群

馬

の

ふるさと発見新聞社の本２０１１ 出版目録
全国新聞社出版協議会事務局/編集
全国新聞社出版協議会/発行
2011.2 265p 21cm 200 円
上毛新聞社の出版目録あり
【受贈】

本
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平成 23(2011)年 4 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
・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。

1 哲学･宗教

・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。

國學院大學研究開発推進センター研究紀要 第４
号
國學院大學研究開発推進機構研究開発推進セン
ター/編集･発行
2010.3 347p 21cm
頼政神社(高崎市)境内の招魂碑に関する記述あ
り
【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。

０ 総記

2 歴史･伝記･地理

群馬美少女図鑑 2011 SPRING vol.９ Spica
トロワデザイン(高崎市)/発行
2011.3 95p 21cm
【受贈】

1988最強世代 田中将大、斎藤佑樹、坂本勇人、
前田健太…11人の告白
節丸裕一/著 講談社/発行
2011.3 277p 19cm 1400 円
（ 現代プレミアブック ）
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1710 号】

高崎経済大学附属図書館全国郷土図書資料目録
追録編２
高崎経済大学附属図書館/編集･発行
2009.3 1 冊 30cm
【受贈】

おでかけ群馬 ２０１１－２０１２
ニューズ・ライン/発行
[2010.3] A4 変形判 980 円
【viva!amigo3/25】

高崎経済大学附属図書館全国郷土図書資料目録
追録編３
高崎経済大学附属図書館/編集･発行
2010.3 1 冊 30cm
【受贈】

柏木義円書簡集
片野真佐子/編･解説 行路社/発行
[2011.3] 600p A5 判 5000 円
【図書新聞 3/26】

高崎経済大学附属図書館全国郷土図書資料目録
追録編４
高崎経済大学附属図書館/編集･発行
2011.3 1 冊 30cm
【受贈】

川井･茂木古墳群（かわい･もとぎこふんぐん）群
馬大学考古資料整理活用事業に伴う成果報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集・発行
2009.12 158p 写真図版 32p 30cm 【受贈】

中坊のリアル本 ２０１０ ～私たち中学生が選
ぶ魂の本！～
[館林市立多々良中学校/発行]
2010.12 57p 26cm
【受贈】
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〔2011.4〕

完本日本武芸小伝
綿谷雪/著 国書刊行会/発行
2011.2 430,28p 22cm 5600 円
上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1708 号】

『上毛新聞』に見る敗戦後の群馬県
大沼久夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.3 63p 21cm 762 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 3 ）
【上毛 3/24、TRC 新刊案内 1710 号】

国定忠治と出流天狗 改訂版｢国定忠治の世直し｣
松原日治/著
2011.3 201p 19cm 2000 円
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市)初代住職
【受贈】

信徒内村鑑三
前田英樹/著 河出書房新社/発行
2011.2 232p 19cm 1300 円
（ 河出ブックス 027 ）
【TRC 新刊案内 1706 号】

群馬 草津・伊香保・みなかみ '12
昭文社/発行
2011.4 183p 26cm 800 円
（ マップルマガジン ）
【TRC 新刊案内 1708 号】

素顔の斎藤佑樹 学生記者が、見た、聞いた、書
いた!ワセダ4年間の「全記憶・全記録」
早稲田スポーツ新聞会/著 ワニ・プラス/発行
2011.3 160p 21cm 1400 円
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1708 号】

クロスボーダーの地域学
竹内勝徳･藤内哲也/編 南方新社/発行
2011.1 253p 19cm 1800 円
小栗康平氏の講演収録【TRC 新刊案内 1706 号】

尊王攘夷運動と上州 夢物語解読
小山宏/著
2011.2 [11p] 31cm
『平野二郎国臣「夢物語」』2008.10 刊の再製
小山氏は北群馬渋川郷土館長
【受贈】

宰相の資格
櫻井よしこ/著 産経新聞出版/発行
2011.2 305p 19cm 1400 円
福田康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1706 号】

東京近郊の山ハイク はじめよう!山あるき
JTB パブリッシング/発行
2011.4 127p 21cm 980 円
尾瀬ヶ原に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1709 号】

斎藤佑樹と歩んだ1406日
應武篤良/著 ベースボール・マガジン社/発行
2011.2 206p 19cm 1300 円
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

同志社談叢 第３１号
同志社大学同志社社史資料センター/編集･発行
2011.3 300,199p 21cm
【受贈】

斎藤佑樹100人の証言 徹底取材で明らかにする
“持ってる男”の「素顔」と「実力」
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2011.3 125p 26cm 743 円
（ 別冊宝島 1732 ）
斎藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

徳富蘇峰が観た三人の校祖 福澤諭吉・大隈重信
・新島襄
志村和次郎/著 大学教育出版/発行
2011.3 16,237p 20cm 1900 円
【TRC 新刊案内 1709 号】
特別展 かぶらの谷の響き－多胡郡の成立とその
時代－ 高崎市制施行１１０周年記念事業･多胡
郡建郡１３００年記念事業
多胡碑記念館(高崎市)/発行
2011.2 56p 30cm
【 受 贈】

週末ごほうびハイク 楽しいがつまった女の子の
山ガイド
小林千穂/著 山と溪谷社/発行
2011.3 126p 21cm 1400 円
尾瀬ヶ原に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1709 号】

利根川文化研究 ３４
利根川文化研究会/編集･発行
2011.1 79p 26cm

上州をゆく－群馬県のドラマを訪ねて－
中島克幸/著 あさを社/発行
2011.3 172p 20cm 1200 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 3/20】

〔2011.4〕

【 受 贈】

新島研究 第１０２号
同志社社史資料センター第一部門研究/編集
同志社大学同志社社史資料センター/発行
2011.2 1 冊 21cm
【受贈】
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暖め鳥(ぬくめどり) 人間 大川栄二
大川彰子/編著 あさを社/発行
2011.3 126p 22m
大川栄二氏は初代大川美術館(桐生市)理事長兼
館長
【受贈】

3 社会科学

東宮遺跡(１)－遺構･建築部材編－（ひがしみや
いせきかっこいち いこうけんちくぶざいへん）
八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書第３６集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.3 484p 写真図版 8,70 付図 4 枚 30cm
【受贈】

あゆみ ６４号 （平成２２年）
吾妻郡連合婦人会/発行
2011.2 197p 21cm

【 受 贈】

安中教育 第５号 平成２２年度
安中市教育委員会/発行
2011.3 76p 30cm

【 受 贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成22年第5回
平成22年11月30日開会 平成22年12月15日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2011.2 4,165p 30cm
【受贈】

原屋敷Ⅲ遺跡（はらやしきすりーいせき）八街北
圃・八街北区遺跡（はちがいほっぽ･はちがいほ
っくいせき）防火水槽設置工事･町道２２２２号
線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集・発行
2010.3 81p 写真図版 8,37p 30cm 【受贈】

いずみ 第６２号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2011.3 203p 21cm

【受贈】

学校における人権教育 第１４集（平成２２年度）
安中市教育委員会/発行
2011.3 42p 30cm
【 受 贈】

三國連太郎の「あなたがいたから」 運命の人木
下恵介
NHK「こころの遺伝子」制作班/編
主婦と生活社/発行
2011.3 161p 19cm 933 円
(NHK ｢こころの遺伝子｣ベストセレクション 6)
三國氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】

川浦小の歩みをたどる－｢当直日誌｣から－
松田猛/著 飯倉信行/発行
2011.3 178p 19cm
著者は高崎市立倉渕川浦小学校長
【受贈】

向田遺跡（むこうたいせき）東部工業団地拡張に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会･玉村町遺跡調
査会/編集・発行
2010.3 91p 写真図版 15p 30cm
【受贈】

教育総合研究 日本教育大学院大学紀要 第２号
日本教育大学院大学/発行
2009.3 167p 26cm
斎藤喜博氏(玉村町生まれ)に関する記述あり
【受贈】

るるぶナビドライブ関東 '11～'12
JTB パブリッシング/発行
2011.3 197p 28cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）
軽井沢･草津に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1708 号】

教育総合研究 日本教育大学院大学紀要 第３号
日本教育大学院大学/発行
2010.3 166p 26cm
斎藤喜博氏(玉村町生まれ)に関する記述あり
【受贈】
桐生市議会会議録 平成22年第4回定例会
平成22年11月30日開会 平成22年12月17日閉会
桐生市議会事務局/発行
2010 1 冊 30cm
【受贈】
桐生大学紀要 第２１号（２０１０）
桐生大学紀要編集委員会/編集 桐生大学/発行
2010.12 99p 30cm
【受贈】
近代日本地方教育行政制度の形成過程 教育制度
と地方制度の構造的連関
河田敦子/著 風間書房/発行
2011.1 11,378p 22cm 10000 円
富士見村原之郷の事例あり
【TRC 新刊案内 1706 号】
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〔2011.4〕

群馬県の賃金・労働時間及び雇用の動き 毎月勤
労統計調査地方調査結果速報 平成２２年におけ
る
群馬県総務部統計課/発行
2011.3 12p 30cm
【 受贈 】
群馬県立女子大学紀要 第３２号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2011.2 117,117p 26cm

知事発言要旨 平成２３年２月定例県議会
群馬県/発行
2011.2 21p 30cm
【受贈】
定例県議会議案 平成２３年２月
群馬県/発行
2011.2 119p 30cm

定例県議会議案 平成２３年２月（附予算説明書）
企業局関係
群馬県/発行
2011.2 99p 30cm
【受贈】

【受贈 】

群馬高専レビュー 第２９号（平成２２年度）
群馬工業高等専門学校教育研究委員会/編集
群馬工業高等専門学校/発行
2011.3 58,37p 30cm
【受贈】

定例県議会議案 平成２３年２月（附予算説明書）
病院局関係
群馬県/発行
2011.2 40p 30cm
【受贈】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第１９回
平成２２年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2011.3 105p 21cm
【受贈】

定例県議会議案 平成２３年２月（平成２２年
度関係）
群馬県/発行
2011.2 89p 30cm
【受贈】

ぐんまの教育 いま、そして未来 「教育」特別
号 ２０１１年朝日ぐんま
朝日ぐんま/発行
2011.3 16p タブロイド判【朝日ぐんま 3/11】
研究紀要 第３１号 平成２２年度
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2011.3 76p 26cm

東京・関東周辺家族で遊ぶ600スポット '12年版
成美堂出版/発行
2011.4 159p 26cm 900 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1710 号】

【 受贈 】

統計教育のすすめ 群馬県統計教育研究協議会の
歩み
「統計教育のすすめ」刊行委員会/編集･発行
2010.11 31p 30cm
【受贈】

健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第７巻第１号（２０１０）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2010.10 54p 26cm
【 受贈 】
健康福祉研究 高崎健康福祉大学総合福祉研究所
紀要 第７巻第２号（２０１０）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2010.12 55p 26cm
【 受贈 】
研修講座案内 平成２３年度
群馬県総合教育センター/発行
2011.3 106p 30cm

【受贈】

【受贈】

地域政策研究 第１３巻第４号
高崎経済大学地域政策学会/発行
2011.2 157p 26cm

【受贈】

２１世紀ぐんま教育賞たより 第８回
群馬県総合教育センター/発行
2011.3 [4p] 30cm

【受贈】

白 鷗 大学法政策研究所年報 第３号
白鷗大学法政策研究所/編集･発行
2010.3 157p 26cm
道州制(北関東州)に関する記述あり

【受贈】

CSRレポート ダイジェスト ２００９
富士重工業株式会社総務部 CSR・環境推進室/
編集･発行
2009.8 42p 30cm
群馬製作所(太田市ほか)に関する記述あり
【受贈】

はじめなければはじまらない “ハルナグループ
創業者青木清志の経営の神髄と温故知新”
須齋蒿/著 ハルナビバレッジ(高崎市)/発行
2011.2 252p 22cm 1500 円
著者はハルナビバレッジ社外取締役
【受贈、ぐんま経済 3/3】

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

坂東太郎 第１４６号
群馬県立前橋高等学校/発行
2011.3 287p 21cm

〔2011.4〕

【 受贈 】
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【受贈】

人の手の温もりを届けたい！
ハンドインハンド(渋川市)/作成
[2011.3] 12p 26cm
障害者施設授産製品紹介パンフレット
【受贈、上毛 3/14】

4 自然科学
赤城姫 早春に舞う ヒメギフチョウを守る小学
校
唐沢孝一/写真･文
[2011.3]
渋川市立南雲小学校に関する記述あり
唐沢氏は嬬恋村出身
【受贈、上毛 3/4】

４ｕフォー･ユー 未来とあなたをつなぐとびら
Ｖｏｌ.４
首都圏北部４大学連合(４ｕ)技術転移分科会事
務局/編集責任
2011.2 [10,]220p 21cm
【受贈】

かたりつぐべき保健所活動の記録 原点
群馬県保健所記念誌刊行会/編集
2011.3 237p 30cm
【受贈】

佛教大学大学院紀要 教育学研究科篇 第３７号
佛教大学学術委員会･教育学部編集委員会/編集
佛教大学大学院/発行
2009.3 126p 26cm
斎藤喜博氏(玉村町生まれ)に関する記述あり
【受贈】
補正予算説明書 平成２２年度
群馬県/発行
2011.2 242p 30cm

感染症発生動向調査報告書 平成22年（2010年）
群馬県感染制御センター/編集･発行
2011.3 44p 30cm
【 受 贈】
群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 第３号
（平成２２年５月診療分)
群馬県後期高齢者医療広域連合･群馬県国民健
康保険団体連合会/発行
2011.3 54p 30cm
【 受 贈】

２月定例県議会
【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第６３号
前橋市小中学校校長会/発行
2011.3 50p 21cm
【 受贈 】

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 第４１号
（平成２２年５月診療分)
群馬県国民健康保険団体連合会/発行
2011.3 68p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
【受贈】

昔話と當世風 第９５号
－群馬県伊勢崎市境島村地区合同調査特集－
古々路の会/発行
2011.4 72p 26cm
【 受贈 】

群馬県立がんセンター年報 第38号（平成21年度）
群馬県立がんセンター/編集･発行
2010.12 173p 30cm
【受贈】

明治大正期商工信用録 第4巻 明治44年 下
復刻
クロスカルチャー出版/発行
2011.2 1 冊 27cm 25000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1709 号】
予算説明書 平成２３年度
群馬県/発行
2011.2 351p 30cm

事業概要 平成２２年度作成
前橋市保健所/発行
[2011] 72p 30cm

【受贈】

東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 №77
東京大学大学院情報学環/編集･発行
2009.8 3,191p 26cm
浅間山噴火に関する記述あり
【受贈】

２月定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２３年度当初予算
群馬県企業局/発行
2011 13p 30cm
【受贈】

東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 №79
東京大学大学院情報学環/編集･発行
2010.11 3,217p 26cm
浅間山噴火に関する記述あり
【受贈】

予算附属説明書 平成２３年度当初予算
群馬県/発行
2011 391p 30cm
【受贈】

ニホンオオカミの研究 北群馬渋川郷土館紀要
郷土館特集号
小山宏/著 北群馬渋川郷土館/発行
2011.1 22p 30cm
【 受 贈】
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〔2011.4〕

日本の火山を科学する 日本列島津々浦々、あな
たの身近にある108の活火山とは?
神沼克伊･小山悦郎/著
ソフトバンククリエイティブ/発行
2011.2 238p 18cm 952 円
（ サイエンス・アイ新書 SIS-194 ）
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1706 号】

6 産業
育林交流集会記録誌 地球を救う森林づくり～
今、わたしたちに出来ること～ 第３４回全国育
樹祭併催行事
第３４回全国育樹祭群馬実行委員会/発行
2011.1 40p 30cm
【 受 贈】

和算ノ研究方程式論 復刻版
加藤平左エ門/著 海鳴社/発行
2011.2 13,10,480p 22cm 7000 円
関孝和の方程式論に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1706 号】

駅長さん!これ以上先には行けないんすか
北尾トロ/著 河出書房新社/発行
2011.3 236p 19cm 1300 円
わたらせ渓谷鐵道、吾妻線、上信電鉄に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 1710 号】
邑楽町あんな店・こんな店ライフマップ
邑楽町商工会/製作
[2011.3] 四つ折り 37 × 52cm
【受贈、上毛 3/2、毎日 3/10】
群馬県森林林業統計書 平成２２年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2011.1 [8,]116p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
桐生市の環境 平成２２年度版 平成２１年度実
績報告
桐生市市民生活部生活環境課/発行
2011.3 56,60p 30cm
【受贈】

交通安全活動等実施計画 平成２３年度
群馬県交通対策協議会/発行
2011. [10p] 30cm
【受贈】

群馬県鉱工業指数（平成１７年基準） 平成２１
年
群馬県企画部統計課(経済産業係)/編集･発行
2010.7 56p 30cm
【受贈】

写真記録日本の街道 信濃・越後路 復刻
中山道/善光寺街道/北国街道/三国街道
写真記録刊行会/編 日本ブックエース/発行
2011.2 213p 31cm 15000 円
【TRC 新刊案内 1708 号】
昭和の路面電車 初出の写真満載、車両解説も充
実した永久保存版 関東・甲信越編
講談社/発行
2011.2 191p 21cm 1900 円
（ ヴィジュアルガイド ）
東武鉄道高崎･前橋･伊香保軌道線、吾妻軌道に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1708 号】
調べてみよう!日本の職人伝統のワザ 3
「衣」の職人 織物 染物 かんざし げた
学研教育出版/発行
2011.2 64p 27cm 3000 円
泉織物(桐生市)に関する記述あり
【桐生タイムス 3/7】
新・消えた轍 ローカル私鉄廃線跡探訪 5
上信越
寺田裕一/著 ネコ・パブリッシング/発行
2011.2 138p 30cm 2286 円
（ NEKO MOOK 1610 ）
草軽電気鉄道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1708 号】

〔2011.4〕
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全国緑の少年団活動発表大会記録誌 第３４回全
国育樹祭併催行事
第３４回全国育樹祭群馬実行委員会/発行
2011.1 32p 30cm
【 受贈 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
草津の四季美景 草津温泉周辺の素晴らしい自然
水浦國詞/著 日本写真企画/発行
2011.1 67p 22 × 24cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1706 号】

第３４回全国育樹祭記録誌－樹の息吹育ててつな
ぐ地球(ほし)の未来－
第３４回全国育樹祭群馬実行委員会/発行
2011.1 123p 30cm
付属資料：記録 DVD1 枚
【受贈】

さんすうねんど 数量・図形に強くなる
岡田ひとみ/著 小学館/発行
2011.3 79p 26cm 1200 円
（ プレ NEO BOOKS ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】

高崎市中心市街地通行量調査 第４５回
平成２２年１０月実施
高崎商工会議所/調査実施 高崎市/発行
2011.3 24p 30cm
【 受贈 】

上州路 藤重朋紀写真集
藤重朋紀/著･発行
2011.1 1 冊 26cm [3600 円]

特用林産物生産・流通の実態 平成２２年版
（２０１０年）
群馬県環境森林部林業振興課/発行
2010 40p 30cm
【受贈】

【上毛 3/6】

つくりかたから見る美術－コレクション徹底解
剖！－ 群馬県立館林美術館 企画展示
会期：2010年6月26日－9月5日
群馬県立館林美術館/発行
2010 102p 26cm
【受贈】

富岡日記
和田英/著 みすず書房/発行
2011.2 10,195p 20cm 2500 円
（ 大人の本棚 ） 【TRC 新刊案内 1706 号】

中平四郎－師、川上邦世とともに 群馬県大泉町
に生まれた木彫家 群馬県立館林美術館 特別展
示 会期：2010年12月11日－2011年4月3日
群馬県立館林美術館/発行
2010 40p 26cm
【受贈】

日本工業大学研究報告 第３９巻第１号 （学位
論文概要･学内研究報告特集号）
日本工業大学/発行
2009.6 394p 30cm
長沼･上蓮沼地区の養蚕と八坂用水に関する記
述あり
【受贈】

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。－ 群馬県立館林美術館 企画
展示 会期：2010年9月18日－11月28日
群馬県立館林美術館/発行
2010 80p 25cm
【受贈】

緑のカーテンガイドブック
東部県民局地球温暖化対策地域協議会/発行
2011.3 14p 21cm
【受贈、群馬建設 3/8、上毛 3/11】

8 語学
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〔2011.4〕

だっこの木
宮川ひろ/作 渡辺洋二/絵 文溪堂/発行
2011.2 [32p] 27cm 1500 円
宮川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】

9 文学
朝の一句 ２０１０年 上毛ジュニア俳壇年間優
秀句集
上毛新聞事業局出版部/発行
2011.3 199p 21cm 1400 円
【上毛 3/1、TRC 新刊案内 1711 号】

にっこりおいしい大作戦
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2011.3 127p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 26 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1707 号】

イン・ザ・ルーツ IN THE ROOTS
竹内真/著 双葉社/発行
2011.3 412p 20cm 1800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1710 号】
風、ふたたび 俳句エッセイ
中西文家/著 あさを社/発行
2011.4 183p 21cm
著者は高崎市在住

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 40
空とぶゾウの巻 長崎の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2011.2 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

【受贈】

萩原朔太郎研究会会報 第３９号～第７２号
萩原朔太郎研究会/発行
2011.2 1 冊 22cm
【受贈】

群馬県高校生文学賞作品集 第五集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2011.3 48p 21cm
【 受贈 】

はるのプレゼント
あべはじめ/作･絵 くもん出版/発行
2011.2 31p 27cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1708 号】

群馬県文学賞作品集 第４８回（平成２２年度）
群馬県･群馬県文学会議･群馬県文化教育財団/
編集･発行
2011.3 219p 19cm 1000 円
【受贈】
ぐんまの子ども 群馬児童生徒文詩集 第３１集
群馬作文の会/編集
[2011.1]
【上毛 3/10】

１００億トンの星宙 木村和夫詩集
木村和夫/著 沖積舎/発行
2011.3 158p 19cm 2500 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 3/24】

刑事さん、さようなら
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2011.2 280p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】

螢ぶくろ 句集
松平ゆき/著
[2011.3]
著者は高崎市在住

小角田 句集
高栁真砂子/著 本阿弥書店/発行
2011.3 202p 20cm 2800 円
著者は太田市在住
【受贈、上毛 3/24】

末裔
絲山秋子/著 講談社/発行
2011.2 295p 20cm 1600 円
著者は高崎市在住 【TRC 新刊案内 1706 号】

山行記
南木佳士/著 山と溪谷社/発行
2011.4 219p 20cm 1500 円
浅間山の山行記を収録
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1710 号】

水と緑と詩のまち前橋文学館収蔵資料目録－萩原
朔太郎 書簡編－
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2008.3 23p 30cm
【受贈】

自転車冒険記 12歳の助走
竹内真/著 河出書房新社/発行
2011.2 251p 19cm 1400 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1706 号】

無名の花 歌集
高橋と志/著 けやき書房/発行
[2011.3]
著者は渋川市在住

水煙 水曜短歌会年刊作品集
水曜短歌会(前橋市)/発行
2011.3 76p 21cm

〔2011.4〕

第２３集
【受贈】
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【上毛 3/7】

【上毛 3/3】

サウンド・クリエイターのための、最新版デジタ
ル・オーディオの全知識
柿崎景二/著 白夜書房/発行
2011.3 213p 21cm 2800 円
著者は群馬大学工学部卒業
【TRC 新刊案内 1710 号】

県関係者の一般著作
<朝から夜まで>2語で英会話! [複合媒体資料]
朝起きてから寝るまで使えるカンタンな一言フレ
ーズ
ディビッド・セイン/著 小池信孝/著
明日香出版社/発行
2011.2 231p 19cm 1500 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
（ CD BOOK ）
小池氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】

慈悲と天秤 死刑囚・小林竜司との対話
岡崎正尚/著 ポプラ社/発行
2011.3 407p 20cm 1700 円
著者は高崎経済大学経済学部経済学科卒業
【TRC 新刊案内 1709 号】
自分を好きになる『ひとり時間』のすごしかた
人生の主役になれる37のレッスン
中山庸子/著 原書房/発行
2011.3 150p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1709 号】

アナログ基本回路の設計と製作 簡単な回路の設
計から始める
市川裕一/著 誠文堂新光社/発行
2011.3 247p 21cm 2400 円
（ 電子回路設計シリーズ ）
著者はアイラボラトリー(南牧村)代表
【TRC 新刊案内 1710 号】

上海今昔ものがたり 上海～日本交流小史
萩原猛/著 論創社/発行
2011.2 10,185p 19cm 1600 円
著者は渋川市在住
【上毛 3/8、TRC 新刊案内 1703 号】

インコの時間 あなたに伝えたいインコからのフ
ォトメッセージ
青木愛弓/文 蜂巣文香/写真
誠文堂新光社/発行
2011.2 93p 21cm 1200 円
蜂巣氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1707 号】

Silicon Science and Advanced Micro-Device En
gineering Ⅰ
Osamu Hanaizumi and Masafumi Unno/Edited by
Trans Tech Publications Ltd/Distributed worldwide
by
2011 282p 25cm
（ Key Engineering Materials Vol.459 ）
花泉修氏と海野雅文氏は群馬大学工学部教授
【受贈】

岡本太郎と横尾忠則 新版
倉林靖/著 ブックエンド/発行
2011.2 295p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1708 号】
介護事故・トラブル防止完璧マニュアル イラス
ト図解でよくわかる“なくすしくみ”を作る88の
鉄則!
田中元/著 ぱる出版/発行
2011.2 207p 21cm 1500 円
（ new health care management ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1706 号】

新幹線
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2011.2 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 4 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1706 号】

片づけの教科書 このスッキリは一生もの!
小松易/著 青春出版社/発行
2011.3 204p 20cm 1333 円
著者は高崎経済大学出身
【TRC 新刊案内 1708 号】

しんかんせん 3
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2011.2 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 1706 号】

クルマ旅大全 グレイノマドが日本を救う
長谷川英一/著 地球丸/発行
2011.3 191p 19cm 1200 円
（ カーネル Books 車中泊を楽しむ本 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

新興大国ロシアの国際ビジネス ビジネス立地と
企業活動の進化
今井雅和/著 中央経済社/発行
2011.3 5,7,290p 22cm 3200 円
高崎経済大学経済学部・大学院経済・経営研究
科教授
【TRC 新刊案内 1710 号】

弘法大師伝
中村孝也/著 日高彪/校訂 慧文社/発行
2011.2 196p 22cm 6000 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1708 号】
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〔2011.4〕

図説ビザンツ帝国 刻印された千年の記憶
根津由喜夫/著 河出書房新社/発行
2011.2 123p 22cm 1800 円
（ ふくろうの本 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

文武の藩儒者秋山景山
小川和也/著 角川学芸出版/発行
2011.2 222p 20cm 2900 円
（ 角川叢書 51 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

一九六〇年代未来へつづく思想 連続講義
高草木光一/編 吉川勇一ほか/著
岩波書店/発行
2011.2 7,287,7p 21cm 2500 円
高草木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1708 号】

膨張コンクリートの性能評価
辻幸和･栖原健太郎/著 技報堂出版/発行
2011.2 7,128p 26cm 2800 円
辻氏は群馬大学大学院工学研究科社会環境デザ
イン工学専攻教授 【TRC 新刊案内 1707 号】
40代を後悔しない50のリスト 1万人の失敗談か
らわかった人生の法則
大塚寿/著 ダイヤモンド社/発行
2011.2 246p 19cm 1429 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

戦国大名武田氏の権力構造
丸島和洋/著 思文閣出版/発行
2011.2 8,408,15p 22cm 8500 円
著者は群馬県立女子大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 1709 号】
全訳漢辞海 第3版
戸川芳郎/監修 佐藤進･濱口富士雄/編
三省堂/発行
2011.2 190,1743p 19cm 2900 円
濱口氏は群馬県立女子大学教授
【上毛 3/3、TRC 新刊案内 1706 号】

視聴覚資料

ソフトボール練習メニュー200 考える力を身に
つける
宇津木妙子･三科真澄/監修 池田書店/発行
2011.3 238p 21cm 1500 円
宇津木氏はルネサス高崎シニアアドバイザー

再会の夜～前橋ばら浪漫（CD)
新井しずか･瀬川洋二/歌
高坂のぼる/作詞 山中博/作曲
[2011.3]
新井氏、瀬川氏、高坂氏は共に前橋市在住
【上毛 3/2】

中世後期の在地社会と荘園制
福嶋紀子/著 同成社/発行
2011.2 4,314p 22cm 7000 円
（ 同成社中世史選書 8 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1707 号】
鉄道ずかん
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2011.4 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1710 号】

電子資料

中嶋常幸の真剣ゴルフ塾 2011春版
中嶋常幸/著 いけうち誠一/作画
学研パブリッシング/発行
2011.3 284p 29cm 552 円
（ GAKKEN SPORTS MOOK ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1710 号】
「働くこと」を企業と大人にたずねたい これか
ら社会へ出る人のための仕事の物語
中澤二朗/著 東洋経済新報社/発行
2011.3 8,243p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1706 号】

〔2011.4〕
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