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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年６月分
No.２９５

企画展 第９１回
親鸞と妙安寺－そして、知られざる上州の真宗門
徒－
群馬県立歴史博物館/発行
2011.4 103p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 7 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

東日本の山岳信仰と講集団 山岳信仰と地域社会
続
西海賢二/著 岩田書院/発行
2011.5 233p 21cm 2800 円
関東の榛名講に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1720 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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
安中城Ⅰ･Ⅱ（あんなかじょういち･に） 安中市
文化センター駐車場建設事業･安中市立安中小学
校校舎建て替え事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
安中市教育委員会/編集･発行
2011.3 40p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

０ 総記
紀要 第４６号（平成２２年度）
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2011.3 72p 30cm
【 受贈 】

大泉町ブラジルショップガイドマップ
大泉町商工会/発行
[2011.6] 四つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 6/9】

群馬県公立図書館等の振興方策について－答申－
群馬県社会教育委員会議/発行
2011.3 63p 30cm
【 受贈 】
群馬美少女図鑑 2011 SAMMER
トロワデザイン(高崎市)/発行
2011.5 79p 21cm

vol.10

太田市内遺跡６（おおたしないいせきろく）
平成２１年度調査
群馬県太田市教育委員会/編集･発行
2011.3 63p [写真図版 8p] 30cm 【受贈】

color

【 受贈 】

太田市の中世遺物（新田荘･陶磁器編）
太田市教育委員会文化財課/発行
2011.3 [8p] 30cm
【受贈】
霞が関半生記 5人の総理を支えて 新装増訂刷
古川貞二郎/著 佐賀新聞社/発行
2011.3 256p 22cm 1905 円
小渕内閣に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1720 号】
合本・真似のできない仕事術 27人分の仕事術が
1冊に。
マガジンハウス/発行
2011.7 115p 29cm 648 円
糸井重里氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1721 号】
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〔2011.7〕

軽井沢・草津 [2011]
JTB パブリッシング/発行
2011.6 191p 21cm 880 円
（ 楽楽 らくらくにっぽん、再発見! ）
【TRC 新刊案内 1718 号】

山岳逍遥
髙橋洋/著
2011.5 202p 26cm
谷川連峰、尾瀬、西上州の山に関する記述あり
著者は伊勢崎市生まれ
【受贈】

川俣宿のおはなし 屋号を訪ねて
石川照子/切り絵 石島秀一/おはなし
塩谷正久/川俣宿の歴史
明和町教育委員会/編集･発行
2011.3 37p 21 × 30cm
【受贈】

下高田上原遺跡 下高田原Ⅳ遺跡 (松義東部地
区遺跡群) （しもたかたかみはらいせき しも
たかたはらよんいせき (まつぎとうぶちくいせ
きぐんいち)） 県営畑地帯総合整備事業松義東
部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
2011.3 157p 写真図版 72p 付図 16 枚 30cm
【受贈】

企画展 第９０回
洛中洛外図屏風に描かれた世界
群馬県立歴史博物館･米沢市上杉博物館･林原美
術館･立正大学文学部/編集 三館共同企画展
『洛中洛外図屏風に描かれた世界』プロジェク
トチーム/発行
2011.3 136p 30cm
【受贈】

武田遺領をめぐる動乱と秀吉の野望 天正壬午の
乱から小田原合戦まで
平山優/著 戎光祥出版/発行
2011.6 280p 19cm 2500 円
上野をめぐる争乱に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1719 号】

君は隅田川に消えたのか 藤牧義夫と版画の虚実
駒村吉重/著 講談社/発行
2011.5 348p 20cm 2300 円
藤牧氏は館林市出身【TRC 新刊案内 1718 号】

秩父事件研究・顕彰 Ｎｏ．１７
秩父事件研究顕彰協議会/発行
2011.3 70p 26cm

草津・伊香保・四万 [2011]
JTB パブリッシング/発行
2011.6 143p 21cm 880 円
（ 楽楽 らくらくにっぽん、再発見! ）
【TRC 新刊案内 1718 号】

なまら内村鑑三なわたし 二つの文化のはざまで
ミシェル・ラフェイ/著 柏艪舎/発行
2011.5 271p 19cm 1700 円
（ ネプチューン<ノンフィクション>シリーズ ）
【TRC 新刊案内 1719 号】

群馬・折々の散歩道
群馬県信用保証協会/発行
[2011.6]

新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅱ
桐生市教育委員会管理部文化財保護課/編著
桐生市教育委員会事務局/発行
2011.3 215p 30cm
【受贈】

【上毛 6/23】

群馬県指定史跡造石法華経供養遺跡－石造宝塔等
保存修理事業報告書－
甘楽町教育委員会/編集･発行
2011.3 [4p] 30cm
【受贈】

新田郡衙と東山道駅路予稿集 平成２２年度文化
財シンポジウム
太田市教育委員会/編集･発行
2011.2 43p [巻頭写真 8p] 30cm 【受贈】

ぐんま 群馬デスティネーションキャンペーン総
合 ガ イ ド ブ ッ ク 2011年 7月 1日 (金 )－ 9月 30日
(金)
[群馬県/発行]
【 受贈】
[2011.6] 55p 30cm

諸戸菅原地区遺跡群（もろとすがわらちくいせき
ぐん） 団体営中山間総合整備事業諸戸菅原地区
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2011.3 173p 写真図版 49p 付図 4 枚 30cm
【受贈】

上野新田氏
田中大喜/編著 戎光祥出版/発行
2011.6 377p 21cm 6300 円
（ シリーズ・中世関東武士の研究 第 3 巻 ）
【TRC 新刊案内 1720 号】

花みて団子 ぐんまの真ん中花あるきガイドマッ
プ
群馬県中部県民局/発行
[2009] 40p 21cm
【受贈】

斎藤佑樹
スポーツ伝説研究会/著 汐文社/発行
2011.4 169p 20cm 1400 円
（ SPORTS LEGEND ）
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1718 号】

〔2011.7〕

【受贈】

まちなか散策ガイド
まちづくりを考える研究グループロマンロード
(館林市)/製作
2010.6 [8p] 15cm
【受贈】
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民乱の時代 秩父農民戦争と東学農民戦争
河田宏/著 原書房/発行
2011.5 273p 20cm 2000 円
秩父事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1719 号】

群馬県議会会議録 平成23年2月定例会
自平成23年2月16日 至平成23年3月10日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2011.5 6,349p 30cm
【受贈】

ユウキ語録 斎藤佑樹に勇気をもらう66の言葉
斎藤佑樹研究会/著 鹿砦社/発行
2011.6 151p 19cm 838 円
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1721 号】

群馬県議会史 第十巻
群馬県議会事務局/編集
2011.1 1373p 22cm

群馬県議会/発行
【受贈】

群馬県教育文化事業団要覧 平成２３年度
群馬県教育文化事業団/発行
2011 30p 30cm
【受贈】
群馬県の治安情勢 平成２３年版
群馬県警察本部/発行
2011 12p 30cm

3 社会科学

【受贈】

群馬県立県民健康科学大学紀要 第６巻
群馬県立県民健康科学大学/発行
2011.3 118p 30cm
【受贈】

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
【上毛 6/27、TRC 新刊案内 1723 号】

群馬司法書士新聞 震災対策特別号 第2号
群馬司法書士会/発行
【上毛 6/16】
2011.6 [20p] A4 判

伊勢崎市統計書 平成２２年版
伊勢崎市役所/編集
2011.6 81p 30cm

【 受贈 】

群馬大学工業会報 No.１４３
群馬大学工業会/発行
2011.3 61,15p 30cm

【受贈】

【 受贈 】

群馬歴史民俗 第３２号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2011.3 128p 21cm

【受贈】

【受贈】

高体連 第６１号（平成２２年度）
群馬県高等学校体育連盟/編集･発行
2011.5 222p 30cm

【受贈】

おもしろ科学教室 第２１集
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2011.3 48p 30cm
学校要覧 平成２３年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
2011 39p 30cm

共愛学園前橋国際大学民俗調査報告書 第２集
判形の民俗と一年の行事 －群馬県吾妻郡高山村
判形－
小野博史/編集
共愛学園前橋国際大学国際社会学部/発行
2011.2 6,59p 26cm
【受贈】
共愛学園前橋国際大学論集 第１１号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2011.3 116p 30cm

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４６巻第２号 通巻７５号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2011.3 51p 26cm
【受贈】
施策の概要 平成２３年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
2011 58p 30cm

【受贈】

獅子舞雑記ノート ４５
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2011.6 48p 21cm
羽場の獅子舞(みなかみ町)に関する記述あり
【受贈】

教育要覧 平成２３年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所/発行
2011 7p 30cm
【受贈】
業務概要 平成２２年度
群馬県立点字図書館/発行
2011.5 25p 30cm

【受贈】

上武大学教育研究センター年報 第３号
平成２１年度
上武大学教育研究センター/編集・発行
2011.3 159p 30cm
【受贈】

【 受贈 】
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〔2011.7〕

上武大学教育研究センター年報 第２号
平成２０年度
上武大学教育研究センター/編集・発行
2010.9 120p 30cm
【受贈】

4 自然科学

女性就業支援調査報告書
群馬県産業経済部労働政策課/編集･発行
2011.3 45p 30cm
【 受贈 】
「住まい･まちづくり担い手事業」報告書
かんのんまちづくりの会事務局(桐生市)/発行
[2011.6] 二つ折り 60 × 42cm
【受贈、桐生タイムス 6/8】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2011.3 168p 30cm

健康福祉統計年報 平成２３年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2011.3 361p 30cm
【受贈】
死の谷間母の言葉で生まれ変わる－クロッカスの
香り
藤田三四郎/著 新葉館出版/発行
2011.2 323p 20cm 2000 円
栗生楽泉園に関する記述あり
著者は草津町在住
【受贈】

【 受贈 】
５月定例県議会
【受贈】

【受贈】

前橋市公民館事業概要 平成２２年度実績
前橋市教育委員会/発行
[2011.3] 201p 30cm
【受贈】

〔2011.7〕

【受贈】

ぐんま食育こころプラン ２０１１－２０１５
群馬県食育推進計画（第２次） 概要版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2011.3 [8p] 30cm
【受贈】

【受贈】

第１４号

要覧 平成２３年度 ２０１１
西部教育事務所/発行
2011 7p 30cm

２０１１－２０１５

ぐんま食育こころプラン ２０１１－２０１５
群馬県食育推進計画（第２次）
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2011.3 103p 30cm 940 円
【受贈】

東京福祉大学赤い羽根共同募金部会設立５周年記
念誌
[東京福祉大学(伊勢崎市)/発行]
[2010] [36p] 30cm
【受贈】

補正予算説明書 平成２３年度
群馬県/発行
2011 257p 30cm

群馬県食品安全基本計画
概要版
群馬県/発行
2011.3 [8p] 30cm

【受贈】

群馬県立自然史博物館自然史調査報告書 第５号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2011.3 116p 30cm
【受贈】

地方公務員のための仕事学 「愛郷一念」からの
提言
唐澤太市/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.6 9,243p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/11･12、TRC 新刊案内 1721 号】

藤岡市の獅子舞
石川博司/著 多摩獅子の会
2011.4 52p 21cm

２０１１－２０１５

群馬県立自然史博物館研究報告 １５号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2011.3 191p 30cm
【受贈】

創立６０周年記念誌
群馬県母子寡婦福祉協議会/編集･発行
2009.10 89p 30cm
【受贈】

定例県議会議案 平成２３年５月
群馬県/発行
2011 109p 30cm

群馬県食品安全基本計画
群馬県/編集・発行
2011.3 106p 30cm

【受贈】

-4-

5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

関東の酒蔵二百十七景 淡彩スケッチで描く
加藤忠一/著 ギャラリーパスタイム/発行
2011.5 72p 26cm
群馬県の酒蔵に関するスケッチあり 【受贈】

企業サポートガイド 平成２３年度
群馬県産業経済部産業政策課/編集･発行
2011 84p 30cm
【受贈】
近代の産業遺産をたずねる
日本修学旅行協会/編 山川出版社/発行
2011.5 177p 図版 16p 19cm 1500 円
富岡製糸場と桐生の繊維産業関連遺産に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 1719 号】

関東の名城を歩く 北関東編 茨城・栃木・群馬
峰岸純夫･齋藤慎一/編 吉川弘文館/発行
2011.6 15,274p 21cm 2200 円
峰岸氏は群馬県生まれ
【上毛 6/7･26、TRC 新刊案内 1720 号】
群馬県環境基本計画 ２０１１－２０１５
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2011.3 141p 30cm
【受贈】

ぐんま農業はばたけプラン
平成２３年度～２７年度
群馬県/発行
2011.3 72p 30cm

群馬県環境基本計画 ２０１１－２０１５
概要版
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2011.3 31p 30cm
【 受贈 】

交通事故相談の概要 平成２２年度
群馬県県土整備部交通政策課･群馬県交通事故
相談所/編集・発行
2011.5 9p 30cm
【受贈】

群馬県水防計画 平成２３年度
群馬県/発行
2011 385p 31cm

旅が10倍面白くなる観光列車 SLからイベント列
車まで
野田隆/著 平凡社/発行
2011.5 207p 18cm 760 円
（ 平凡社新書 588 ）
わたらせ渓谷鐵道と上毛電鉄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1718 号】

【受贈】

古民家等活用検討会活動の記録報告書
かんのんまちづくりの会(桐生市)/編集
2011.2 9p 30cm
【受贈、桐生タイムス 6/8】

やまどり 桐生猟友会広報
[桐生猟友会/発行]
2011.5 6p 26cm

幸せがやってくる明るく楽しい毎日
「知恵のワ」グループ/編
ホームメイト(前橋市)/発行
2011.4 190p 21cm 1333 円
【TRC 新刊案内 1720 号】

基本計画
【 受 贈】

第９０号
【受贈】

利根川・渡良瀬川合流域に形成された水場景観保
存計画(利根川・渡良瀬川合流域の｢水場｣景観保
存計画改訂版)－群馬県板倉町－
板倉町教育委員会/発行
2011.3 248p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】
ふじおかグルメまっぷ
藤岡商工会議所/発行
[2011.6] 折りたたみ

37 × 52cm
【受贈、上毛 6/2】

水質年報 平成２１年度
群馬県企業局水質検査センタ－/編集･発行
2011.3 144p 30cm
【自館作成】
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
小林弘画集
小林弘/発行
2011.5 [56p] 30cm
小林氏は前橋市在住

9 文学
老イニモ負ケズⅢ
倉田東平/著 個人誌｢定年のち時々青春｣/発行
2011.6 349p 19cm 1900 円
著者は高崎市在住
【受贈】

【受贈】

ボートレース24場完全攻略ガイド 全国ボートレ
ース勝ち歩き! 改訂版
桧村賢一/著 三恵書房/発行
2011.7 207p 21cm 1500 円
桐生競艇場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1721 号】

おさご袋 歌集
福田久江/著 あさを社/発行
2011.4 225p 20cm
（ 黄花叢書 第 70 篇 ）
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 6/5】
金井美恵子の想像的世界
芳川泰久/著 水声社/発行
2011.6 275p 20cm 2800 円
（ 水声文庫 ）
金井美恵子氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1719 号】

りょうもうの美術館 訪ねてみよう ポケットガ
イド
群馬県立館林美術館/発行
2010 31p 15cm
群馬県立館林美術館開催｢りょうもうの美術館
名品展－こんな素敵なコレクションがあった。
－｣企画展示(2010 年 9 月)関係資料 【受贈】

金婚亜暇(きんこんあいとま)
石田兵庫/著
[2011.6]
著者は渋川市在住

初歌集
【上毛 6/9】

坂口安吾盗難事件
東直己･坂口安吾/著 柏艪舎/発行
2011.2 274p 19cm 1500 円
（ 文芸シリーズ ）

8 語学

【上毛 6/5】

片品村のことばと生活－子どもたちの未来のため
に－
篠木れい子･新井小枝子/編著
片品村教育委員会/発行
2010.3 [187,]28p 21cm
付属資料：CD-ROM1 枚
篠木氏は群馬県立女子大学教授
新井氏は群馬県立女子大学非常勤講師
【受贈、上毛 6/11、ぐんま経済 6/30】

その日まで
吉永南央/著 文藝春秋/発行
2011.5 261p 20cm 1667 円
（ 紅雲町珈琲屋こよみ ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【上毛 6/12、TRC 新刊案内 1719 号】
だからなに 歌集
小林靄/著
[2011.6] 120p 四六判
著者は高崎市在住
沼光 歌集 第２６号
館林歌人クラブ/発行
2011.5 115p 22cm 1500 円

【上毛 6/14】

【受贈】

一人で行く。花の五大陸世界遺産の旅－失われた
文明と地球の驚異と－
石井昭子/著 鳥影社/発行
2011.6 340p 20cm 1500 円
著者は高崎市生まれ
【受贈】
｢雲雀の会｣詩集 第４号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣/発行
2011.3 22p 30cm
【 受 贈】

〔2011.7〕
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淵

淵

短歌同人誌 第１９０号
淵の会/発行
2011.3 40p 21cm 500 円
｢雲の柱・月の影｣松田治男(群馬県在住)/著収
録
【受贈】

県関係者の一般著作
営業マンは理系思考で売りなさい
菊原智明/著 東洋経済新報社/発行
2011.6 220p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1719 号】

短歌同人誌 第１９１号
淵の会/発行
2011.3 40p 21cm 500 円
｢地球の割礼｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

本の魔法
司修/著 白水社/発行
2011.6 264p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1721 号】

ガイドブック成年後見制度 そのしくみと利用法
第２版
清水敏晶/著
成年後見センター･リーガルサポート/監修
法学書院/発行
2011.6 11,200p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1720 号】

魔法使いの国の掟 リオデジャネイロの詩と時
福嶋伸洋/著 慶應義塾大学出版会/発行
2011.6 11,256p 20cm 2200 円
著者は群馬県立女子大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 1721 号】

学校事故知っておきたい!養護教諭の対応と法的
責任 増補版
入澤充/著 時潮社/発行
2011.5 148p 30cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1719 号】

萬葉集に歴史を読む
森浩一/著 筑摩書房/発行
2011.2 236p 15cm 950 円
（ ちくま学芸文庫 モ 13-1 ）
上野国歌に関する記述あり

【朝日 6/7】

社会的経済が拓く未来 危機の時代に「包摂する
社会」を求めて
大沢真理/編著 ミネルヴァ書房/発行
2011.6 5,257p 22cm 5000 円
大沢氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1720 号】

道

ありがとう－上－ 詩集
高橋勝嘉/著 あさを社/発行
2011.6 325p 19cm
著者は前橋市生まれ
【受贈、上毛 6/12】

女性表象の近代 文学・記憶・視覚像
関礼子/著 翰林書房/発行
2011.5 447p 22cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1721 号】

道

ありがとう－下－ 詩集
高橋勝嘉/著 あさを社/発行
2011.6 325p 19cm
著者は前橋市生まれ
【受贈、上毛 6/12】

震災恐慌! 経済無策で恐慌が来る!
田中秀臣･上念司/著 宝島社/発行
2011.6 223p 18cm 1238 円
田中氏は上武大学ビジネス情報学部教授
Stataで計量経済学入門 第2版
筒井淳也･平井裕久/著 ミネルヴァ書房/発行
2011.5 8,276p 21cm 3000 円
平井氏は高崎経済大学経済学部准教授
【TRC 新刊案内 1719 号】

南から 続 歌集
角田親俊/著 いそざき印刷/発行
[2011.6]
著者は前橋市在住
【上毛 6/12】
搖籃歌 句集
小山清江/著 あさを社/発行
2011.3 229p 20cm
著者は高崎市在住

世界石巡礼
須田郡司/著 日本経済新聞出版社/発行
2011.5 253p 20cm 1900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1718 号】

【受贈】

ルルとララのふんわりムース
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2011.6 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 23 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1720 号】

タカラヅカ式ダイエット 1日1分から、気がつい
たらやせている!
紫吹淳/著 PHP 研究所/発行
2011.6 111p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1719 号】

わすれんぼうにかんぱい!
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社/発行
2011.5 93p 22cm 1100 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1718 号】
-7-

〔2011.7〕

だれでもわかる!医療現場のための病院経営のし
くみ 2 経営課題の構造理解と改善活動の実践
木村憲洋･医療現場を支援する委員会/編･著
日本医療企画/発行
2011.5 5,297p 21cm 2000 円
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福
祉情報学科准教授 【TRC 新刊案内 1719 号】

視聴覚資料

中世災害・戦乱の社会史
峰岸純夫/著 吉川弘文館/発行
2011.6 8,264p 19cm 2300 円
（ 歴史文化セレクション ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1721 号】

電子資料
健康福祉統計年報 平成２３年刊 CD-ROM版（CD
-ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2011 1060 円(税込)
【受贈】

内臓の発見 西洋美術における身体とイメージ
小池寿子/著 筑摩書房/発行
2011.5 269p 19cm 1800 円
（ 筑摩選書 0018 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1718 号】

水防計画 平成２３年度（CD-ROM）
群馬県/発行
2011 1 枚

日本脱出先候補ナンバーワン国マレーシア 資産
運用、不動産投資、ロングステイに最適な国
石原彰太郎/著 筑摩書房/発行
2011.6 253p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1721 号】
日本の福祉を築いたお坊さん 日本福祉大学を創
った鈴木修学上人の物語
星野貞一郎/著 中央法規出版/発行
2011.6 159p 18cm 800 円
著者は高崎健康福祉大学に勤める
【受贈】
日本林業はよみがえる 森林再生のビジネスモデ
ルを描く
梶山恵司/著 日本経済新聞出版社/発行
2011.1 280p 1890 円
著者は桐生市生まれ
【桐生タイムス 6/25】
発達障害サポートマニュアル 園・学校・家庭で
の実例集
上原芳枝/著 榊原洋一/監修 PHP 研究所/発行
2011.6 287p 20cm 2400 円
著者じ群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1720 号】
HARIBO占い
ディートマー･ビットリッヒ/著
長谷川早苗/訳
阪急コミュニケーションズ/発行
2011.5 141p 18cm 800 円
長谷川氏は高崎市在住

【上毛 6/1】

人に好かれる話し方 好印象の人になる必見のコ
ツが満載!
岩下宣子/監修 中山庸子/監修 枻出版社/発行
2011.6 127p 21cm 552 円
中山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1720 号】

〔2011.7〕
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【受贈】

