図書館要覧 平成２３年度
邑楽町立図書館/編集･発行
2011.12 35p 30cm

群 馬 の 本

【受贈】

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１２年３月分
No.３０４
発行日 平成 24(2012)年 4 月 15 日
発 行 群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

1 哲学･宗教

・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。

群馬県宗教法人名簿 平成２４年２月
群馬県総務部学事法制課/発行
2012.2 1 冊 31cm
【受贈】

・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
碓氷路 歴史遺産再生の軌跡
うすいの歴史を残す会(安中市)/発行
2011.12 174p 30cm
【受贈、上毛 3/7】
[小栗上野介旧宅関係資料]
[太田智也/写真]
[2012.2] [5p] 30cm

０ 総記
今、図書館員がしなければならないこと『県民に
役に立つと認識される図書館になるために』～鳥
取県立図書館のくらし・産業支援を中心に～ 小
林隆志講演録
群馬県公共図書館協議会/編集･発行
（ 群馬県公共図書館協議会資料集 第一集 ）
2009.3 55p 21cm
【受贈】

【受贈】

おでかけ群馬 ２０１２－２０１３
ニューズ･ライン/発行
[2012.3] A4 変形判 980 円
【ぐんま経済 3/22】
上泉唐ノ堀遺跡・上泉新田塚遺跡群（かみいずみ
からのほりいせき・かみいずみにったづかいせき
ぐん） 一般国道17号（上武道路）改築工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査（その3）報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.11 170p 写真図版 52p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

群馬県図書館大会報告書 第８回 開かれた図書
館～国民読書年・読む楽しさを伝える～
群馬県立図書館･群馬県図書館協会/編集･発行
2011.2 49p 30cm
【自館作成】
群馬県図書館大会報告書 第９回 開かれた図書
館～「これからの図書館」を考える～
群馬県立図書館･群馬県図書館協会/編集･発行
2012.2 38p 30cm
【自館作成】

群馬 草津・伊香保・みなかみ '１３
昭文社/発行
2012.4 169p 26cm 800 円
（ マップルマガジン ）
【TRC 新刊案内 1757 号】

チャリキ本ガン 第２号 フリーペーパー
アド･リブ(前橋市)/発行
[2012.3] 40p B6 判
戦後に女子競輪選手として活躍した前橋の堀政
子(旧姓加古)氏のインタビュー収録
【受贈、ぐんま経済 3/22、上毛 3/26】

群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 ３０
平成２２年度事業概要
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.11 57p 30cm
【受贈】
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〔2012.4〕

小暮東新山遺跡（こぐれひがしあらやまいせき）
群馬県畜産試験場再編成整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
群馬県農政部･群馬県教育委員会/編集･発行
2011.10 [12,]302p 写真図版[2,]84p 30cm
【受贈】

花味 東群馬 太田 桐生 みどり
[平成２４年度版]
群馬県東部県民局/発行
[2012.2] [20p] 30cm

【受贈】

パ・リーグドラフト1位のその後 大成、挫折、
復活、解雇、トレード、転身…ドラ1たちのドラ
マ!
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2012.3 255p 19cm 600 円
一場靖弘氏(桐生第一高等学校出身)に関する記
事あり
【TRC 新刊案内 1758 号】

女性必見！北関東のたび
北関東三県広域観光推進協議会/作成
[2012.3] 8p A4 判
【ぐんま経済 3/29】
東国における武士勢力の成立と展開 東国武士論
の再構築
山本隆志/著 思文閣出版/発行
2012.2 6,356,16p 22cm 6500 円
（ 思文閣史学叢書 ）
新田氏に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1756 号】

春は前橋、花になる。 ミもココロも前橋に、な
る。 【MAEBASHI★なるには物語】第1章「春」
前橋市商工観光部観光課/発行
[2012.2] [8p] 30cm
【受贈】
東田之口遺跡（ひがしたのくちいせき） 一般国
道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査（その3）報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2011.12 [10,]384p 写真図版[1,]96p 付図 2 枚
30cm
【受贈】

【受贈】

時代香る里信越線
（ときかおるさとしんえつせん）
JR東日本小さな旅
ジェイアール東日本企画高崎支店/企画編集
安中榛名駅周辺地域観光振興協議会/編集協力
JR 東日本高崎支社/発行
[2012.2] 四つ折り 30 × 44cm
【受贈】

B37 下栗須中原遺跡（しもくりすなかはらいせ
き） 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所/編集･発行
2011.12 28p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

新島遺跡（にいじまいせき） 北関東自動車道(伊
勢崎～県境)地域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
2011.6 43p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

平成百景を歩く 美しい日本を旅する
旅行読売出版社/発行
2012.3 160p 30cm 1000 円
（ 旅行読売 MOOK ）
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1757 号】

新島研究 第１０３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
2012.2 201,55p 21cm
【受贈】

みなかみ町歴史まっぷ 昌幸くんとたずねる三国
街道エリア
みなかみ町歴史ガイドの会/作製
[2012.3] B3 判
【上毛 3/20】

西島諏訪遺跡発掘調査報告書（にしじますわいせ
きはっくつちょうさほうこくしょ） 西島町交番
建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県教育委員会/編集･発行
2012.2 9p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

やまといもで太田を楽しむ グルメ＆観光マップ
[販売戦略検討会議/発行]
[2012.3] 折りたたみ B2 判
【上毛 3/1、ぐんま経済 3/29】

日本の聖なる石を訪ねて 知られざるパワー・ス
トーン300カ所
須田郡司/著 祥伝社/発行
2011.10 348p
図版 32p 18cm 940 円
（ 祥伝社新書 252 ）
著者は群馬県生まれ
櫃石(前橋市三夜沢町)や榛名神社の御神体をは
じめ群馬県内７カ所を掲載
【朝日 3/13】

〔2012.4〕

邑楽

はばたけ群馬 観光博覧会 総合パンフレット
2012.4－2012.9
群馬県観光物産国際協会/発行
2012.1 [32p] 26cm
【受贈】

史跡上野国分寺跡
[群馬県教育委員会事務局文化財保護課/発行]
[2012.2] [4p] 30cm
【受贈】

同志社談叢 第３２号
同志社社史資料センター/編集･発行
2012.3 218,86p 22cm

館林
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群馬県知事所管特例民法法人名簿
日現在
[総務部学事法制課/発行]
2011.4 1 冊 31cm

3 社会科学
アジア・太平洋時代と日本の課題
青雲塾(塾長中曽根康弘)/発行
2012.1 52p 22cm
（ 青雲塾叢書 10 ）

平成23年4月1

ぐんま高齢社会白書 ’１１
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2011.12 [6,]139p 21cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

アフター・ザ・レッド 連合赤軍兵士たちの40年
朝山実/著 角川書店/発行
2012.2 292p 19cm 1600 円
あさま山荘事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1755 号】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２０回
平成２３年度
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2012.3 129p 22cm
【受贈】

あゆみ ６５号
吾妻郡連合婦人会/発行
2012.2 [8,]187p 22cm

群馬大学地域貢献事業 平成２３年度
群馬大学主催こども体験教室 「群馬ちびっこ大
学」実施報告書
群馬大学地域連携推進室/発行
2012.3 2,53p 30cm
【受贈】

【受贈】

育英短期大学研究紀要 第２９号
図書･紀要委員会/編集 育英短期大学/発行
2012.3 107p 26cm
【受贈】

ぐんまの学校統計 平成２３年度 学校基本調査
結果報告書
群馬県企画部統計課人口社会係/発行
2012.2 [9,]88p 30cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成23年第5回
平成23年11月30日開会 平成23年12月15日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2012.2 4,155p 30cm
【受贈】
学校における人権教育 第１５集
安中市教育委員会/発行
2012.3 40p 30cm

【受贈】

川の外科医が行く 高知発、近自然工法の軌跡
掛水雅彦/著 高知新聞社/発行
2011.11 155p 21cm 1238 円
サンデンフォレスト(前橋市)に関する記述あり
【受贈】

【受贈】

群馬パース大学紀要 第１１号
群馬パース大学/発行
2011.3 57p 30cm

【受贈】

郡役所文書の基礎的研究
丑木幸男/研究代表･編集･発行
2012.1 238p 30cm
群馬県立文書館と伊勢崎市立境図書館に所蔵の
郡役所文書に関する記述あり
【受贈】

共愛学園前橋国際大学民俗調査報告書 第３集
判形の民俗と人の一生－群馬県吾妻郡高山村判形
－
小野博史/編
共愛学園前橋国際大学国際社会学部/発行
2012.2 6,68p 26cm
【受贈】
群馬県会社要覧 ２０１２
群馬経済研究所/発行
2012.2 269p 21cm 4000 円

群馬の県民経済計算 平成２１年度
群馬県企画部統計課/編集
2012.2 [7,]85p 30cm

研究紀要 第３２号 平成２３年度
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2012.3 76p 26cm

【受贈】

現代日本政治史 ４ 大国日本の政治指導 1972
～1989
若月秀和/著 吉川弘文館/発行
2012.3 9,302p 19cm 2100 円
福田政権期、中曽根政権期に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1756 号】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成23年11月定例会
自平成23年11月29日 至平成23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
2012.2 6,285p 30cm
【受贈】

渋川市統計書 平成２３年版
渋川市企画部広報情報課/編集 渋川市/発行
2012.1 [12,]145p 30cm
【受贈】
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〔2012.4〕

春夏秋冬 百石地区・公民館報 １００号記念・
特別号
『春夏秋冬』編集委員会(太田市)/発行
2010.1 42[,6]p 26cm
【受贈】

4 自然科学
かみつけ №５ 群馬の蝶を語る会会報
群馬の蝶を語る会(高崎市)/発行
2011.12 94p 26cm
【受贈】

高崎商科大学紀要 第２６号（２０１１年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2011.12 249p 30cm
【受贈】

群馬県医療施設機能調査 調査結果報告書
平成２０年
群馬県健康福祉部医務課/発行
2009.3 1 冊 31cm
【受贈】

中小企業家の絆 記録集･東日本大震災
中小企業家同友会全国協議会/発行
[2012.3]
群馬同友会の支援活動に関する記述あり
松村機械製作所(太田市)が風力太陽光発電機を
寄贈した事例に関する記述あり
【ぐんま経済 3/22】

群馬県小児在宅医療ガイドマップ
群馬県立小児医療センター(渋川市)/作製
[2012.3] 46p A5 判
【上毛 3/29】

定例県議会議案 平成２４年２月
（附予算説明書）
企業局関係
群馬県/発行
2012.2 113p 30cm
【受贈】

群馬県立がんセンター年報 第３９号
（平成２２年度）
群馬県立がんセンター/編集･発行
2011.12 [5,]191p 30cm

新里町の民話
清水義男/文章･写真･挿絵･印刷･レイアウト
2012.3 [15,]273p 26cm
（ ふるさと桐生の民話 別冊 ）
著者は桐生市在住
【受贈】

日本の昆虫館 戦前と戦後のあゆみ
矢島稔/著 東海大学出版会/発行
2012.2 7,195p 20cm 1800 円
著者は群馬県立ぐんま昆虫の森園長
【TRC 新刊案内 1755 号】

沼田市「郷科カリキュラム構想」実践事例（平成
２３年度）
沼田市教育委員会/作成
[2012.3]
【上毛 3/14】

保健医療に関する意識調査
（県民アンケート調査）
報告書 平成２０年度
群馬県健康福祉部医務課/発行
2009.1 184p 31cm
【受贈】

日本の地方財閥30家 知られざる経済名門
菊地浩之/著 平凡社/発行
2012.2 262p 18cm 760 円
（ 平凡社新書 630 ）
醤油の正田家、紡績･製糸の片倉家に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 1755 号】
４U フォー・ユー Vol.５
首都圏北部４大学連合運営協議会技術移転分科
会事務局/編集
[2012.3] 204p 22cm
【受贈】
閉校記念誌
馬山小学校閉校記念誌編集委員会(下仁田町)
/編集･発行
2012.3 123p 30cm【受贈】
前橋市小中学校校長会会誌 第６５号
前橋市小中学校校長会/発行
2012.3 47p 21cm
【受贈】
[離脱技解説資料]
群馬県警察/作製
[2012.3]
[付属資料：DVD1 枚]

〔2012.4〕

【上毛 3/21】
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【受贈】

群馬県畜産試験場研究報告 第１８号
群馬県畜産試験場/発行
2011.12 [3,]89p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾を語る会会報 第１５号
会報編集委員会/編集 足尾を語る会/発行
2012.1 58p 21cm
【受贈】

ぐんまの園芸 ２０１２
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2012.3 15p 30cm

空間放射線量分布マップ
[桐生市/発行]
[2012.3] A3 判
桐生、新里、黒保根の３地区に関する地図
A1 判と B1 判もあり
【上毛 3/22】

経済センサス-基礎調査報告 平成21年第1巻
事業所に関する集計 その2-10 都道府県別結果
群馬県
総務省統計局統計センター/編集･発行
2012.2 393p 26cm 5400 円
付属資料：CD-ROM【TRC 新刊案内 1755 号】

群馬県都市計画審議会議案 第１６０回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2011.12 6p 30cm
別添資料：添付図面 14p
【受贈】

交通安全活動等実施計画 平成２４年度
群馬県交通対策協議会/発行
2012 [10p] 30cm
【受贈】

群馬県立産業技術センター業務報告 平成22年度
群馬県立産業技術センター/発行
2011.10 [2,]29p 30cm
【受贈】

JR上越線 絵はがき
イワサキヒロシ/画
[2012.2] 18 枚 15 × 10cm
イワサキ氏は前橋市在住

群馬県立産業技術センター研究報告 平成22年度
群馬県立産業技術センター/発行
2011.10 [2,]63p 30cm
【受贈】
群馬の注文住宅 ２０１２冬春
リクルート/発行
[2012.3] 380 円

【受贈】

【受贈】

小さな鉄道旅日和 訪ねてみたいローカル線
杉崎行恭/文･写真 小野寺光子/イラスト
JTB パブリッシング/発行
2012.3 127p 21cm 1300 円
わたらせ渓谷鉄道、上信鉄道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1756 号】

【上毛 3/17】

ぐんまvsとちぎ ウマいもん合戦漫遊記
群馬県東部県民局東部行政事務所/発行
[2012.3] 四つ折り A2 判
【桐生タイムス 3/16、上毛 3/19、産経 3/27】

畜産施策の実績 平成２２年度
群馬県農政部畜産課/発行
[2011] 37p 30cm

【受贈】

TOMIOKA２０１１ 世界遺産大學 技と美日本の
絹展 世界遺産劇場
上毛新聞社事業局出版部/制作
富岡製糸場世界遺産大學等実行委員会/発行
2011.10 62p 30cm
【受贈】

富士重工業 「独創の技術」で世界に展開するメ
ーカー
当摩節夫/著 三樹書房/発行
2012.3 214p 27cm 2800 円
中島飛行機の誕生から終焉に関する記述あり
【上毛 3/28、TRC 新刊案内 1758 号】

日本古代の地域社会と周縁
鈴木靖民/編 吉川弘文館/発行
2012.3 8,367p 22cm 12000 円
「古代上野国の国内交通路に関する一考察」川
原秀夫/著収録
【TRC 新刊案内 1756 号】
ヤマダ電機の「PCDA」経営
得平司/著 日本経済新聞出版社/発行
2012.3 227p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1757 号】

6 産業
一般交通量調査報告書 全国道路･街路交通情勢
調査(道路交通センサス) 平成２２年度
群馬県県土木整備部道路整備課/編集･発行
2011.12 163p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

よくわかる高山社 写真･絵･図でみる
高山社を考える会(藤岡市)/発行
[2012.3] 32p A4 判【上毛 3/13、産経 3/29】
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〔2012.4〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

企画展 第１１回 ふるさとの至宝‐安中市の文
化財‐
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2011.12 123p 30cm
【受贈】

朝の一句 上毛ジュニア俳壇年間優秀句集 2011
年
上毛新聞社事業局出版部/発行
[2012.3] 209p B5 判変型 1470 円(税込)
【上毛 3/15】

草木染染料植物図鑑 新装版 ２ 本の身近な染
料植物１２０
山崎青樹/著 美術出版社/発行
2012.3 275p 21cm 2900 円
著者は草木染研究所(高崎市)を主催していた
【TRC 新刊案内 1755 号】

アンゴウ
坂口安吾/著 七北数人/編 烏有書林/発行
2011.12 333p 20cm 2200 円
（ シリーズ日本語の醍醐味 1 ）
【TRC 新刊案内 1758 号】
うわさのとんでも魔女商会
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2012.2 127p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 32 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1756 号】

こころの絵手紙 感謝の気持ちを伝える
上岡ひろ子/著 日貿出版社/発行
2012.3 95p 26cm 2000 円
著者は前橋市･桐生市･みどり市･伊勢崎市で絵
手紙教室講師を務める【TRC 新刊案内 1758 号】
千の風になって 星の粒子になった君へ 星野龍
史追悼集
[星野なみ子･星野恵子/発行]
[2012.3]
星野龍史氏は旧黒保根村出身の登山家
【桐生タイムス 3/6】
鶴岡政男展 生誕１００年
徳江庸行[ほか]/編 東京新聞/発行
2007 184p 30cm
徳江氏は群馬県立館林美術館所属

鬼の又三郎 紙芝居
大塚史朗/脚本 渡辺一洋/絵 歴史散歩の会･
吉岡町図書館ボランティアわらべの会/協力
[2012.3]
吉岡町地域の民話を題材にした郷土紙芝居
大塚氏は吉岡町在住
渡辺氏は育英短大専任講師
【上毛 3/20】
くるぞくるぞしんかんせん
おがのみのる/写真･文 ひかりのくに/発行
2012.2 [24p] 18 × 19cm 800 円
おがの氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1755 号】

【受贈】

徳利と盃の魅力
浦野惠司/編著 里文出版/発行
2012.3 167p 15 × 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1758 号】

木枯し紋次郎 傑作時代小説 上 生国は上州新
田郡三日月村
笹沢左保/著 光文社/発行
2012.1 571p 16cm 857 円
（ 光文社文庫 さ 3-111 ）
【毎日 2/19、TRC 新刊案内 1750 号】
木枯し紋次郎 傑作時代小説 下 長脇差一閃!
修羅の峠道
笹沢左保/著 光文社/発行
2012.2 579p 16cm 857 円
（ 光文社文庫 さ 3-112 ）
【毎日 2/19、TRC 新刊案内 1754 号】

8 語学
彼岸花 ことばの世界に遊ぶ
篠木れい子/著･発行 落合延孝･笛木直美/編集
[2012.3]
著者は群馬県立女子大学を 3 月末で退官
落合氏は群馬大学教授
【上毛 3/20】

〔2012.4〕

「作家特殊研究」研究冊子 第１号 絲山秋子
法政大学大学院人文科学研究科日本文学専攻
「作家特殊研究」研究冊子刊行委員会/発行
2012.1 173p 21cm
【受贈】
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上越新幹線殺人事件 長編推理小説
西村京太郎/著 光文社/発行
2012.3 332p 16cm 590 円
（ 光文社文庫 に 1-130 ）
【TRC 新刊案内 1758 号】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ４４
パンダがきえた!の巻
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2012.2 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1755 号】

晶花句集 第十五集 終刊号
晶花句会幹事/編集 晶花句会([高崎市])/発行
2012.1 89p 19cm
【受贈】

芭蕉の句碑を訪ねて
安保博史/監修 群馬県中部県民局/作成
[2012.3] 27p A5 判
【上毛 3/24】

世界俳句 第８号(２０１２)
夏石番矢･世界俳句協会/編 七月堂/発行
2012.1 115,8,102p 21cm 1600 円
上毛ジュニア俳壇年間優秀句 12 句掲載
【上毛 3/22、TRC 新刊案内 1756 号】

びんぼうなサンタクロース
岩永博史/著
2012.2 187p 22cm 800 円(税込)
（ 岩永博史童話集 3 ）
著者は前橋市在住

滄溟先生尺牘（考）
高橋道斎/著 須賀楠舟/編 須賀昌五/発行
[2011.9] 1 冊 22cm
【受贈】

【受贈】

僕はお父さんを訴えます
友井羊/著 宝島社/発行
2012.3 308p 20cm 1429 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 10/14、TRC 新刊案内 1758 号】

「生誕１２５年 萩原朔太郎展」図録
庭山貴裕･中垣理子/編集 世田谷文学館/発行
2011.10 111p 21cm
【受贈】

鬼灯（ほおずき） 森たま江歌集
森たま江/著 短歌研究社/発行
2012.2 148p 20cm 2000 円
著者は高崎市在住

短歌生活 ３号
角川全国短歌大賞事務局/編集･発行
2011.9 218p 22cm 1238 円
内田紀満(群馬県生まれ)選の群馬県人による短
歌収録
【受贈】

【受贈】

YUKO-CHAN AND THE DARUMA DOLL The Adventure
s of a Blind Japanese Girl Who Saves Her Vil
lage
サニー・セキ/著
チャールズ・イー・タトル出版/発行
2012.2 32p 29cm 1600 円
浅間山の噴火で被害にあった村を舞台とした物
語
【TRC 新刊案内 1757 号】

たんぽぽのおくりもの
片山令子/作 大島妙子/絵 ひかりのくに/発行
2012.3 31p 27cm 1280 円
片山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1757 号】
飛火 第４１号
飛火の会/編集･発行
2011.12 142p 21cm 1000 円
｢諏訪真澄さん追悼｣中野完二(高崎高校卒業)/
著収録
【受贈】

ろくぶの薬 紙芝居
大塚史朗/脚本 斎藤ひかる/絵 歴史散歩の会
･吉岡町図書館ボランティアわらべの会/協力
[2012.3]
吉岡町地域の民話を題材にした郷土紙芝居
大塚氏は吉岡町在住
斎藤氏は群馬医療福祉大学在学 【上毛 3/20】

なかま 第７４号
城北労働･福祉センター/編集･発行
2010.12 69p 21cm
「短歌」岩瀬誠(大泉町在住)/著収録【受贈】
なかま 第７６号
城北労働･福祉センター/編集･発行
2011.12 57p 21cm
「短歌」岩瀬誠(大泉町在住)/著収録【受贈】
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〔2012.4〕

原発の後始末 脱原発を加速させる必要条件
桜井淳/著 青春出版社/発行
2012.3 205p 18cm 838 円
（ 青春新書 INTELLIGENCE PI-353 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1758 号】

県関係者の一般著作
命を守る教育 3.11釜石からの教訓
片田敏孝/著 PHP 研究所/発行
2012.3 206p 19cm 1200 円
著者は群馬大学大学院工学研究科教授
【TRC 新刊案内 1757 号】

ことばの習得 母語獲得と第二言語習得
鈴木孝明･白畑知彦/著 くろしお出版/発行
2012.3 8,247p 21cm 1800 円
鈴木氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1758 号】

内山節のローカリズム原論 新しい共同体をデザ
インする
内山節/著
21 世紀社会デザインセンター/編集協力
農山漁村文化協会/発行
2012.2 179p 21cm 1800 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【TRC 新刊案内 1757 号】

古文書用語辞典 新版
佐藤孝之･天野清文/編 新人物往来社/発行
2012.2 855,22p 22cm 28000 円
佐藤氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1757 号】
佐幕派の文学史 福沢諭吉から夏目漱石まで
平岡敏夫/著 おうふう/発行
2012.2 399p 22cm 4800 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1756 号】

エクセルで極めるビジネステンプレート
杉山靖彦･小川晃夫/著
メディア･ワークス/発行
2012.2 223p 21cm 1800 円
（ ビジネス極意シリーズ ）
小川氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1756 号】

3.11が教えてくれた防災の本 3 二次災害
片田敏孝/監修 かもがわ出版/発行
2012.3 32p 27cm 2500 円
片田氏は群馬大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1757 号】

岐路にたつ日本経済・日本企業
徳重昌志･日高克平/編著
中央大学出版部/発行
2012.3 7,225p 22cm 2800 円
（ 中央大学企業研究所研究叢書 32 ）
「金融のグローバル化と経済社会の変化」山田
博文(群馬大学教育学部教授)/著収録
【受贈、TRC 新刊案内 1758 号】

3.11が教えてくれた防災の本 4 避難生活
片田敏孝/監修 かもがわ出版/発行
2012.3 32p 27cm 2500 円
片田氏は群馬大学大学院教授
【TRC 新刊案内 1757 号】
地震大国の防災を考える 想定を超える大震災に
備えて
東京いのちのポータルサイト/監修
自由国民社/発行
2012.3 238p 21cm 2838 円
（ 「サロン･ド･防災」ダイジェスト 1 ）
「命を左右する災害時避難」片田敏孝(群馬大
学大学院教授)/述収録【TRC 新刊案内 1758 号】

「熊取」からの提言 怒れる六人の原子力研究者
たち
小林圭二/編 世界書院/発行
2012.2 334p 19cm 2000 円
「チェルノブイリ原発事故の意味するもの」高
木仁三郎(前橋市出身)/著収録
【TRC 新刊案内 1756 号】
グローカル関東 Vol.5 January 2012
広報委員会/編集
JCCA 建設コンサルタンツ協会関東支部/発行
2012.1 28p 30cm
「今求められる命を守る防災への転換―東日本
大震災をふまえて―」片田敏孝(群馬大学大学
【受贈】
院工学研究科教授)/著収録

〔2012.4〕

女子栄養大学栄養クリニックきれいにやせるダイ
エットスープ
林昌子/著 ベストセラーズ/発行
2012.3 103p 21cm 1250 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1756 号】
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地理教育･社会科教育の理論と実践
山口幸男/編 古今書院/発行
2012.2 9,394p 22cm 7000 円
「宇宙化時代の地理教育論に関する地理思想論
的考察」山口幸男/著収録
山口氏は群馬大学教育学部教授･群馬大学大学
院教育学研究科教授【TRC 新刊案内 1756 号】

視聴覚資料
ぐんまの名瀑と名木を訪ねて（ＤＶＤ）
[群馬銀行/企画] [群馬テレビ/制作]
[2012.3]
黒滝山の大スギ(南牧村)や吹割の滝(沼田市)な
どが撮影されている
【上毛 3/26】

できる人の「英会話手帳」 「結果を出す人」の
英語常識450
武藤一也/著 安河内哲也/監修 三笠書房/発行
2012.3 286p 15cm 619 円
（ 知的生きかた文庫 や 28-3 ）
著者はこくもん英語(高崎市)とエスパス英語専
科(高崎市)を主宰
【群馬よみうり 3/23、TRC 新刊案内 1756 号】

電子資料

那須与一伝承の誕生 歴史と伝説をめぐる相剋
山本隆志/編著 ミネルヴァ書房/発行
2012.3 20,255,5p 20cm 4000 円
山本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1757 号】

桐生Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎマガジン ２０１３
年版企業ガイド（CD-ROM）
桐生商工会議所･桐生地区勤労対策協議会/編集
･企画･制作
[2012.3]
【受贈】

21世紀中東音楽ジャーナル
サラーム海上/著
アルテスパブリッシング/発行
2012.2 317p 19cm 2400 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1755 号】
脳血流から見たその「うつ」はうつ病か?
飯島幸生/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2012.2 171p 22cm 1600 円
著者はいいじま心療クリニック(伊勢崎市)理事
長・院長【上毛 3/12、TRC 新刊案内 1755 号】
冷戦構造の変容と日本の対中外交 二つの秩序観
1960-1972
神田豊隆/著 岩波書店/発行
2012.2 8,385,16p 22cm 9000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1757 号】
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