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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年２月分
No.２９１

上野国神社明細帳 ２１ 西群馬郡・片岡郡・緑
埜郡・多胡郡・南甘樂郡
丑木幸男/編 群馬県文化事業振興会/発行
2010.12 396p 22cm 3800 円
【上毛 2/1】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 3 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

上野国神社明細帳 ２２ 北甘樂郡・碓氷郡・吾
妻郡
丑木幸男/編 群馬県文化事業振興会/発行
2010.12 346p 22cm 3500 円
【上毛 2/1】

・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。

上州･観音霊場三十三カ所
[上州観音霊場会/発行]
[2010] [4p] 26cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
東国花の寺百ケ寺ガイド 関東1都6県花の寺巡り
東国花の寺百ケ寺事務局/編 朱鷺書房/発行
2010.3 228p 19cm 1500 円
群馬県内の寺に関する記述あり
【受贈】

・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。

東国花の寺 心の安らぎを求めて 群馬西毛ライ
ン３ヶ寺
[東国花の寺百ヶ寺群馬西毛地区/発行]
[2010] [4p] 21cm
【桐生タイムス 2/5、受贈】

０ 総記

東国花の寺 心の安らぎを求めて 群馬中毛ライ
ン３ヶ寺
[東国花の寺百ヶ寺群馬中毛地区/発行]
[2010] [4p] 21cm
【桐生タイムス 2/5、受贈】

群馬の美術館･博物館ルートマップ 休日はうさ
ぎ倶楽部
群馬県/発行
[2011.2]
【産経･桐生タイムス 2/23、上毛 2/27】

東国花の寺 心の安らぎを求めて 群馬東毛ライ
ン３ヶ寺
[東国花の寺百ヶ寺群馬東毛地区/発行]
[2010] [4p] 21cm
【桐生タイムス 2/5、受贈】
東国花の寺 心の安らぎを求めて 群馬北毛ライ
ン３ヶ寺
[東国花の寺百ヶ寺群馬北毛地区/発行]
[2010] [4p] 21cm
【桐生タイムス 2/5、受贈】
東国花の寺百ヶ寺 東京/埼玉/群馬/栃木/茨城/
千葉/神奈川/鎌倉 心の安らぎを求めて
[東国花の寺百ヶ寺/発行]
[2010] 三つ折り 30 × 42cm
【受贈】
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〔2011.3〕

2 歴史･伝記･地理
生原･天神前遺跡（おいばら･てんじんまえいせき）
共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 28p 写真図版 7p 30cm
【受贈】
おおいずみ散策マップ
大泉町/作製
[2011.2] 折りたたみ

A2 判

【上毛 2/24】

近代日本のバイブル 内村鑑三の『後世への最大
遺物』はどのように読まれてきたか
鈴木範久/著 教文館/発行
2011.1 204p 20cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1703 号】
倉賀野西上正六遺跡（くらがのにしかみしょうろ
くいせき）工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.5 64p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

女たちの明治維新
鈴木由紀子/著 日本放送出版協会/発行
2010.7 217p 19cm 950 円
（ NHK ブックス 1161 ）
新島襄の妻、八重に関する記述あり【朝日 2/8】

剣崎･稲荷塚遺跡２（けんざき･いなりづかいせき
に）宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査
技研測量設計/編集 高崎市教育委員会/発行
2009.9 54p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

上大類･川押遺跡２（かみおおるい･かわおしいせ
きに）携帯電話用無線基地局建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.8 11p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
上芝･西金沢遺跡（かみしば･にしかなざわいせき）
店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.12 20p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
上豊岡引間遺跡６（かみとよおかひきまいせきろ
く）東京ガス埋設工事建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.2 101p 写 真 図 版 3,41p 30cm【 受 贈 】

顕彰碑文等に関する史料とりまとめ書 多野藤岡
地域蚕糸業指導者
関口覺･島崎妙一/編集
高山社を考える会/発行
2011.1 130p 30cm
【受贈、上毛 2/17、朝日 2/23】
市内遺跡発掘調査報告書 平成２１年度
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 32p 30cm
【 受 贈】
市内遺跡(旧吉井町)発掘調査報告書
度
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 18p 30cm

上中居遺跡群２（かみなかいいせきぐんに）上中
居土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 66p 写 真図版 6,30 30cm 【受贈】
上中居･宇名室遺跡（かみなかい･うなむろいせき）
共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.2 22p 写真図版 5p 30cm
【受贈】
上中居辻薬師遺跡３（かみなかいつじやくしいせ
きさん）共同宅地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.9 36p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

平成２１年
【 受 贈】

柴崎熊野前遺跡Ⅱ（しばさきくまのまえいせきに）
平成２１年度県立高崎高等養護学校校舎棟等増築
工事事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.1
30p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
下大類･中道下遺跡（しもおおるい･なかみちした
いせき）集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.5 33p 写真図版 6p 30cm
【受贈】
下之城･村東遺跡３（しものじょうむらひがしい
せきさん）共同宅地建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.12 6p 写真図版 2p 30cm

上中居･平塚遺跡３（かみなかいひらつかいせき
さん）事務所建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
技研測量設計/編集 高崎市教育委員会/発行
2010.4 10p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

〔2011.3〕

観光図版 高速道路で行く群馬県西上州エリア
わお！マップ東日本版
英公社/調製
2010.2 折りたたみ 55 × 77cm
【受贈】

新保田中･馬折遺跡（しんぼたなか･うまおりいせ
き）介護施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
技研測量設計/編集 高崎市教育委員会/発行
2010.11 12p 写真図版 2p 30cm
【受贈】
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全国里見一族交流会会報 ２００８年５月号
全国里見一族交流会/発行
2008.5 25p 30cm
【 受贈 】

花味HANAMI 東群馬 太田桐生みどり館林邑楽
特集版
群馬県東部県民局/発行
[2011.2] 20p A4 判
【上毛 2/23】

全国里見一族交流会会報 ２００９年４月号
全国里見一族交流会/発行
2009.4 24p 30cm
【 受贈 】

はばたけ群馬観光博覧会 ２０１１年春夏版
群馬県観光国際協会/発行
[2011.2]
【上毛 2/9】

全国里見一族交流会会報 ２０１０年１２月号
全国里見一族交流会/発行
2010.12 30p 30cm
【受贈】
高崎城遺跡１９（たかさきじょういせきじゅうく）
医療保健センター･図書館施設建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 212p 写真図版 38p 30cm 【受贈】
高崎千年物語
若狭徹/著 高崎市/発行
[2011.2] 130p A5 判 1000 円
著者は高崎市文化財保護課埋蔵文化財担当職員
【産経 2/25】

引間･三ツ屋東遺跡（ひきま･みつやひがしいせき）
携帯電話用鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.2 8p 30cm
【受贈】
前橋まちなか博物館 お宝発掘マップ
前橋中心商店街共同組合/製作
[2011.2]
【東京 2/28】
真壁ウォッチング
今井登/監修
真壁東自治会生涯学習推進会議/編集
2011.1 [8p] 30cm
付属資料：｢参考資料｣ 1 枚
【受贈、上毛 2/6】

電車とバスで行くぐんまの里山てくてく歩き
小暮淳/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2011.1 123p 21cm 1200 円
【上毛 2/25、TRC 新刊案内 1703 号】

三ッ寺･猿府遺跡（みつでら･さるふいせき）携帯
電話用鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2009.12 7p 写真図版 1p 30cm
【受贈】

稲荷台･北金尾遺跡（とうかだい･きたかねおいせ
き）病院建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
技研測量設計/編集 高崎市教育委員会/発行
2010.6 126p 写真図版 2,30p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

三ッ寺･七窓遺跡（みつでら･ななまどいせき）共
同宅地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.4 10p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

中居町一丁目遺跡２（なかいまちいっちょうめい
せきに）事務所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 18p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

吉井川浅間塚古墳（よしいかわせんげんづかこふ
ん）市道吉井9297号他1線道路改良工事に伴う発
掘調査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 17p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

七輿山古墳（ななこしやまこふん）平成２２年度
緊急雇用創出基金事業に係わる埋蔵文化財発掘調
査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2010.12 84p 写真図版 2,24p 30cm 【受贈】
萩原･沖中遺跡６（はぎわら･おきなかいせきろく）
工場増築に伴う埋蔵文化財調査
技研測量設計/編集 高崎市教育委員会/発行
2009.12 24p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
萩原･京目境遺跡（はぎわら･きょうめさかいいせ
き）携帯電話用鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
高崎市教育委員会/編集･発行
2010.3 10p 写真図版 4p 30cm
【受贈】
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羅漢町遺跡（らかんちょういせき）国道354号羅
漢町道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.1 28p 写真図版 6p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
るるぶ草津伊香保四万水上軽井沢 '11～'12
JTB パブリッシング/発行
2011.2 125p 26cm 819 円
（ るるぶ情報版 ）【TRC 新刊案内 1703 号】

〔2011.3〕

ぐんまの学校統計 学校基本調査結果報告書
平成２２年度
群馬県企画部統計課人口社会係/発行
2011.1 88p 30cm
【 受 贈】

3 社会科学
生死(いきしに) 看取りと臨終の民俗/ゆらぐ伝
統的生命観
板橋春夫/著 社会評論社/発行
2010.12 271p 19cm 1900 円
（ 叢書|いのちの民俗学 3 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 2/13】

決算特別委員会記録 平成22年9月1日～平成22年
9月7日
桐生市議会事務局/発行
2010.9 264p 30cm
【受贈】

育英短期大学研究紀要 第２８号
図書･紀要委員会/編集 育英短期大学/発行
2011.2 59p 26cm
【 受贈 】

斎藤喜博教育思想の研究
増田翼/著 佛教大学/発行
2011.1 8,346,18p 22cm 7000 円
（ 佛教大学研究叢書 13 ）
斎藤氏は玉村町生まれ【TRC 新刊案内 1704 号】

学校保健統計調査 群馬県結果（速報）
平成２２年度
群馬県企画部統計課/発行
2011.1 11p 30cm
【 受贈 】

知って得する７カ条 これから社会で働くために
働くルールズバリ教えます！
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2011.2 [4p] 21cm
【受贈】

川を活かした体験型学習プログラム 小学生が川
で安全に楽しく,学び遊べる
河川環境管理財団/企画･編集 東京書籍/発行
2011.2 223p 30cm 2200 円
邑楽町立中野東小学校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1704 号】

高崎商科大学紀要 第２５号（２０１０年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2010.12 288p 30cm
【受贈】
だからヤマダ電機で買いたくなる
片山修/著 潮出版社/発行
2011.2 270p 19cm 1400 円
【上毛 2/5、TRC 新刊案内 1704 号】

関東学園大学法学紀要 第33号（第19巻第1号）
山野一美先生退職記念号
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
2010.3 171p 21cm
【受贈】
群馬県会社要覧 ２０１１年
群馬経済研究所/発行
2011.2 270p 21cm 4000 円

玉村町早春の三大祭り
[玉村町教育委員会生涯学習課文化財係/発行]
[2011.2] 三つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 2/10】

【受贈】

地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査 平成２１会計
年度
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2011.2 50p 30cm
【 受 贈】

群馬県議会会議録 平成22年11月定例会
自平成22年11月29日 至平成22年12月16日
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2011.2 6,263p 30cm
【受贈】

連合赤軍物語紅炎(プロミネンス)
山平重樹/著 徳間書店/発行
2011.2 471p 16cm 686 円
（ 徳間文庫 や 29-2 ）
あさま山荘事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1704 号】

[群馬県建築構造設計事務所協会業務内容及び目
標]
群馬県建築構造設計事務所協会/作成
[2011.2]
【群馬建設 2/5】
群馬県の人口と世帯 要計表による集計結果速報
平成２２年国勢調査
群馬県企画部統計課/発行
2011.1 5p 30cm
【受贈】

〔2011.3〕
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白鴎法学 第１７巻２号（２０１０年１２月）
白鴎大学法学部/発行
2010.12 308p 21cm
足尾鉱毒問題に関する記述あり
【受贈】

4 自然科学
かみつけ 群馬の蝶を語る会会報 №４
池沢隆一/編集
群馬の蝶を語る会(高崎市)/発行
2010.12 123p 26cm
【受贈】

八ツ場ダム 過去、現在、そして未来
嶋津暉之･清澤洋子/著 岩波書店/発行
2011.1 7,236,9p 19cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1704 号】

重粒子線がん治療について
群馬大学重粒子線医学研究センター重粒子線医
学推進課･群馬県健康福祉部医務課/発行
[2011.2] [8p] 30cm
【受贈】

りょうもう麺ろーど トランプ
コーセンドー(館林市)/発売
[2011.2] [54 枚組] 1260 円(税込)
【viva!amigo2/11】

関流和算書大成 関算四伝書 第9巻 影印
完伝首巻～第四十一
[戸板保佑/原編] 東アジア数学史研究会/編
勉誠出版/発行
2011.1 4,643p 31cm 30000 円
【TRC 新刊案内 1705 号】

6 産業

関流和算書大成 関算四伝書 第10巻 影印
完伝第四十二～第七十七
[戸板保佑/原編] 東アジア数学史研究会/編
勉誠出版/発行
2011.1 2,615p 31cm 30000 円
【TRC 新刊案内 1705 号】

群馬県畜産試験場研究報告
平成２２年１２月
群馬県畜産試験場/発行
2010.12 132p 30cm

第１７号

ぐんまの園芸 ２０１１
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2011.3 15p 30cm

関流和算書大成 関算四伝書 第11巻 影印
完伝第七十八～第百・補遺
[戸板保佑/原編] 東アジア数学史研究会/編
勉誠出版/発行
2011.1 2,573p 31cm 30000 円
【TRC 新刊案内 1705 号】

【受贈】

【 受 贈】

こんにゃくいもの新しい情報 平成２１年産
群馬農林統計協会/編集・発行
2010.10 33p 30cm
【受贈】
全国育樹祭記録誌 第３４回
第３４回全国育樹祭沼田市実行委員会/編集
2010.12 36p 30cm
【受贈】
治山事業及び保安林制度のあらまし
群馬県/発行
2010.8 60p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画 第６期
群馬県環境森林部/発行
2011.1 [20p] 30cm
【 受贈】
社会環境報告書 ２０１０
東武鉄道/発行
2010 30p 30cm

平成22年度
【 受 贈】

藩営前橋製糸所跡の碑
藩営前橋製糸所跡の碑建立委員会/発行
2010.12 21p 30cm
【受贈】
ポケット関東農林水産統計 平成２２年版
関東農政局統計部/発行
2010.11 [23,]176p 19cm
【受贈】

【受贈】

だんべー．本（どっとぼん）
堀口裕司/監修
群馬イートレンド(高崎市)/発行
2011.2 256p 21cm
【受贈、ぐんま経済 2/10、上毛 2/18】

まちあるきマップ [一店一作家(一工場)運動]
桐生商工会議所/作成
[2011.2] 折りたたみ A1 判 【上毛 2/20】
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〔2011.3〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

企画展 平成２３年度第２回 銅版画の魅力－エ
ッチング
広瀬川美術館(前橋市)/発行
2011.2 [4p] 30cm
【受贈】
九十九小かるた 改訂版
[改訂委員会/製作]
[2011.2] [88 枚組]
花の寺寳積寺 絵葉書
柴山潤壱･穆厳･萩原一嘉/撮影
宝積寺(甘楽町)/発行
[2010] 7 枚組 18cm

ありがとう私のいのち 『風の旅』からのメッセ
ージ 第1巻 字を書きたい
星野富弘/著 学研パブリッシング/発行
2011.2 55p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】
ありがとう私のいのち 『風の旅』からのメッセ
ージ 第2巻 絵を描きたい
星野富弘/著 学研パブリッシング/発行
2011.2 55p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】

【上毛 2/19】

【受贈】

ありがとう私のいのち 『風の旅』からのメッセ
ージ 第3巻 友への手紙
星野富弘/著 学研パブリッシング/発行
2011.2 55p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】

プロ野球でモノになる奴の法則 2011 斎藤世代
の挑戦
小関順二/著 廣済堂あかつき/発行
2011.2 262p 19cm 1400 円
斎藤佑樹投手(群馬県出身)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1704 号】
[前橋市内ウォーキングコース]
前橋市/作製
[2011.2]
野鳥の詩 写真集
町田雄一/撮影
[2011.2] 85p 2100 円
町田氏は前橋市在住

ありがとう私のいのち 『風の旅』からのメッセ
ージ 第4巻 小さな旅立ち
星野富弘/著 学研パブリッシング/発行
2011.2 55p 26cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】

パンフレット
【日経 2/23】

アンジャーネ
吉永南央/著 東京創元社/発行
2011.1 283p 19cm 1700 円
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1703 号】

【上毛 2/24】

『1Q84』批判と現代作家論
黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ/発行
2011.2 245p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】
産土の歌 歌集
須田利一郎/著･発行
2010.11 17p 21cm
著者は桐生市在住

8 語学
群馬県中学生の税についての作文入選作品集
平成２２年度
群馬県納税貯蓄組合連合会/発行
2010 54p 30cm
【受贈】

遠望 高崎市文化協会群馬支部機関誌 第４３号
高崎市文化協会群馬支部/発行
2011.2 194p 21cm
【受贈、上毛 2/17】

中学生の税についての作文 平成２２年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会/発行
2010 57p 30cm
【受贈】

〔2011.3〕

【受贈】

風の街 No.３４（２０１１.１）
嶋田誠三/編集･発行
2011.1 96p 21cm 500 円
嶋田氏は藤岡市在住
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【受贈】

ぎんいろの木
なかそねまさのり/絵･文 風詠社/発行
2011.1 23p 27cm 952 円
なかそね氏は前橋市在住
【受贈、TRC 新刊案内 1703 号】

魔女っ子ナイルのひとり旅
空羽ファティマ/作
[2010.12]
空羽氏は前橋市在住

ゆめ太の明日
うちかわこういち/作 山本正子/絵
2011.3 61p 22cm 1200 円
うちかわ氏は高崎市在住

櫛の十字架 大逆事件の渦-新村忠雄と阿部米太
郎
石山幸弘/著 かもがわ出版/発行
2011.2 463p 20cm 2500 円
著者は群馬県立女子大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 1705 号】
黒い孔雀ウパシナとの出会い
空羽ファティマ/作
[2010.12]
空羽氏は前橋市在住

【上毛 2/2】

【上毛 2/2】

【受贈】

県関係者の一般著作

研修医純情物語 先生と呼ばないで
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2011.2 319p 16cm 648 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-1 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】

書きこみ式「いいこと日記」 2011年版
中山庸子/監修 マガジンハウス/発行
2010.9 223p 21cm 1200 円
中山氏は群馬県生まれ 【桐生タイムス 2/24】

四季万華 句集
新沢忠男/著
2010.9 252p 20cm
著者は沼田市在住

看護･介護の仕事を、条件だけで決めてはいけな
い！
ジーファインスタッフ(桐生市)/発行
[2011.2]
【ぐんま経済 2/10】

【受贈】

グレン・グールドは語る
グレン･グールド・ジョナサン･コット/著
宮澤淳一/訳 筑摩書房/発行
2010.10 189,36p 15cm 1100 円
（ ちくま学芸文庫 ク 19-1 ）
宮澤氏は太田市出身
【朝日 2/22】

随筆手帖 第４８号
日本作家クラブ/発行
2010.11 184p 21cm 1500 円
｢｢放浪記｣林芙美子役二千回主演を祝いながら｣
山屋宏之(渋川市在住)/著収録
【受贈】
そして海は･･･ 随想集
若林節/著
[2011.2]
著者は前橋市在住

天変地異の予測学 天変地異には法則があった
偶然を超えた「恐るべき一致」が存在する大災害、
航空機事故を結ぶ点と線
山口慶一/著 アイシーアイ出版/発行
2011.1 219p 19cm 1300 円
著者は群馬製粉(渋川市)社長
【上毛 2/26】

【上毛 2/17】

超新撰21
邑書林/発行
2010.12 293p 19cm 1800 円
（ セレクション俳人 ）
山田耕司氏(桐生市)の俳句が収録
【桐生タイムス 2/17】
風林 [『風人』創刊四十周年記念合同歌集]
風人短歌社/編集 行路文芸社/発行
【上毛 2/24】
[2011.2] 3000 円

トップ営業マンが使っている買わせる営業心理術
前トヨタホーム4年連続トップ営業マンの「お
客様」に気に入られ、「商品」を魅力的に伝える
方法
菊原智明/著 明日香出版社/発行
2011.2 239p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1705 号】

本能寺将星録 細川忠興戦記 下
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2011.2 250p 18cm 943 円
（ 歴史群像新書 318-2 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1703 号】

人間力・現場力を高めるワンポイント講座 変革
と挑戦で「自分を変え、職場を変え、会社を変え
る」
市川享司/著 日科技連出版社/発行
2011.2 13,167p 21cm 2400 円
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1703 号】
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〔2011.3〕

農業株式会社と改正農地法-法務と税務
金光寛之･松藤保孝/編著 三協法規出版/発行
2011.1 11,284p 21cm 3300 円
金光氏は高崎経済大学地域政策学部専任講師
松藤氏は高崎経済大学地域政策学部･大学院地
域政策研究科教授

視聴覚資料
置手紙～あれから二年半/榛名湖の愛（CD）
池田進とグリーンアイズ/演奏
2010.12 2 曲
池田氏は旧赤城村出身
【上毛 2/16】

のりものずかん てつどうやさいれんかーいろん
なのりものがだいしゅうごう!
accototo/え おがのみのる/しゃしん
パイインターナショナル/発行
2011.2 33p 27cm 1800 円
（ こどもはかせシリーズ ）
おがの氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1705 号】
本当に超基本・超常識の営業マナー 常識ゼロか
ら始める
菊原智明/著 ダイヤモンド社/発行
2011.2 185p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1704 号】

【上毛 2/3】

上州路（CD）
中村悦子/歌･作詞･作曲
[2011.2] 2 曲
中村氏は高崎市在住

【上毛 2/3】

竹から作ろう、竹とんぼ 入門編・初級編（群馬
方式）（DVD）
上州竹とんぼの会(館林市)/制作
2010.9 37 分
【受贈、上毛 2/16】

水と人びとの健康
橋本淳司/著 文研出版/発行
2011.1 47p 29cm 2500 円
（ 世界と日本の水問題 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1703 号】
紅葉山御養蚕所 御養蚕実録
１８年）
佐藤好祐/執筆編集
2010.12 71p 30cm
佐藤氏は前橋市在住

ぐんまの農業応援歌（CD)
[ＪＡグループ群馬/製作]
[2011]

魂の歌～ふるさと～（CD）
清水博正/歌
2011.2
群馬の名産を歌った新譜｢上州松五郎｣を収録
清水氏は渋川市出身
【上毛 2/16】

（平成８年～平成

【受贈】

電子資料

〔2011.3〕
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