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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１１年１月分
No.２９０

伊勢崎市文化財保護年報 平成２１年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.11 62p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 23(2011)年 2 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

岩宿フォーラム／シンポジウム２０１０ 予稿集
北関東地方の石器文化の特色
岩宿博物館･岩宿フォーラム実行委員会/編集･
発行
2010.11 80p 30cm
【受贈】

・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。

おおた再発見プロジェクト
太田市/発行
2011.1 48p B6 判

・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。

【上毛 1/29】

尾瀬の保護と復元 第２９号
福島県特殊植物等保全事業調査報告書
福島県尾瀬保護調査会/編集
福島県生活環境部自然保護課/発行
2010.3 162p 30cm

・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。

２０１０
【受贈】

[ガイドマップ]
富岡げんき塾/発行
[2011.1]
富岡製糸場周辺の見どころや明治～昭和期のエ
ピソードに関する記述あり
【上毛 1/16】
上新田今昔 前橋市上新田町を中心とする歴史概
略
倉林邦男/編集著作・発行
2011.1 1 冊 27cm
倉林氏は前橋市在住
【受贈】

０ 総記
特集展示 平成２２年度 ぐんまの雑誌展 雑誌
で見るぐんまの人・風土・文学
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2011.1 [6p] 30cm
【受贈】

上細井北遺跡群No.１（かみほそいきたいせきぐ
んなんばーいち） 上細井土地改良区営上細井土
地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2009.3 4,99p 写真図版 23p 30cm 【受贈】
上細井北遺跡群No.２（かみほそいきたいせきぐ
んなんばーに） 上細井土地改良区営上細井土地
改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/編集･発行
2010.3 4,24p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教

企画展 第５０回 群馬の岩宿時代partⅡ
岩宿博物館/編集･発行
2010.10 43p 30cm
【受贈】
北向近代史年表
年表を作る会(伊勢崎市境島村)/発行
2011.1 8p A4 判
【上毛 1/13】
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〔2011.2〕

群馬県人物・人材情報リスト 2011
日外アソシエーツ株式会社/編集[･制作]
2010.12 31,35,660p 31cm 89000 円
【TRC 新刊案内 1700 号】

南部拠点地区遺跡群No.５（なんぶきょてんちく
いせきぐんなんばーご） 前橋市南部拠点東地区
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書No.５
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/発行
2010.9 44p 写真図版 2,10p 30cm 【受贈】

三波石峡
藤岡市/発行
[2011.1]
４８の銘石のいわれを写真つきで紹介したマッ
プ
【上毛 1/24】

南部拠点地区遺跡群No.４（なんぶきょてんちく
いせきぐんなんばーよん） 前橋市南部拠点東地
区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書No.４
技研測量設計/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2010.9 78p 写真図版 4,22p 30cm 【受贈】

史跡岩宿遺跡保存整備報告書（しせきいわじゅく
いせきほぞんせいびほうこくしょ） みどり市文
化財報告書第１集
みどり市教育委員会/編集･発行
2010.3 170p 30cm
【受贈】

日本の史跡101選 出かけよう日本の記憶をたど
る旅へ
史跡選出委員会/編 日本経済新聞出版社/発行
2011.1 319p 19cm 2300 円
岩宿遺跡、富岡製糸場、上野三碑に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 1700 号】

下渕名遺跡１２（しもふちないせきじゅうに）
倉庫建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2010.10 58p 写真図版 16p 30cm
【受贈】
1967クロスカウンター 雑草と呼ばれたチャンピ
オン小林弘
菅淳一/著 太田出版/発行
2011.2 277p 20cm 1714 円
小林氏は伊勢崎市出身
【上毛 1/29、TRC 新刊案内 1703 号】

はるかな尾瀬 Vol.１５
尾瀬保護財団/発行
2011.1
15p 30cm

房丸桜町遺跡（ぼうまるさくらまちいせき） 地
域活力基盤創造交付金事業（市道00－104号線歩
道整備工事）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2010.3 16p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

全国の戦災の追悼施設･追悼式 平成２２年度
全国戦災史実調査報告書 北海道･東北･関東
NHK グローバルメディアサービス/企画･制作
2010.11 [11,]227p 30cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】
たつなみ 顕彰会機関誌 第３５号
小栗上野介顕彰会(高崎市)/編集
2010.11 63p 21cm
鶴見祐輔資料
石塚義夫/編著
講談社出版サービスセンター/発行
2010.12 313p 20cm
鶴見氏は高崎市新町生まれ

元総社蒼海遺跡群(29)（もとそうじゃおうみいせ
きぐん） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2010.3 4,80p 写真図版 16p 30cm 【受贈】

【受贈】

元総社蒼海遺跡群(30)（もとそうじゃおうみいせ
きぐん） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2010.3 4,24p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

南部拠点地区遺跡群No.３（なんぶきょてんちく
いせきぐんなんばーさん） 前橋市南部拠点東地
区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書No.３
スナガ環境測設/編集
前橋市埋蔵文化財発掘調査団/発行
2010.3 31p 写真図版 4,12p 30cm 【受贈】

〔2011.2〕

【受贈】

元総社蒼海遺跡群(31)（もとそうじゃおうみいせ
きぐん） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研測量設計/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2010.3 4,42p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
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渋川市統計書 平成２２年版
渋川市企画部広報情報課/編集
2011.1 [12,]145p 30cm

3 社会科学
[いじめ問題対策リーフレット]
伊勢崎市教育委員会/発行
[2011.1] 6p A4 判

教職員用

[いじめ問題対策リーフレット]
伊勢崎市教育委員会/発行
[2011.1] 1 枚 A4 判

保護者用

【上毛 1/31】

【上毛 1/31】

桐生市まちいなか暮らしのススメ 改訂版
桐生市/発行
[2011.1]
まちなか居住推進を目的とした地図
【上毛 1/21】
群馬県歳入歳出決算審査意見書群馬県基金運用状
況審査意見書 平成２１年度
群馬県監査委員/発行
2010.9
55p 30cm
【受贈】

上毛民俗 第５３号
上毛民俗学会/編集･発行
2009.11 48p 21cm

【受贈】

上毛民俗 第５４号
上毛民俗学会/編集･発行
2010.10 60p 21cm

【受贈】

女性保護の概要 平成２１年度
（平成２０年度実績）
群馬県女性相談所･三山寮/発行
2009.11 33p 30cm

【受贈】

女性保護の概要 平成２２年度
（平成２１年度実績）
群馬県女性相談所･三山寮/発行
2010.11 33p 30cm

【受贈】

高崎経済大学論集 第５３巻第１号（通巻188号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2010.6 109p 26cm
【受贈】

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報告書 平成２１年にお
ける
群馬県企画部統計課/発行
2010.12 122p 30cm
【受贈】

高崎経済大学論集 第５３巻第２号（通巻189号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2010.9 101p 26cm
【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成21年度
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2010.12 38p 30cm
【受贈】
財政のあらまし 平成２２年１２月
群馬県/発行
2010.12 38p 30cm

渋川市/発行
【受贈】

高崎経済大学論集 第５３巻第３号（通巻190号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2010.12 101p 26cm
【受贈】
中之条の鳥追い
山口武夫/著 中之条町鳥追い祭り保存会/発行
[2011.1] 155p 30cm
【受贈】

【受贈】

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４３巻第１・２合併号 通巻６９号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2007.12 206p 27m
【受贈】

ままえーる 創刊号 季刊フリーペーパー
パリッシュ出版(高崎市)/発行
2011.1 72p 21cm
【受贈、上毛 1/11、ぐんま経済 1/20】

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４４巻第１号 通巻７０号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2008.9 78p 26cm
【受贈】

私のまつり通信 Ⅸ
石川博司/著 ともしび会/発行
2010.12 40p 21cm
上新田の獅子舞に関する記述あり

【受贈】

産業研究（高崎経済大学附属産業研究所紀要）
第４４巻第２号 通巻７１号
高崎経済大学附属産業研究所/発行
2009.3 87p 26cm
【受贈】
獅子舞雑記ノート ４０
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2010.12 42p 21cm
高崎市に関する記述あり

【受贈】
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〔2011.2〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

温泉をよむ
日本温泉文化研究会/著 講談社/発行
2011.1 274p 18cm 760 円
（ 講談社現代新書 2088 ）
草津に関する記述あり【TRC 新刊案内 1702 号】

桜美林大学産業研究所年報 第２７号
桜美林大学産業研究所/発行
2009.3 167p 21cm
八ツ場ダムに関する特集あり

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１５５回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2010.12 6p 30cm
別添資料：添付図面 13p
【受贈】

群馬県衛生環境研究所年報 第４２号 ２０１０
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2010.11 94p 30cm
【 受贈 】
特別展 第１６回 江戸時代、浅間山大噴火。
最新の遺跡発掘調査からみた
高崎市等広域市町村圏振興整備組合立かみつけ
の里博物館/編集･発行
2007.10 79p 30cm
【受贈】

ごみの分け方・出し方
甘楽町/発行
[2011.1] 1 枚

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書３６
群馬県自然環境課/編集･発行
2010.11 128p 30cm
【受贈】

中国語版
【上毛 1/21】

産研通信 №７３
桜美林大学産業研究所/発行
2008.11 13p 21cm
八ツ場ダムに関する記述あり

【受贈】

産研通信 №７５
桜美林大学産業研究所/発行
2009.7 13p 21cm
八ツ場ダムに関する記述あり

【受贈】

榛東産『下仁田ネギ』＆特産品ガイドブック ネ
ギ料理レシピ付！ 保存版
榛東村産業振興課/発行
[2011.1] 20p 21cm
【受贈】
太織から伊勢崎銘仙へ－織物見本帳の世界－
伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館/編集･発行
2011.1 51p 19cm
【 受 贈】
味シュランちよだ 千代田町グルメガイド
千代田町商工会/発行
2010.12 14p 21 × 10cm 【受贈、上毛 1/7】

〔2011.2〕
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6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

赤谷森林環境保全ふれあいセンター活動報告
平成２１年度
農林水産省林野庁関東森林管理局/発行
2010 69p 30cm
【受贈】

企画展 No.８６ 相原求一朗展～春を待ちなが
ら～
大川美術館/発行
2011.1 35p 23cm
【受贈】

境島村養蚕農家群調査中間報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2009.3 83p 30cm
【 受贈 】

群馬県写真展目録 第５８回
第３４回県民芸術祭参加
群馬県写真文化協会/編集･発行
2010.10 39p 26cm

【 受 贈】

シルクカントリーin下仁田 世界遺産がひらく
輝く下仁田の未来
群馬県企画部世界遺産推進課･フィールドミュ
ージアム「21 世紀のシルクカントリー群馬」
推進委員会/発行
2010.9
[66p] 30cm
【受贈】

群馬県書道展覧会作家名鑑
第３４回県民芸術祭参加
[群馬県書道協会/発行]
2010 66p 26cm

【受贈】

群馬県美術展 県展 目録 第６１回（２０１０）
第３４回県民芸術祭参加
群馬県美術会事務局/編集
群馬県美術会/発行
2010.11 53p 26cm
【 受 贈】

すごい駅
横見浩彦･牛山隆信/著
メディアファクトリー/発行
2010.10 221p 18cm 740 円
（ メディアファクトリー新書 014 ）
土合･下仁田･大前･上州福島駅に関する記述あ
り
【朝日 1/25】

群馬の体育・スポ－ツ 平成２１年度
群馬県教育委員会/発行
[2010] 113p 30cm

中部ライン全線・全駅・全配線 第10巻 上越・
秩父エリア
川島令三/編著 講談社/発行
2011.1 95p 26cm 933 円
（ <図説>日本の鉄道 ）
信越線、碓氷峠、高崎線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1699 号】

【受贈】

竹工芸作品展 第４回渋川市たちばな竹の里フェ
スティバル
第４回渋川市たちばな竹の里フェスティバル実
行委員会竹工芸部会/編集･発行
2010.12 15p 30cm
【受贈】
白球の蔵 １０年の記録資料集＜平成１１年度～
平成２０年度＞
群馬県高等学校野球連盟/編集･発行
2010.12 [15,]370p 30cm
付録：全国高等学校野球選手権群馬大会の戦績
一覧
【受贈】

鉄道旅へ行ってきます
酒井順子･関川夏央/著 講談社/発行
2010.12 229p 20cm 1600 円
八高線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1699 号】
木材需給の現況 No.３８
群馬県環境森林部/発行
2010.11 71p 30cm

第６１回

機音 つむぎうた 絵葉書
布瀬達夫/画
[2011.1] 8 枚組 500 円
布瀬氏は富岡市在住

平成２２年版
【受贈】

【上毛 1/5】

明治唱歌の誕生
中山エイ子/著 勉誠出版/発行
2010.12 9,457p 22cm 8000 円
｢兎と亀｣石原和三郎/作詞に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1700 号】
吉井かるた
齋藤彌平/監修
[2010] 1 枚 42 × 30cm
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【受贈】

〔2011.2〕

殘瀝抄 漢詩集
馭風齋藤清次/著
2010.10 131p 22cm
著者は富岡市在住

8 語学
村に残ることば
飯塚暹/著
2010.10 30p 26cm
著者は藤岡市在住

【受贈、上毛 1/8】

SPORTS STORIES 第５回さいたま市スポーツ文
学賞受賞作品集
埼玉県さいたま市/発行
2010.12 428p 19cm 953 円
｢走る｣白石恵子(太田市在住)/著収録【受贈】

【受贈、上毛 1/13】

高崎の句碑－句集・雁行川の四季Ⅲ 卒寿記念
金井勝太郎/著 あさを社/発行
2011.1 127p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 1/4、朝日 1/12、産経 1/12】

9 文学
吾妻路 吾妻路短歌会年刊歌集 平成２２年
吾妻路編集委員会/編集 吾妻路短歌会/発行
2011.1 49p 20cm
【 受贈 】

玉響 句集
江原ユキ江/著 教文館出版(前橋市)/発行
2010.7 71p 21cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 1/11】

絲的炊事記 豚キムチにジンクスはあるのか
絲山秋子/著 講談社/発行
2011.1 189p 15cm 524 円
（ 講談社文庫 い 113-4 ）
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1701 号】

“鶴舞う群馬”の地域文化 人と思想と民俗と
千葉貢/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2010.12 326p 21cm 2800 円
【上毛 1/22、TRC 新刊案内 1702 号】

おふくろ 句集
髙橋洋一/著 文學の森/発行
2010.12 226p 16cm 2667 円
著者は富岡市在住

名もなき農夫の名もなき歌 和歌壇集
福田和雄/著 風詠社/発行 星雲社/発売
2010.10 157p 19cm 952 円
著者は前橋市生まれ
【受贈】

【受贈】

海程樹道場 ９
群馬・樹の会(前橋市)/発行
2010.12 76p 21cm

【受贈】

九峰集五六 書牘下
高橋道斎/著 須賀昌五/訓釈･発行
2010.12 1 冊 21cm
須賀氏は草津町在住

【受贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 39
おばけネズミの巻 青森の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2011.1 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1702 号】
猫の一年
金井美恵子/著 文藝春秋/発行
2011.1 277p 20cm 1714 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 1702 号】

砂金 歌誌 ２０１０年１２月号
砂金短歌会/発行
2010.12 1 冊
黒崎善四郎氏(桐生市生まれ)の追悼集収録
【桐生タイムス 1/22】
産土の歌 歌集
須田利一郎/編著
[2011.1] 1 冊
著者は桐生市在住

〔2011.2〕

瓢 簞 から駒 上村占魚随筆集
上村占魚/著 紅書房/発行
2010.9 163p 19cm 2381 円
【TRC 新刊案内 1699 号】

【桐生タイムス 1/17】
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ひろそ火 句会.com（ドットコム） 創刊号
俳句会｢ひろそ火｣/発行
2011.1 42p 21cm
｢ひろそ火｣は木暮陶句郎氏(渋川市在住)が主宰
する俳句会
【受贈、上毛 1/11】
淵

淵

県関係者の一般著作
イラスト版子どものソーシャルスキル 友だち関
係に勇気と自信がつく42のメソッド
相川充･猪刈恵美/著 合同出版/発行
2011.1 111p 26cm 1600 円
相川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1700 号】

短歌同人誌 第１８８号
淵の会/発行
2010.11 40p 21cm 500 円
｢懸待表裏は一隅を守らず｣松田治男(群馬県在
住)/著収録
【受贈】

江戸時代と庶民学者
柳沢南/著
2010.12 429p 21cm
著者は前橋市在住

短歌同人誌 第１８９号
淵の会/発行
2011.1 40p 21cm 500 円
｢慈悲と同情｣松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

【受贈】

畏るべき昭和天皇
松本健一/著 新潮社/発行
2011.1 422p 16cm 629 円
（ 新潮文庫 ま-35-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1699 号】

本能寺将星録 細川忠興戦記 上
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2011.1 232p 18cm 933 円
（ 歴史群像新書 318-1 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1699 号】

カウンセリングのすべてがわかる カウンセラー
が答える本当の心理学
國分康孝･新井邦二郎/監修
石村郁夫･羽鳥健司･浅野憲一/編著
技術評論社/発行
石村氏と羽鳥氏は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1697 号】

山田茂雄遺歌集 「星霜譜」その後・介護歌集
虹の輪
山田茂雄/著 山田雅彦/編集
2010.12 295p 20cm 2000 円
著者は富岡市生まれ
【受贈】

心とからだをキレイにするマクロビオティック
岡部賢二/著 PHP 研究所/発行
2011.1 255p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1699 号】

雪舞 句集
金子笑子/著 角川書店/発行
2010.9 197p 20cm 2000 円
著者は旅館｢伍楼閣｣(沼田市)女将
【受贈、上毛 1/19】

心にグッとくる日本の古典
黒澤弘光･竹内薫/著 NTT 出版/発行
2011.1 7,247p 19cm 1500 円
黒澤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1701 号】

ルルとララのわくわくクレープ
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2010.12 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 21 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1699 号】

子どもへのまなざし 完
佐々木正美/著 福音館書店/発行
2011.1 369p 21cm 1800 円
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1701 号】
柔軟力UP集中トレーニング
五十嵐悠哉/著 ナツメ社/発行
2011.2 222p 21cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1702 号】
瞬時に「話す」「書く」技術 1枚の「万能メモ」
に書き込むだけ
橋本淳司/著 すばる舎/発行
2011.1 191p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1702 号】
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〔2011.2〕

図説プラハ 塔と黄金と革命の都市
片野優･須貝典子/著 河出書房新社/発行
2011.1 111p 22cm 1800 円
（ ふくろうの本 ）
片野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1702 号】

視聴覚資料
ひかげ道［CD］
松山由香里/作詞 中野喜久勇/作曲
[2011.1]
八ッ場ダムをテーマにした演歌
松山氏は太田市在住
中野氏は甘楽町在住
【上毛 1/14】

スピノザの方法
國分功一郎/著 みすず書房/発行
2011.1 359p 22cm 5400 円
著者は高崎経済大学経済学部講師
【TRC 新刊案内 1702 号】
住まい方から住空間をデザインする 図説住まい
の計画 新訂版
林知子･大井絢子/著 彰国社/発行
2011.1 165p 26cm 2600 円
林氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1699 号】

電子資料
群馬の体育・スポ－ツ 平成２１年度（CD－ROM）
[群馬県教育委員会/発行]
[2010] 1 枚
【受贈】

戦争を知らない国民のための日中歴史認識 『日
中歴史共同研究<近現代史>』を読む
笠原十九司/編 勉誠出版/発行
2010.12 4,271p 22cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1700 号】
たった1分で人生が変わる片づけの習慣 実践編
小松易/著 中経出版/発行
2010.12 207p 19cm 1300 円
著者は高崎経済大学出身
【上毛 1/30】
チンギス・ハンの墓はどこだ?
白石典之/著 くもん出版/発行
2010.12 159p 22cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1701 号】
P&G式伝える技術徹底する力 コミュニケーショ
ンが170年の成長を支える
高田誠/著 朝日新聞出版/発行
2011.1 231p 18cm 740 円
（ 朝日新書 274 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1701 号】
水をめぐる争い
橋本淳司/著 文研出版/発行
2010.12 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 1699 号】

〔2011.2〕
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