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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年５月分
No.２９４

あこがれの名山はじめての山あるき 超図説
中田真二/著 学研パブリッシング/発行
2011.5 159p 26cm 1700 円
尾瀬に関する記述あり【TRC 新刊案内 1715 号】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 6 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

茨城県史研究 第９５号
茨城県立歴史館史料学芸部/編集
茨城県立歴史館/発行
2011.3 92p 21cm
群馬県の縁切りに関する記述あり

・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。

【受贈】

茨城・栃木・群馬子どもと楽しむ日帰りおでかけ
ガイド
ジェイアクト/著 メイツ出版/発行
2011.4 144p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1715 号】

・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。

尾瀬ハイキングガイド
尾瀬保護財団/作製
[2010.5]
中国語と韓国語のパンフレット
片品村古文書研究 第十二集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2011.3 120p 26cm

０ 総記

【上毛 5/21】

【受贈】

軽井沢 '12
昭文社/発行
2011.5 111p 26cm 800 円
（ マップルマガジン ）
北軽井沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1716 号】

きりゅう 第４９号（２０１１）
桐生市立図書館・桐生読書会連絡協議会/発行
2011.3 46p 21cm
【受贈】
群馬県立歴史博物館紀要 第３２号（２０１１）
群馬県立歴史博物館/発行
2011.3 81p 30cm
【 受贈 】

企画展 第５１回 みどり市ゆかりの考古学者－
個性が発揮された調査－
岩宿博物館/編集･発行
2011.1 31p 30cm
【受贈】

首都圏美術館・博物館ベストガイド 東京 埼玉
神奈川 千葉 茨城 栃木 群馬
オフィス・クリオ/著 メイツ出版/発行
2011.5 144p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1715 号】

来て！見て！ちよだ 千代田町利根川周辺マップ
千代田町/作製
2011.3 四つ折り 26 × 37cm
【受贈、上毛 5/3、毎日 5/11】
国指定史跡西鹿田中島遺跡保存整備基本計画（く
にしていしせきさいしかだなかじまいせきほぞん
せいびきほんけいかく）
みどり市教育委員会/発行
2011.3 53p 30cm
【 受 贈】

1 哲学･宗教
坂東三十三ケ所札所めぐりルートガイド
小林祐一/著 メイツ出版/発行
2011.5 128p 21cm 1600 円
上野国の札所に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1716 号】
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〔2011.6〕

塚越平人の半生記 桐生のガス事業に尽くした人
々
野間清治顕彰会広報部/編
野間清治顕彰会/発行
2011.3 149p 21cm
（ ふるさとの風 第 8 集 ）
カバー表紙・背のタイトル：桐生のガス事業
【受贈】
群馬郷土史研究所紀要 第１号
群馬郷土史研究所/発行
2006.3 1 冊 30cm

[春の観光しおり] 子宝特集
伊香保おかめ堂本舗/製作
[2011.4]
伊香保おかめ堂本舗のメンバーは伊香保温泉の
若女将 4 人
【上毛 4/30】
ビーコンヒルの小径
本井康博/著 思文閣出版/発行
2011.5 281,12p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 8 ）【TRC 新刊案内 1717 号】

【受贈】

富士見･赤城山散策案内図
富士見商工会/発行
[2011.5] 折りたたみ [84 × 60cm]
【上毛 5/1】

群馬県鋸鍛冶職人師弟系譜 平成１６年度～平成
２２年度調査報告
原眞/調査･執筆
鍛冶職人文化研究会(前橋市)/編集･発行
2011.3 1 冊 30cm
【受贈】
境

堀上遺跡（ほりがみいせき） 桐生みどり消防署
建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書
みどり市教育委員会/編集･発行
2011.3 52p 30cm
【受贈】

地域いきいきマップ
境地域いきいきアイ広報部会/製作
[2011.5] 二つ折り A3 判
付属資料：解説 A4 判
【viva!amigo5/13、いせさき 5/20】

渋川市小野上地区埋蔵文化財分布地図
詳細分布調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2011.3 55p 30 × 42cm

本当は誰が一番?この国の首相たち
八幡和郎/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2011.4 255p 18cm 760 円
（ ソフトバンク新書 158 ）
福田赳夫氏、中曽根康弘氏、小渕恵三氏、福田
康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1715 号】

市内遺跡
【受贈】

渋川市市内遺跡４（しぶかわししないいせきよん）
平成２１年度市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告
渋川市教育委員会/編集･発行
2011.3 29p 写 真 図 版 [6p] 30cm 【 受贈 】
渋川市文化財年報 平成２１年度
渋川市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2011.2 41p 30cm
【 受贈 】

【上毛 5/29】

ひろば
るるぶ尾瀬 [2011]
JTB パブリッシング/発行
2011.5 107p 26cm 981 円
（ るるぶ情報版 ）
【TRC 新刊案内 1716 号】

【上毛 5/18】

同志社女学校史の研究
宮澤正典/著 思文閣出版/発行
2011.3 8,365p 22cm 2800 円
新島襄氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1715 号】

〔2011.6〕

山木館「樋田家」歴史
樋田文子/著
2011.5 169p A5 判
著者は山木館(長野原町)女将

ゆるりなごむ温泉宿 気軽に行けてくつろげる
スターツ出版/発行
2011.5 138p 29cm 838 円
（ スターツムック ）
草津･伊香保･水上温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1715 号】

太平洋の架橋者角田柳作 「日本学」のSENSEI
荻野富士夫/著 芙蓉書房出版/発行
2011.4 229p 19cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1715 号】
小さな自分史 わが心の友
吉江久夫/著
2011.3 181p A5 判
著者は藤岡市在住

みどり市内遺跡２（みどりしないいせきに）
みどり市教育委員会/編集･発行
2011.3 60p 30cm
【 受 贈】

歴代総理の経済政策力 グランドビジョンを知れ
ば経済がわかる
三橋貴明/著 イースト・プレス/発行
2011.4 309p 18cm 952 円
（ 知的発見!BOOKS 004 ）
福田赳夫氏、中曽根康弘氏、小渕恵三氏、福田
康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1716 号】
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群馬県消費者物価指数 平成２２年度報
群馬県小売物価統計調査結果（平成１７年基準）
群馬県企画部統計課/発行
2011.4 [9p] 30cm
【受贈】

3 社会科学
あるものを活かす日本へ
中島由美子/著 ぎょうせい/発行
[2011.5] 1575 円
著者は榛東村職員
群馬県の男女共同参画に関する記述あり
【上毛 5/29】
一歩を踏み出すために 子ども･若者のための相
談ガイドブック～不登校･ひきこもり･ニート･発
達障害～
群馬県生活文化部少子化対策･青少年課/発行
2011.3 15p 21cm
【 受贈 】
かじか文集 かじかの里学園修園記念文集
第１９期生
かじかの里学園(上野村)/発行
[2011.5]
【上毛 5/23】

【受贈】

ぐんまの健康福祉 ２０１１
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2011.3 18p 30cm

【 受 贈】

工事に係る行政監査結果報告書 平成２２年度
（公共事業に係る事務の執行と審査体制について）
群馬県監査委員/発行
2011.3 13p 30cm
【 受 贈】
自己点検・評価報告書 平成２１年度
明和学園短期大学自己点検評価委員会/編集
明和学園短期大学/発行
2011.3 94,7p 30cm
【受贈】

関東学園大学紀要 第１９集
関東学園大学紀要 Liberal Arts 刊行委員会/編集
関東学園大学紀要/発行
2011.3 188p 26cm
【受贈】

市町村民経済計算 平成２０年度
群馬県企画部統計課/編集
2011.3 72p 30cm

関東学園大学経済学紀要 第３６集
関東学園大学経済学紀要編集担当/編集
関東学園大学/発行
2011.3 203p 26cm
【受贈】

【 受 贈】

指導者論－真の指導者とはいかなるものか－
青雲塾(高崎市)/発行
2011.3 26p 21 × 30cm
（ 青雲塾レポート 第 57 号 ）
中曽根康弘氏と松本健一氏の講演(対談形式)の
内容に加筆修正をした資料
【受贈】

関東学園大学法学紀要 第34号（第20巻第1号）
関東学園大学法学紀要編集担当/編集
関東学園大学法学部/発行
2011.3 196p 21cm
【受贈】

児童・生徒保健活動の実践記録 第３７号
平成２２年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2010 [77p] 30cm
【受贈】

教科教育の今日的課題と展望－群馬大学からの発
信
群馬大学教科教育研究会/編 あさを社/発行
[2011.5] 240p 四六判 1890 円(税込)
【上毛 5/31】
行政監査結果報告書 平成２２年度
印紙類の管理について）
群馬県監査委員/発行
2011.3 19p 30cm

群馬県訟務年報 平成２２年版
群馬県総務部学事法制課/発行
2010 8p 30cm

下渕名の獅子舞 伊勢崎市指定重要無形民俗文化
財 平成２２年度ふるさと文化再興事業
関孝夫/執筆 下渕名獅子舞保存会/発行
2011.3 45p 21cm
【 受 贈】

（郵便切手

松韻 第３３号 平成２２年度
長協会会誌
群馬県高等学校長協会/発行
2011.3 122p 26cm

【 受贈 】

群馬県移動人口調査結果（年報）平成２２年
群馬県企画部統計課/編集･発行
2011.3 53p 30cm
【 受贈 】

群馬県高等学校
【受贈】

生涯学習要覧 平成２３年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所生涯学
習係/発行
2011 35p 30cm
【受贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成23年度
群馬県教育委員会高校教育課/発行
2011 [2p] 30cm
【受贈】
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〔2011.6〕

情報社会のいじめ問題 解決に向けた地域からの
アプローチ
伊藤賢一･平塚浩士/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.4 110p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 6 ）
群馬県の小中学校に関する記述あり
【受贈、TRC 新刊案内 1715 号】

日本地域政策研究 第７号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2009.3 346p 30cm
【受贈】
日本地域政策研究 第８号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2010.3 360p 30cm
【受贈】
日本地域政策研究 第９号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2011.3 238p 30cm
【受贈】

[女性1000人防犯アンケート結果]
群馬県防犯協会女性部/発行
[2011.5]
【上毛 5/13】

千代田町第五次総合計画 平成23年度～平成32年
度 人と自然がふれあう元気で豊かなまちちよだ
千代田町/発行
2011.3 207p 30cm
【受贈】

人権問題に関する県民意識調査結果報告書
平成２２年度
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2011.3 167p 30cm
【受贈】

はばたけ群馬プラン 第１４次群馬県総合計画
平成２３年度～平成２７年度
群馬県/発行
2011.3 187p 30cm
【受贈】

人権問題に関する県民意識調査結果報告書ー概要
版ー 平成２２年度
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2011.3 21p 30cm
【 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

保健の歩み ５８
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2011.3 95p 30cm
明和学園短期大学紀要 第２０集
明和学園短期大学/編集・発行
2011.3 153p 26cm

高崎経済大学附属地域政策研究センター年報
２０１０年度 第９号
高崎経済大学附属地域政策研究センター/編集･
発行
2011.3 46p 30cm
【 受贈 】

２０１０
【 受 贈】

要覧 平成２３年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所/発行
2011 7p 30cm
【受贈】

高崎市の獅子舞
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2011.4 44p 21cm
付属資料：「群馬･東矢嶋の獅子舞」石川博司/
著(｢まつり通信５５２｣抜刷)
【受贈】

老健ぐんま １１巻
「老健ぐんま」編集委員会/編集
群馬県老人保健施設協会/発行
2011.3 134p 30cm
わかりやすい予算書
板倉町/作製
[2011.5] 152p A4 判

たかさき まちなか 安心ほっとマップ～配達サ
ービスのお店～
高崎市/発行
[2011.5] 三つ折り A3 判
【読売 5/24】
館林市統計書 平成２２年版
総務部行政課/編集 館林市役所/発行
2011.3 [13,]228p 30cm
【受贈】
帝国陸軍高崎連隊の近代史 下巻 昭和編
前澤哲也/著 雄山閣/発行
2011.4 263p 22cm 5000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1716 号】

〔2011.6〕

【 受 贈】

【受贈】
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【上毛 5/14】

【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

赤城姫 第２３号
赤城姫を愛する集まり(前橋市)/発行
2011.3 97p 26cm
【 受贈 】

活動報告書 第９号 平成２１年度
南橘の自然観察と環境を守る会(前橋市)/発行
[2010.3] 22p 30cm
【受贈】

群馬県歯科医学会雑誌 ｖｏｌ．１５ ２０１１
群馬県歯科医学会/発行
2011.3 96p 30cm
【 受贈 】

活動報告書 第８号 平成２０年度
南橘の自然観察と環境を守る会(前橋市)/発行
[2009.3] 15p 30cm
【受贈】

群馬生物 第６０号 ２０１１
群馬県高等学校教育研究会生物部会会誌
会誌編集委員会/編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会/発行
2011.5 72p 30cm
【 受贈 】

活動報告書 平成１９年度
南橘の自然観察と環境を守る会(前橋市)/発行
[2008.3] 12p 30cm
【受贈】
群馬県の廃棄物 廃棄物政策課業務概要
平成２１年度版
群馬県環境森林部廃棄物政策課/編集･発行
2011.3 73p 30cm
【受贈】

４疾病（がん･脳卒中･急性心筋梗塞･糖尿病）に
関する群馬県地域連携クリティカルパス集
群馬県健康福祉部医務課/編集･発行
2011.3 398p 21cm
【受贈】

群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第６期
（平成２３年３月一部修正）
群馬県環境森林部/発行
2011 [20p] 30cm
【受贈】
工務店カタログ ２０１１
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2011.3 95p 30cm
【受贈、上毛 5/12】
生命と環境
林要喜知･細谷夏実/編著 三共出版/発行
2011.5 13,251p 26cm 2800 円
足尾銅山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1716 号】
廃城をゆく ２ 天守閣だけが城じゃない!藪と
土に埋もれた真の名城を見よ
かみゆ歴史編集部/編 イカロス出版/発行
2011.5 111p 26cm 1524 円
（ イカロス MOOK ）
箕輪城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1716 号】
前橋市地域省エネルギービジョン報告書
平成２２年度 地域新エネルギー･省エネルギー
ビジョン策定等事業
前橋市環境部環境課/発行
2011.2 138p 30cm
【受贈】
まるごと群馬!噂のスイーツベストガイド
A・R プレス/著 メイツ出版/発行
2011.5 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1716 号】
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廃道をゆく ３ 見よ!これが現代日本をつくっ
た礎だ!!
イカロス出版/発行
2011.5 113p 26cm 1524 円
（ イカロス MOOK ）
数坂隧道、群馬･福島県道 1 号沼田檜枝岐線、
群馬県道 266 号上発知材木町線に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1716 号】

6 産業
群馬県蚕糸技術センター年報 平成２１年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2011.3 66p 30cm
【 受贈 】
群馬の交通事故統計 平成２２年
群馬県警察本部/発行
[2011] 40p 21 × 30cm

【受贈】

ぐんま「野菜王国」推進計画 平成２３年３月
群馬県農政部蚕糸園芸課/編集･発行
2011.3 55p 30cm
【 受贈 】
計量モニター報告書 平成２２年度
群馬県計量検定所/発行
2011.3 27p 30cm

【 受 贈】

あゆみ 水彩画集
久保田保次/画
[2011.5]
久保田氏は伊勢崎市在住

【上毛 5/16】

片品村文化財めぐり
[片品村教育委員会/発行]
[2011.5]
誠道街道、武尊街道、尾瀬街道、丸沼街道の集
落ごとのパンフレット
【上毛 5/22】

【桐生タイムス 5/18】

地価公示標準地の付近案内図 平成23年 群馬県
[国土交通省土地鑑定委員会/発行]
2011 [33p] 30cm
【受贈】

司修のえものがたり
司修/著 落合恵子/エッセイ
トランスビュー/発行
2011.4 168p 26cm 2800 円
群馬県立近代美術館開催「司修のえものがたり絵本原画の世界」展(2011 年 4 月)図録
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1717 号】

【受贈】

鉄道がやってきた！－『東武鉄道』紀行－
田山花袋記念文学館企画展[パンフレット]
館林市教育委員会文化振興課/発行
2011.3 8p 21cm
【受贈】

ビエネス 群馬県文化財研究会論文報告集
第１７号
群馬県文化財研究会/編集
2011.3 28p 26cm
【受贈】

日本国の養蚕に関するイギリス公使館書記官アダ
ムズによる報告書 アダムズ報告書（第1次～第4
次）とブリュナらの報告書
富岡市教育委員会/編集･発行
2011.3 163p 30cm
（ 富岡製糸場総合研究センター報告書 ）
資料編：「アダムズの報告書（第 1 次～第 4 次）」
（英語）、「ブリュナらの報告書」（フラ
ンス語）の原文
【受贈】

〔2011.6〕

林業災害 平成21年の
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2011.3 11p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

主要農作物作況調査成績書 平成２２年度
（水稲、コンニャク、小麦）
群馬県農政部技術支援課/発行
[2011] 72p 30cm
【受贈】

畜産施策の概要 平成２３年度
群馬県農政部畜産課/発行
2011 39p 30cm

【受贈】

【 受贈 】

交差点に注意！！
日本損害保険協会関東支部群馬損保会･群馬県
損害保険代理業協会/作製
[2011.5]
群馬県内の人身事故の多い交差点 25 カ所を掲
載したチラシ
【上毛 5/16】

創立百十周年記念誌
桐生猟友会/発行
[2011.5]

緑化だより 平成２３年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2011.3 [4p] 30cm
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夢を力に! 甲子園と高校野球隠された心の物語
矢崎良一/監修 矢崎良一/ほか執筆
日刊スポーツ出版社/発行
2011.5 253p 19cm 1600 円
群馬県立前橋商業高等学校出身の後藤駿太選手
に関する記述あり 【TRC 新刊案内 1715 号】

五十年のありがとう わが家の軌跡 随想集
小野塚久美子/著
[2011.5]
著者は前橋市在住
【上毛 5/2】

8 語学

この世にひとつの本
門井慶喜/著 東京創元社/発行
2011.4 263p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1716 号】

9 文学
鴛鴦（おしどり） 歌集
金井千代子/発行 あさを社/発行
2011.5 211p 20cm
著者は榛東村在住

さよならペンギン 復刻
湯村輝彦/え 糸井重里/ぶん
東京糸井重里事務所/発行
2011.4 1 冊 31cm 1300 円
（ ほぼ日ブックス ）
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1717 号】

【受贈】

忍びの森
武内涼/著 角川書店/発行
2011.4 486p 15cm 781 円
（ 角川ホラー文庫 H た 4-1 ）
著者は高崎市在住
【TRC 新刊案内 1715 号、上毛 5/22、毎日 5/28】

おにぎり八つ
久保田昭三/お話 丸木ひさ子/絵 遊行社/発行
2011.4 1 冊 20 × 21cm 1500 円
久保田氏は館林市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1715 号】
怪談実話コンテスト傑作選 2 人影
ダ・ヴィンチ幽編集部/編集
メディアファクトリー/発行
2011.4 188p 15cm 495 円
（ MF 文庫ダ・ヴィンチ か-2-2 ）
｢カベトラ｣･｢四白眼の女｣江原一哲(桐生市在
住)/著収録
【桐生タイムス 4/30、TRC 新刊案内 1715 号】
海程樹道場 １０
群馬･樹の会(前橋市)/発行
2011.4 75p 21cm
風

文学紀要 第１５号
群馬県立土屋文明記念文学館/発行
2011.3 73p 26cm

春華秋實 [句集･写真集]
町田宇市/写真 町田シマ子/俳句
上毛新聞社事業局出版部/製作
2010.10 87p 20cm
町田氏は太田市生まれ

【受贈】

そうだ、ローカル線、ソースカツ丼
東海林さだお/著 文藝春秋/発行
2011.4 255p 16cm 495 円
（ 文春文庫 し 6-76 ）
群馬県を旅したエッセー「ソースカツ丼とヘビ
の旅」収録
【朝日 5/31】

【 受贈 】

ソッキーズ 女神の天秤の謎
安達元一/作 矢立きょう/絵 幻冬舎/発行
2011.4 61p 23cm 1400 円
安達氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】

【 受贈 】

片思いレシピ
樋口有介/著 東京創元社/発行
2011.4 239p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】

第２０回記念富岡市文学祭作品集 ２０１１
俳句・短歌・詩
富岡市教育委員会文化課文化係/発行
2011.3 196p 30cm
【受贈】

倉田潮『蝕まれたる魂』論Ⅰ
渡邉正彦/著
2010.3 [26p] 21cm
『群馬県立女子大学国文学研究第３０号』抜刷
倉田氏は玉村町出身
【受贈】

つまぐろひょうもん 歌集
松浦正幸/著 美研インターナショナル/発行
[2011.5] 46p A5 判
著者はみどり市在住
【桐生タイムス 5/17】

倉田潮『蝕まれたる魂』論Ⅱ
渡邉正彦/著
2011.3 [29p] 21cm
『群馬県立女子大学国文学研究第３１号』抜刷
倉田氏は玉村町出身
【受贈】

途中下車 歌集
今井恭三郎/著 新生孔版(沼田市)/発行
2011.5 199p 20cm
（ 黄花叢書 第 67 篇 ）
著者は川場村生まれ
【受贈】
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〔2011.6〕

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ４２
ひかる石の巻 山口の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2011.4 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】

県関係者の一般著作
Androidプログラミングバイブル
布留川英一/著 ソシム/発行
2011.4 519p 24cm 2800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1715 号】

はなたば 詩集
黒沢ヒサ/著 松永亜鈴/文字･イラスト
[2011.5] 10p B5 判
黒沢氏と松永氏は神流町在住
【上毛 5/16】

いま自然をどうみるか 新装版
高木仁三郎/著 白水社/発行
2011.5 292p 20cm 2000 円
著者は前橋市出身 【TRC 新刊案内 1716 号】

反正義 句集
日下部悲天/著 太田タイムス社/発行
[2011.5] 1000 円
著者は大泉町在住
【上毛 5/19】

ウェブ進化最終形 「HTML5」が世界を変える
小林雅一/著 朝日新聞出版/発行
2011.5 230p 18cm 740 円
（ 朝日新書 296 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1717 号】

氷結の湖 歌集
椿巻乃/著 短歌新聞社/発行
[2011.5] 2500 円【上毛 5/15】
ふるさと 歌集
新井日出子/著 行路文芸社/発行
2011.5 181p 22cm 2381 円
（ 風人叢書 第 44 篇 ）
著者は桐生市在住

お金をちゃんと考えることから逃げまわっていた
ぼくらへ
糸井重里･邱永漢/著 PHP 研究所/発行
2011.4 268p 15cm 571 円
（ PHP 文庫 い 74-1 ）
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】

【受贈】

金の言いまつがい
糸井重里/監修 ほぼ日刊イトイ新聞/編
新潮社/発行
2011.5 356p 16cm 552 円
（ 新潮文庫 い-36-4 ）
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1716 号】

梵鐘
小池正節/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2011.3 108p 21cm
著者は中之条町在住
【受贈】
吉田未灰句碑写真集 やまびこ創刊700号記念
やまびこ俳句会/発行
[2011.5] [14p] 30cm
吉田未灰氏は群馬県生まれ
【受贈】

銀の言いまつがい
糸井重里/監修 ほぼ日刊イトイ新聞/編
新潮社/発行
2011.5 356p 16cm 552 円
（ 新潮文庫 い-36-5 ）
糸井氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1716 号】

忘れえぬ赤城－水野葉舟、そして光太郎その後－
佐藤浩美/著 三恵社/発行
2011.4 179p 21cm 1524 円
斎藤玉男氏(群馬県出身）に関する記述あり
著者は群馬県立土屋文明記念文学館学芸員
【受贈、TRC 新刊案内 1717 号】

けんちく体操
米山勇･高橋英久/体操と文
エクスナレッジ/発行
2011.4 1 冊 21cm 1200 円
（ エクスナレッジムック ）
高橋氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1716 号】
航空機の飛行制御の実際 機械式からフライ・バ
イ・ワイヤへ
片柳亮二/著 森北出版/発行
2011.4 6,198p 22cm 3200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】

〔2011.6〕
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趣味的研究雑記 三味線音楽
真野義久/著
2010.3 230p 21cm
著者は館林市在住

ブイヨンの日々。
糸井重里/著 東京糸井重里事務所/発行
2011.4 291p 19cm 1500 円
（ ほぼ日ブックス ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1717 号】

【受贈】

食卓にあがった放射能 新装版
高木仁三郎･渡辺美紀子/著 七つ森書館/発行
2011.4 159p 21cm 1400 円
高木氏は前橋市出身【TRC 新刊案内 1715 号】

源頼朝の真像
黒田日出男/著 角川学芸出版/発行
2011.4 263p 19cm 1800 円
（ 角川選書 490 ）
著者は群馬県立歴史博物館館長
【TRC 新刊案内 1715 号】

戦国武将の守護神たち
戸部民夫/著 日本文芸社/発行
2011.4 238p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】
チェルノブイリ原発事故 新装版
高木仁三郎/著 七つ森書館/発行
2011.4 175p 21cm 1400 円
著者は前橋市出身 【TRC 新刊案内 1715 号】
動態地誌的方法によるニュー中学地理授業の展開
山口幸男/編著 明治図書出版/発行
2011.3 126p 26cm 2100 円
山口氏は群馬大学教育学部教授
【受贈】
特別支援学校新学習指導要領・授業アシスト ２
日常生活に生きる算数・数学
宮崎英憲/監修 関戸英紀/編集
明治図書出版/発行
2011.4 137p 26cm 2560 円
｢減法の意味｣･｢大きさとしての角｣樺澤美智代･
髙橋玲/執筆収録
樺澤氏は群馬大学教育学部附属特別支援学校所
属
髙橋氏は伊勢崎市立北小学校所属
【受贈、TRC 新刊案内 1714 号】
日本地理かるた 景観と句と地図で47都道府県の
特色が学べる
全国地理教育学会･日本郷土かるた研究会/編
日本郷土かるた研究会(前橋市)/制作･発行
2010.11 44 枚組 1000 円
【受贈】
日本のまつろわぬ民 漂泊する産鉄民の残痕
水澤龍樹/著 新人物往来社/発行
2011.4 271p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1715 号】
反原発、出前します 原発・事故・影響そして未
来を考える 新装版
高木仁三郎/述監修 反原発出前のお店/編
七つ森書館/発行
2011.4 270p 21cm 2000 円
高木氏は前橋市出身【TRC 新刊案内 1715 号】
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視聴覚資料
こころの詩（童謡＆ポップス） 両毛線駒形駅橋
上化記念（CD)
茂木けんじ/作詞･曲 中村たいへい/編曲
[2011.5] 8 曲 1200 円
富士見、利根･沼田、新治、駒形の風物を題材
にした曲を収録
茂木氏は前橋市在住
中村氏は伊勢崎市で音楽プロダクションを経営
【受贈、上毛 5/7、いせさき 5/27】
四捨五入の縁結び/沼田の人よ（CD）
松山由香里/作詞 南浩二/作曲
斉藤博/作曲･編曲 荒木絹代/唄
[2011.5] 2 曲
松山氏は太田市在住
南氏は前橋市在住
【受贈、上毛 5/9】
下渕名の獅子舞 伊勢崎市指定重要無形民俗文化
財 平成２２年度ふるさと文化再興事業(DVD)
関孝夫/監修 下渕名獅子舞保存会/企画制作
[2011.3] 18 分
【受贈】

電子資料
水質年報 平成２１年（CD-ROM）
群馬県企業局/発行
[2011]

〔2011.6〕

【受贈】
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