新書 16 ）
【TRC 新刊案内 1723 号】

【 受贈 】

群馬県循環型社会づくり推進計画
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課/編集･
発行
2011.5 74p 30cm【受贈】
群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２２年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2011.7 55p 30cm
【 受贈 】
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日本絹の里紀要 第１３号（２０１０）
群馬県立日本絹の里/編集・発行
2011.3 74p 30cm
【受贈】

6 産業
茜雲 ２５ ２０１１年夏
８・１２連絡会(日航ジャンボ機御巣鷹山墜落
事故被災者家族の会)/編集・発行
2011.7 32p 30cm
【 受贈 】

乗合バス・乗合タクシーの運行方法等を見直した
実証運行を開始します 乗合バス・乗合タクシー
の運行方法
[安中市総務部企画課企画調整係/発行]
[2011.7] 8p 30cm
【受贈】

御巣鷹の謎を追う 日航123便墜落事故
米田憲司/著 宝島社/発行
2011.7 475p 16cm 648 円
（ 宝島 SUGOI 文庫 A よ-4-1 ）
【TRC 新刊案内 1725 号】

緑のカーテンガイドブック 緑のカーテンを東毛
地域に広めよう！ 地球温暖化対策はみんなの一
歩から
東部県民局地球温暖化対策地域協議会/発行
[2011.7] 14p 21cm
【 受贈】

関東・甲信越鉄道廃線跡ルートガイド 失われた
路線を求めて歩く26コース
西本裕隆/監修 メイツ出版/発行
2011.7 128p 21cm 1600 円
信越本線旧線(横川－軽井沢)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1725 号】

わたらせ渓谷鐵道の絵はがき
イワサキヒロシ/画
[2011.6] 8 枚 15 × 10cm
イワサキ氏は前橋市在住

ググっとぐんま鉄道スタンプラリー 群馬デステ
ィネーションキャンペーン特別企画 JR東日本小
さな旅
[上信電鉄・上毛電気鉄道・わたらせ渓谷鐵道
・東部鉄道･JR 東日本/発行]
[2011.7] 17p 30 × 11cm
【受贈】

【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県交通安全計画 第９次 （平成２３年度～
平成２７年度）
群馬県県土整備部交通政策課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2011.3 44p 30cm
【 受贈 】

県民芸術祭報告集 第３４回（平成２２年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2011.6 31p 30cm
【 受 贈】

群馬県交通安全実施計画 平成２３年度
群馬県県土整備部交通政策課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2011.6 46p 30cm
【 受贈 】

ジパング 31人の気鋭作家が切り拓く、現代日本
のアートシーン。
青幻舎/発行
2011.6 175p 26cm 2800 円
町田久美氏(群馬県生まれ)と山口晃氏(桐生市
育ち)の作品収録 【TRC 新刊案内 1722 号】

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場は
2011 40p 30cm

平成２２年度
水墨創世記
司修/画
月本昭男/訳 岩波書店/発行
2011.6 11,257p 23cm 3300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1722 号】

【受贈】

群馬県の蚕糸業と組合製糸の発展－歴史的展開と
碓氷製糸農業協同組合－
脇村春夫/著
2011.6 48p 30cm
【 受贈 】
ぐんまの果樹園MAP 旬のフルーツまるかじり
群馬県/発行
[2011.6] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈、上毛 7/20】

負けない奥義 柳生新陰流宗家が教える最強の心
身術
柳生耕一平厳信/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2011.5 174p 18cm 730 円
（ ソフトバンク新書 161 ）
上泉伊勢守秀綱に関する記述あり【上毛 7/14】

産業経済部施策概要 平成２３年度
群馬県産業経済部産業政策課/編集･発行
2011.4 62p 30cm
【 受贈 】

[山口薫全作品集]
山口薫/画
2011.7 640p A4 判

〔2011.8〕
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23810 円

【上毛 6/26】

こちょこちょこちょ 0 1 2歳児向き
内山晟/写真 ひかりのくに/発行
1 冊 15 × 15cm 600 円
（ ゆびあそびフォトえほん ）
内山氏は沼田市に疎開経験あり
【TRC 新刊案内 1722 号】

8 語学
“べぇ”の遺言 ばあちゃんの上州弁、思い出ア
ルバム
星野雅範/著
[2011.7] 224p A5 判 1500 円(税込)
著者は太田市在住
【上毛 7/15】

酒井大岳と読む金子みすゞの詩
酒井大岳/著 金子みすゞ/詩 ザ・ブック/発行
2011.6 167p 20cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1725 号】
上毛国語 第７６号
群馬県高等学校教育研究会国語部会/編集･発行
2011.3 94p 21m
【受贈】

9 文学

戦国業師列伝
津本陽/著 世界文化社/発行
2011.7 207p 19cm 1300 円
上泉伊勢守信綱の生きざまを描いた短編収録
【TRC 新刊案内 1726 号】

生きてるかい?
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2011.6 235p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 7/17、TRC 新刊案内 1724 号】

戦争と平和えの祈り
早川キヨ子/著
[2011.7] 10p A4 判
著者は邑楽町在住

慈しむ男
荒井曜/著 枻出版社/発行
2011.7 509p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 7/24、TRC 新刊案内 1724 号】
越境あたまゲキジョウ 詩集
塚越祐佳/著 思潮社/発行
2010.9 96p 21cm 2200 円
著者は前橋市在住

とうきょうのでんしゃ
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2011.6 16p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1722 号】

【受贈】

童話研究 第２３号
群馬童話研究会/編集･発行
2011.6 79p 26cm 1400 円

おにぎりなっぱ 再刊
野村たかあき/作 でくの房/発行
2011.6
著者は前橋市在住
【上毛 7/7】

風の街 No.３５（２０１１.７）
嶋田誠三/編集･発行
2011.7 112p 21cm 500 円
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

ドン・キホーテ異聞
國峰照子/著 思潮社/発行
2011.7 91p 21cm 2200 円
著者は高崎市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1726 号】

カエルの歌姫
如月かずさ/著 講談社/発行
2011.6 252p 20cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】
風のひろば 第四集
田島儀一/著
2011.7 71p 21cm
著者は伊勢崎市在住

【上毛 7/1】

なでなでなで 0 1 2歳児向き
内山晟/写真 ひかりのくに/発行
2011.6 1 冊 15 × 15cm 600 円
（ ゆびあそびフォトえほん ）
内山氏は沼田市に疎開経験あり
【TRC 新刊案内 1722 号】

【受贈】

苦い雨
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2011.6 347p 16cm 667 円
（ 中公文庫 ひ 21-7 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

【受贈】

群馬県立女子大学国文学研究 第三十一号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2011.3 57,47p 21cm
【受贈】
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虹狩 歌集
高田香澄/著 ふらんす堂/発行
2011.7 150p 19cm 2381 円
（ 新輯覇王樹叢書 第 214 篇 ）
著者は太田市在住

県関係者の一般著作

日本語を味わう名詩入門 ４ 山村暮鳥
山村暮鳥/著 萩原昌好/編 あすなろ書房/発行
2011.6 95p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1722 号】

アザラシの赤ちゃん
小原玲/著 文藝春秋/発行
2011.7 1 冊 16cm 790 円
（ 文春文庫 お 59-1 ）
著者は群馬県立前橋高等学校卒業
【上毛 7/31、TRC 新刊案内 1725 号】

日本文化私観
坂口安吾/著 中央公論新社/発行
2011.7 17,363p 18cm 1850 円
（ 中公クラシックス J44 ）
【TRC 新刊案内 1725 号】

動かしながら治す動体療法 ギックリ腰、腰痛、
寝違え、坐骨神経痛 決定版
大島正樹/著 出帆新社/発行
2011.6 229,7p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1724 号】

｢雲雀の会｣詩集 創刊号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発行
2008.2 15p 30cm
【受贈】

学校ボランティアハンドブック 支援の必要な子
ども、教師、学校とのかかわり方Q&A
霜田浩信･会沢信彦/著 ほんの森出版/発行
2011.6 95p 21cm 1000 円
霜田氏は群馬大学教育学部准教授
【TRC 新刊案内 1722 号】

【受贈】

｢雲雀の会｣詩集 第２号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発行
2009.2 16p 26cm
【受贈】

心を動かす音の心理学 行動を支配する音楽の力
齋藤寛/著 ヤマハミュージックメディア/発行
2011.6 191p 19cm 1500 円
著者は前橋市出身
【上毛 7/10】

｢雲雀の会｣詩集 第３号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発行
2010.2 12p 26cm
【受贈】

田中博史の楽しくて力がつく算数授業55の知恵お
いしい算数授業レシピ 2
田中博史/著 文溪堂/発行
2011.7 126p 24cm 1600 円
（ hito*yume book ）
著者は共愛学園前橋国際大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 1726 号】

日々のあれこれ 目白雑録 ４
金井美恵子/著 朝日新聞出版/発行
2011.6 275p 19cm 1700 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1722 号】
文学館友の会詩サークル「雲雀の会」詩集
平成二十年十一月十一日文学館友の会展示会のた
めに
[前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発
行]
[2010.11] 9p 21 × 30cm
【受贈】

3.11後日本経済はこうなる!
池田信夫･小黒一正/著 朝日新聞出版/発行
2011.6 206p 18cm 700 円
（ 朝日新書 303 ）
池田氏は上武大学経営情報学部教授
【TRC 新刊案内 1722 号】

文学館友の会文化祭詩グループ「雲雀の会」(詩)
平成十八年度
[前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発
行]
【受贈】
[2006] 10p 21 × 30cm
文学館友の会文化祭詩グループ「雲雀の会」詩集
平成２１年度
[前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発
行]
[2009.11] 16p 15 × 22cm
【受贈】

システム計測工学 ポイントでわかる機械計測の
基礎と実践
永井健一･丸山真一/共著 森北出版/発行
2011.6 7,143p 22cm 2400 円
永井氏は群馬大学大学院工学研究科機械システ
ム工学専攻教授
丸山氏は群馬大学大学院工学研究科准教授
【TRC 新刊案内 1723 号】

マゾ森の夏休み
川渕圭一/著 おかべりか/絵 汐文社/発行
2011.7 254p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1726 号】

自然環境と農業・農民 その調和と克服の社会史
新井鎮久/著 古今書院/発行
2011.7 5,246p 22cm 6800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1725 号】

〔2011.8〕
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実践ヨーガ療法 ストレス社会に対応するバラン
スのとれた心身をつくる
木村慧心/著 ガイアブックス/発行
2011.6 140p 25cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

日本全国の電車
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2011.6 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 5 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1722 号】

私道・境界・日照の法律相談 第1次改訂版
野辺博/編著 野間自子/ほか著 学陽書房/発行
2011.6 349p 21cm 3400 円
野辺氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1722 号】

人間修理屋 鍼師川井健董
岡田幸夫/著 川井健董/監修 郁朋社/発行
2011.7 242p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

縄文時代
能登健/著 河出書房新社/発行
2011.6 111p 23cm 2800 円
（ 列島の考古学 ）
著者は群馬大学・放送大学(群馬)の非常勤講師
【TRC 新刊案内 1722 号】

認知症ケアができる人材の育て方 全図解イラス
ト
田中元/著 ぱる出版/発行
2011.7 191p 21cm 2500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1725 号】

スマートフォンのすすめ 手のひらのクラウドで
未来を生きる
小林雅一/著 ぱる出版/発行
2011.7 191p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1726 号】

ネイティブならそうは言わない 日本人が習わな
い英語
デイビッド･セイン・小池信孝/著
ディスカヴァー・トゥエンティワン/発行
2011.6 247p 18cm 1000 円
（ ディスカヴァー携書 065 ）
小池氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1723 号】

生活の中で診る 精神科医・中澤正夫著作集
中澤正夫/著 萌文社/発行
2011.6 277p 21cm 1905 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1724 号】

はじめての人のためのテスターがよくわかる本
基本のキホンからフル活用法まで!!
小暮裕明/著 秀和システム/発行
2011.7 223p 21cm 1600 円
（ 図解入門 How ‐ nual ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

セックス嫌いな若者たち
北村邦夫/著 メディアファクトリー/発行
2011.6 188p 18cm 740 円
（ メディアファクトリー新書 031 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1724 号】

福島第一原発事故を検証する 人災はどのように
しておきたか
桜井淳/著 日本評論社/発行
2011.7 167p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1726 号】

戦国時代の足利将軍
山田康弘/著 吉川弘文館/発行
2011.7 6,205p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 323 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

放射能を防ぐ知恵 食・暮らし・エネルギーの話
小若順一･今井伸/著 三五館/発行
2011.7 125p 21cm 1200 円
今井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1723 号】

中学受験は社会で合格が決まる 地理・歴史とく
ればお父さん、出番ですよ!
野村恵祐/著 講談社/発行
2011.6 248p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1725 号】

ほんの1分で一生が変わる魔法のかたづけ術
小松易/著 PHP 研究所/発行
2011.7 175p 24cm 1200 円
（ PHP ビジュアル実用 BOOKS ）
著者は高崎経済大学出身
【TRC 新刊案内 1723 号】

終の棲家を求めて ある内科医が挑戦した25年の
記録
中村美和/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2011.3 238p 19cm 1429 円
著者は前橋市生まれ
【受贈、日経 4/17】

民事訴訟法
小林秀之･原強/著 弘文堂/発行
2011.7 12,332p 26cm 3000 円
（ 新・論点講義シリーズ 9 ）
原氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1724 号】

通貨戦国時代 円高が続く本当の理由
小口幸伸/著 朝日新聞出版/発行
2011.7 213p 18cm 700 円
（ 朝日新書 305 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1726 号】
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視聴覚資料

電子資料

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３１回（CD）
カメラータ･トウキョウ/発売
2011 79 分
【受贈】
赤貧洗うがごとき 田中正造と野に叫ぶ人々
（DVD)
共同企画ヴォーロ/発売
[2011.7] 3500 円(税込)
【上毛 7/13】
黄昏のとき/私は、いまも…（CD)
葵美音/歌 中村たいへい/編曲
[2011.7] 2 曲
葵氏は太田市在住
中村氏は伊勢崎市在住
[地域における建設業の姿
動]（DVD）
群馬県建設業協会/作製
[2011.7] 7 分

【上毛 7/7】

これまでの協会の活
【群馬建設 7/1】

届け 空高く（CD)
林君子/作詞 プロジェクト･ペランギ/制作
[2011.7] 4 曲 1000 円
林氏は前橋市在住
プロジェクト･ペランギは群馬県内の音楽家有
志で作る団体
【群馬よみうり 7/22】
葉月の約束/扉（CD）
夏川陽子/作詞･歌 AMAzeus・熊倉功二/作曲
サウストゥノースレコーズ/発売
2011.8 2 曲 1000 円(税込)
夏川氏は桐生市出身
【上毛 7/17、桐生タイムス 7/19、viva amigo 7/22】
Be

a Gorgeous（ビー ア ゴージャス）（CD）
M/歌 夏川陽子/作詞 山本重夫/作曲
サウストゥノースレコーズ/発売
2011.7 1000 円(税込)
夏川氏は桐生市出身
【上毛 7/17、桐生タイムス 7/19、viva amigo 7/22】
ふるさと散歩道 水と緑と詩の街（DVD）
新井克昌/制作
[2011.7] 55 分
30 年前の前橋の風景を収録
新井氏は前橋市在住
【上毛 7/5】
前橋だんべえ踊り（CD）
前橋だんべえ踊り協会/監修
スワンスタジオフェイ(作能小百合)/製作
土師一雄/編曲 阪本梅成/歌
[2005] ５曲
【受贈】

〔2011.8〕
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