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No.３０７

伊勢崎市遺跡分布地図 市内遺跡群詳細分布調査
報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.3 101p 30 × 42cm
（ 伊勢崎市文化財調査報告書 第 102 集 ）
【受贈】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 7 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

内村鑑三の人と思想
鈴木範久/著 岩波書店/発行
2012.4 15,301p 20cm 3200 円
【TRC 新刊案内 1766 号】

・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。

おうら町 邑楽町観光ガイド
邑楽町役場産業振興課/発行
2010.3 折りたたみ 60 × 42cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
岡屋敷遺跡 第４次調査（おかやしきいせき だ
いよじちょうさ） 個人住宅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/発行
2012.3 30p 写真図版 11p 30cm
【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。

軽井沢の自由研究
升本喜就/著･写真 杉並けやき出版/発行
2012.5 115p 19cm 1000 円
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1768 号】

０ 総記

関東女子の山歩き 週末登山とっておきガイド
ぱらむ/著 メイツ出版/発行
2012.6 128p 21cm 1600 円
妙義山、黒斑山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1767 号】

紀要 平成２３年度･第４７号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2012.3 66p 30cm
【 受贈 】
群馬県立歴史博物館紀要 第３３号
群馬県立歴史博物館/発行
2012.3 118p 30cm

きて・みて 館林 世界一のつつじと分福茶釜の
まち
館林市観光協会/発行
[2011.4] 22p 23cm
【 受贈】

【受贈】

1 哲学･宗教

桐生ガイドブック
アズ/制作 桐生観光協会/発行
2011.1 22p 21 × 19cm

【受贈】

桐生史苑 第５１号
桐生文化史談会/発行
2012.3 132p 21cm

【受贈】

桐生市ことがら事典 桐生市制施行90周年・水道
創設80周年記念事業
図書館資料整理ボランティア/編集
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2012.3 278p 30cm
【受贈】
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〔2012.7〕

群馬デスティネーションキャンペーン記録集
２０１１
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会/企画･発行
2012.3 110p 30cm
【受贈】

「高崎藩日記」釈文集 第二輯
所蔵文書
高崎古文書の会/編集･発行
2012.5 118p 21cm

後世への最大遺物・デンマルク国の話 改版
内村鑑三/著 岩波書店/発行
2012.5 142p 19cm 900 円
（ ワイド版岩波文庫 350 ）
【TRC 新刊案内 1768 号】

谷川岳一ノ倉沢 沢めぐり散策マップ
利根商業高校の商研･パソコン部/作製
[2012.6] 折りたたみ A3 判
【東京 6/20、上毛 6/24、朝日 6/28】

【受贈】

男爵揖取素彦の生涯 吉田松陰投獄後の松下村塾
を託されていた
揖取素彦没後百年顕彰会/編集
毛利報公会/発行
2012.8 380p 22cm
揖取素彦は群馬県の初代県令
【受贈】

古河公方と北条氏
黒田基樹/著 岩田書院/発行
2012.4 196p 21cm 2400 円
（ 岩田選書・地域の中世 12 ）
「桐生佐野氏の展開」の章あり
【TRC 新刊案内 1766 号】

談四楼がやってきた! 落語立川流の最終兵器
音楽出版社/発行
2012.7 157p 26cm 1905 円
（ CD ジャーナルムック ）
立川談四楼氏は邑楽町出身
【上毛 6/22、TRC 新刊案内 1770 号】

古代ぐんまの東国文化～古墳と万葉集～
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2012.3 [4p] 30cm
【受贈】
寿町遺跡（ことぶきちょういせき）－第１～３次
調査－ 都市計画道路３･４･１４号安堀町美茂呂
町線築造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
2012.3 64p 図面図版 43p 写真図版 34p
30cm
【受贈】
三軒屋遺跡Ⅲ（さんげんやいせきさん） 上野国
佐位郡衙正倉跡発掘調査概報
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.3 36p 写真図版 16p 30cm
【受贈】

NANMOKU 群馬県南牧村観光ガイド
[南牧村役場振興整備課/発行]
2010.4 13p 22cm

【 受 贈】

なんもく西上州トレッキングガイド
[群馬県南牧村/発行]
2011.4 折りたたみ 42 × 60cm

【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 図版 6p 30cm
【受贈】

渋川市誌研究 ３ 一倉又兵衛漫遊記 上巻
渋川市教育委員会/編集･発行
2012.3 75p 30cm
【 受贈 】

日光例幣使街道 玉村宿まち歩き 改訂版
まちづくり玉村塾/作成 玉村町/発行
2011.3 三つ折り 30 × 42cm
【受贈】

上州おおた漫遊記 群馬県太田市観光ガイド
[改訂版]
太田市観光協会/発行
[2010.11] 折りたたみ 42 × 60cm 【受贈】

日本百名山を眺めて歩くベストコース３０
武村岳男/著 山と溪谷社/発行
2012.6 158p 21cm 1900 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
草津白根山、谷川岳、燧ケ岳・至仏山、赤城山
に関する記述あり 【TRC 新刊案内 1768 号】

昭和村 やさい王国 ようこそ日本で最も美しい
村へ
群馬県昭和村/発行
【受贈】
[2010.7] [8p] 30cm
戦国期越後上杉氏の研究
木村康裕/著 岩田書院/発行
2012.4 353,13p 22cm 7900 円
（ 戦国史研究叢書 9 ）
長尾氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1766 号】

〔2012.7〕

西尾市岩瀬文庫

ぬまた 来て！見て！いつでも魅力がいっぱい
沼田市観光ガイド
沼田市役所/発行
2010.10 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】
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ハイキングと立ち寄り湯関東周辺55コース
石丸哲也･三尾章子/著 山と溪谷社/発行
2012.6 127p 21cm 1800 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
上信越と尾瀬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1767 号】

3 社会科学
アジア太平洋議員フォーラム創立二〇周年にあた
って
青雲塾(塾長中曽根康弘)/発行
2012.5 11p 22cm
（ 青雲塾叢書 10 ）
【受贈】

P.F.ドラッカー完全ブックガイド
上田惇生/著 ダイヤモンド社/発行
2012.5 280,9p 19cm 1500 円
著者と糸井重里氏(群馬県生まれ)による対談
「はじめてのドラッカー」を収録
【TRC 新刊案内 1768 号】

おもしろ科学教室 第２２集
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2012.3 48p 30cm

教育科学研究 第２６号
首都大学東京都市教養学部人文･社会系 東京
都立大学人文学部教育学研究室/編集･発行
2012.3 87p 26cm
「回想された斎藤喜博－戦前期玉村小と戦後期
島小を中心に－」坂本秋子/著収録 【受贈】

本関町古墳群（ほんぜきちょうこふんぐん） 特
別養護老人ホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書
シン技術コンサル･伊勢崎市教育委員会文化財
保護課/編集
植木会･シン技術コンサル･伊勢崎市教育委員会
文化財保護課/発行
2011.9 172p 写真図版 8,67p 30cm 【受贈】

教育要覧 平成２４年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所/発行
2012 7p 30cm
【受贈】

みどり市内遺跡３（みどりしないいせきさん）
みどり市教育委員会/編集･発行
2012.3 120p 30cm
【 受贈 】
みなかみパーフェクトガイド
[みなかみ町観光協会/発行]
[2011.4] 30p 26cm

【 受 贈】

業務概要 平成２３年度
群馬県立点字図書館/発行
2012.5 26p 30cm

【 受 贈】

近代群馬のキリスト教教育
宮崎俊弥/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.5 92p 21cm 762 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 4 ）
著者は共愛学園前橋国際大学客員教授
【受贈、上毛 6/27、TRC 新刊案内 1768 号】

【受贈】

蘭学事始 復刊
杉田玄白･緒方富雄/校註
岩波書店/発行
2012.2 630 円
（ 岩波文庫 ）
嶺春泰(高崎藩松平輝高の侍医)に関する記述あ
り
【朝日 6/5】

ぐんま元気・活躍高齢者プラン
群馬県/発行
2012.3 88p 30cm

【 受 贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成２４年
度
群馬県教育委員会事務局高校教育課/発行
2012 [3p] 30cm
【受贈】
群馬県高齢者保健福祉計画（第５期）
人福祉計画・介護保険事業支援計画
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2012.3 122p 30cm

群馬県老
【受贈】

群馬県労働委員会年報 平成２２年度版
群馬県労働委員会事務局/発行
2011.3 [3,]138p 30cm
【受贈】
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〔2012.7〕

群馬大学工業会報 No.１４６
群馬大学工業会/発行
2012.3 79,13p 30cm

利根沼田社会教育要覧 平成２４年度
群馬県教育委員会利根教育事務所/発行
2012 49p 30cm
【受贈】

【受贈】

ぐんまの健康福祉 ２０１２
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2012.3 18p 30cm

長野原町の民具･農具及び生活用品等報告書 川
原畑･川原湯･横壁･林･長野原の５地区を中心とし
て
八ッ場ダム地域文化財調査会/編集
長野原町/発行
2012.3 355p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

こども発達支援ガイド Ｐｏｃｏ ａ Ｐｏｃｏ！
高崎市/作成
[2012.6] 15p A4 判
【読売 6/13】

並榎町獅子舞を訪ねる 改訂版
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2012.5 42p 21cm

これでいいのか群馬県 利権王国「我」そのもの
にもううんざり!?
岡島慎二･土屋幸仁/編
マイクロマガジン社/発行
2012.6 139p 26cm 1300 円
（ 日本の特別地域特別編集 34 ）
【TRC 新刊案内 1769 号】
サポートファイル
高崎市/作成
[2012.6] 25p A5 判

「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト 第14
次群馬県総合計画（平成24年4月1日改定）
群馬県/発行
2012.4 60p 30cm
【 受 贈】
包括外部監査の結果報告書 平成２３年度
平田稔/著
[2012] 1 冊 30cm
著者は群馬県包括外部監査人
【受贈】

【読売 6/13】

児童・生徒保健活動の実践記録 第３８号
平成２３年度
渋川北群馬地区学校保健会/発行
[2012] 1 冊 30cm
【受贈】

保健の歩み ５９
渋川北群馬地区学校保健会/発行
2012.3 107p 30cm

商学研究 Ⅱ
高崎商科大学ネットビジネス研究所/編集･発行
2012.3 174p 26cm
（ 高崎商科大学叢書 第 7 号 ）
【受贈】
少年非行 平成２３年の
[群馬県警察本部/発行]
[2012] [4p] 30cm

【 受 贈】

【受贈】

前橋市公民館事業概要 平成２３年度実績
前橋市教育委員会/発行
[2012] 203p 30cm
【受贈】
みんなの県庁 改訂
群馬県/発行
[2012.6] 8p A5 判

【上毛 6/24】

【受贈】
明和学園短期大学紀要 第２１集
明和学園短期大学/編集･発行
2012.3 120,55p 26cm

新高崎市の諸相と地域的課題
高崎経済大学産業研究所/編集
日本経済評論社/発行
2012.5 8,306p 22cm 3500 円
【TRC 新刊案内 1768 号】

【受贈】

要覧 平成２４年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所/発行
2012 7p 30cm
【受贈】

第１期群馬学センターリサーチフェロー研究報告
集
群馬県立女子大学群馬学センター/発行
2012.3 229p 30cm
【受贈】

要覧 平成２４年度
群馬県教育文化事業団/発行
2012.4 31p 30cm

【 受 贈】

高崎市内の獅子舞
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2012.5 100p 21cm

【受贈】

要覧 平成２４年度
群馬県立北毛青少年自然の家/発行
2012 14p 30cm

【受贈】

館林市統計書 平成２３年版
総務部行政課/編集 館林市役所/発行
2012.3 [13,]230p 30cm
【受贈】

利用の手引き 平成２４年度
群馬県立北毛青少年自然の家/発行
2012 49p 30cm

【受贈】

〔2012.7〕
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臨時市議会議案説明資料（条例関係）（第１次送
付文） 平成２４年３月
前橋市/発行
2012.3 44p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
空間放射線量一覧
沼田市/作成
[2012.6]
付属資料：放射線量マップ

歴史を踏まえ、未来を展望して日本の進路を切り
拓く
青雲塾(高崎市)/発行
2012.4 7p 21 × 30cm
（ 青雲塾レポート 第 59 号 ）
中曽根康弘氏と松田喬和氏の対談収録【受贈】

【上毛 6/16】

群馬県の近代和風建築 群馬県近代和風建築総合
調査報告書
群馬県教育委員会/編集･発行
2012.3 [15,]355p 30cm
【受贈】
群馬県の廃棄物（廃棄物･リサイクル課業務概要）
平成２２年度版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課/編集･
発行
2012.3 74p 30cm
【受贈】

4 自然科学

群馬県バイオマス活用推進計画 平成２４年度～
平成３３年度
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2012.3 48p 30cm
【 受 贈】

群馬県歯科医学会雑誌 Ｖｏｌ．１６ ２０１２
群馬県歯科医学会/発行
2012.3 85p 30cm
【受贈】
ぐんまの安心がんサポートブック
群馬県/作成
[2012.1] 45p A5 判
【ぐんま経済 6/28】

こんにゃく博物館の満腹こんにゃくレシピ 日本
の健康食材で毎日元気!大満足のおかず100品
脇雅世/料理 主婦と生活社/発行
2012.7 63p 26cm 648 円
（ 別冊すてきな奥さん ）
こんにゃく博物館(甘楽町)の開館１周年を記念
して発刊したレシピ本
【上毛 6/19、TRC 新刊案内 1773 号】

健康福祉統計年報 平成２４年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2012.3 [14,]361p 30cm
【受贈】
つづけましょ！食育 群馬県食育推進計画(第２
次) 普及版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2012.3 5p 30cm
【受贈】

沼田市除染計画実施計画書
沼田市/作成
[2012.6]

【上毛 6/16】

前橋市自然環境調査(昆虫類調査)報告書
前橋市/発行
2012.3 160p 30cm
【受贈】
まえばしの昆虫 前橋市自然環境調査(昆虫類調
査)－概要版－ 平成２３年度
前橋市/発行
[2012.3] 6p 30cm
【受贈】
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〔2012.7〕

6 産業

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

企業サポートガイド 平成２４年度
群馬県産業政策課/作成
[2012.6]
【ぐんま経済 6/7】

おもしろＭＡＰ 安中市 サイクリングロードネ
ットワーク 第５版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.5 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

交通事故相談の概要 平成２３年度
群馬県県土整備部交通政策課･群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2012.4 9p 30cm
【受贈】

おもしろＭＡＰ 伊勢崎版 サイクリングロード
ネットワーク 第７版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成２３年度
群馬県農政部技術支援課/発行
[2012.3] 72p 30cm
【 受贈】

おもしろＭＡＰ 渋川版 サイクリングロードネ
ットワーク 第６版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

地価公示標準地の付近案内図 平成２４年 群馬
県
[国土交通省土地鑑定委員会/発行]
2012 [34p] 30cm
【受贈】

おもしろＭＡＰ 高崎版 サイクリングロードネ
ットワーク 第１０版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

虹の架け橋 ２００号記念誌 第３集
松﨑靖/著･発行
2012.6 96p 30cm
著者は足利屋洋品店(大間々町)代表取締役
【受贈】
緑化だより 平成２４年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2011.4 [4p] 30cm

おもしろＭＡＰ 富岡市 サイクリングロードネ
ットワーク 第５版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.3 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
おもしろＭＡＰ 沼田版 サイクリングロードネ
ットワーク 第５版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2010.6 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

【受贈】

おもしろＭＡＰ 藤岡市 サイクリングロードネ
ットワーク 第６版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
おもしろＭＡＰ 前橋版 サイクリングロードネ
ットワーク 第８刷
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
Cultex textile as a cross-cultural language
共通言語としてのテキスタイル
Lesley Millar/編集
2009 92p 22cm
群馬県立近代美術館開催「風のように、光のよ
うに ノルウェーと日本のテキスタイル･アー
ト」展(2011 年 7 月)カタログ
【受贈】

〔2012.7〕
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Cultex textile as a cross-cultural language
共通言語としてのテキスタイル－共振する思考－
福冨幸/編集
岡山県立美術館･群馬県立近代美術館/発行
2010.12 55p 21cm
群馬県立近代美術館開催「風のように、光のよ
うに ノルウェーと日本のテキスタイル･アー
ト」展(2011 年 7 月)カタログ
【受贈】

サイクリングロード”おもしろ”マップ 高崎伊
勢崎自転車道ガイド 第９版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2010.12 折りたたみ 63 × 100cm
【受贈】
サイクリングロード”おもしろ”マップ 高田川
サイクリングロードガイド 薄根川サイクリング
ロードガイド 胡桃沢川サイクリングロードガイ
ド 草津サイクリングロードガイド [改訂]
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2010.7 折りたたみ 42 × 90cm
【受贈】

Cultex textile as a cross-cultural language
共通言語としてのテキスタイル－共振する思考－
織る 編む ひろがる テキスタイルの形と色
記録集
福冨幸/編集
岡山県立大学･岡山県立美術館/発行
2011.2 折りたたみ [22p] 22cm
群馬県立近代美術館開催「風のように、光のよ
うに ノルウェーと日本のテキスタイル･アー
ト」展(2011 年 7 月)カタログ
【受贈】

サイクリングロードおもしろＭＡＰ 館林市版
第６版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】
サイクリングロード”おもしろ”マップ 利根川
自転車道ガイド 第８版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.5 折りたたみ 42 × 100cm
【受贈】

群馬県立近代美術館年報 平成２２年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2012.3 75p 30cm
【受贈】

サイクリングロード”おもしろ”マップ 蛇川(石
田川)サイクリングロードガイド 早川サイクリ
ングロードガイド 粕川サイクリングロードガイ
ド 広瀬川サイクリングロードガイド 桃木川サ
イクリングロードガイド 第８版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.7 折りたたみ 63 × 100cm
【受贈】

県民芸術祭報告集 第３５回（平成２３年度）
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2012.5 31p 30cm
【 受贈 】
サイクリングロード”おもしろ”マップ 鮎川サ
イクリングロードガイド 烏川･神流川サイクリ
ングロードガイド 烏川･碓氷川サイクリングロ
ードガイド 井野川(ホタルの里)サイクリングロ
ードガイド 早瀬川サイクリングロードガイド
長野堰サイクリングロードガイド 烏川･榛名白
川サイクリングロードガイド 碓氷川左岸サイク
リングロードガイド 碓氷川･九十九川サイクリ
ングロードガイド 第９版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.10 折りたたみ 42 × 90cm
【受贈】

写団チングルマ３０周年記念写真集
写団チングルマ([伊勢崎市])/発行
[2012.6]
これまでのベスト写真 41 枚を掲載
【いせさき 6/29】
スポーツ科学群馬 平成２１年度 Vol.１２
群馬県スポーツドクター協議会ほか/編集
群馬県体育協会･群馬県スポーツ振興事業団/発
行
2010.11 77p 30cm
【 受 贈】

サイクリングロードおもしろＭＡＰ 太田市版
第６版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2010.6 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

たかさき能二十五周年記念誌
たかさき能実行委員会/発行
2012.3 103p 28 × 26cm

サイクリングロード”おもしろ”マップ 桐生足
利藤岡自転車道ガイド [改訂版]
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.5 折りたたみ 63 × 100cm
【受贈】

【受贈】

父派なわたしじゃいけません？
渡辺圭祐/漫画 竹書房/発行
2011
渡辺氏はみどり市在住 【桐生タイムス 6/14】

サイクリングロードおもしろＭＡＰ 桐生市版
第５版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2009.10 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈】

父派なわたしじゃいけません？ ２
渡辺圭祐/漫画 竹書房/発行
2012
渡辺氏はみどり市在住 【桐生タイムス 6/14】
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〔2012.7〕

司修のえものがたり
司修/著 群馬県立近代美術館/企画
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の「司修のえものがた
り－絵本原画の世界」展(2011 年 4 月)の図録
著者は群馬県生まれ
【受贈】

9 文学
夫はアスペルガー症候群
羽鳥ことえ/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2012.4 137p 19cm 1100 円
著者は高崎市在住
【上毛 6/29、TRC 新刊案内 1764 号】

陶酔のパリ･モンマルトル １８８０ − １９１０
「シャ･ノワール」をめぐるキャバレー文化と芸
術家たち
フィリップ･デニス･ケイト/執筆
藤巻和恵ほか/編集 勝矢桂子/和文英訳
アートインプレッション/発行
2011 199p 27cm
群馬県立近代美術館開催『陶酔のパリ・モンマ
ルトル 1880-1910 ～「シャ・ノワール(黒猫)」
をめぐるキャバレー文化と芸術家たち～』展
(2011 年 12 月)カタログ
【受贈】

オール読売 ２０１２年６月号
文藝春秋/発行
[2012.5]
第１９回松本清張賞「烏に単は似合わない」阿
部智里(前橋市出身)/著の選評と阿部氏のコメ
ントを掲載
【上毛 4/25】
海程樹道場 １１
群馬･樹の会(前橋市)/発行
2012.2 72p 21cm

利根川・江戸川サイクリングロードマップ
第１１版
群馬県県土整備部道路管理課/発行
2011.11 折りたたみ 42 × 100cm
【受贈】
発明想像画コンクール作品集 第７回
群馬大学工学部広報課/編集･発行
2011.10 36p 30cm

【受贈】

烏に単は似合わない
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2012.6 356p 20cm 1350 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 4/25、読売 6/20、TRC 新刊案内 1773 号】
群馬県高校生文学賞作品集 第六集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2012.3 55p 21cm
【受贈】

【受贈】

布袋寅泰/スーパー・ベスト２００１－２０１１
ドレミ楽譜出版社/発行
2012.3 367p 26cm 3000 円
（ バンドスコア ）
布袋寅泰氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1766 号】

「酒」と作家たち
浦西和彦/編 中央公論新社/発行
2012.5 243p 16cm 686 円
（ 中公文庫 う 30-1 ）
坂口安吾、伊藤信吉、萩原朔太郎、草野心平、
若山牧水に関する記述あり
【朝日 6/12、TRC 新刊案内 1768 号】

マルク･シャガール版画展 この愛しき世界 宇
都宮美術館所蔵作品を中心に
群馬県立近代美術館/編集･発行
2011.9 40p 22cm
【 受贈 】

三幕の殺意
中町信/著 東京創元社/発行
2012.5 293p 15cm 720 円
（ 創元推理文庫 M な 1-4 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1769 号】
しあわせ猫のチチンプイプイ
横倉絹枝/切り絵･文
2008.6 1 冊 21 × 19cm
横倉氏は前橋市在住

8 語学

【受贈】

<小説>東大過去問・現代文
川渕圭一/著 イースト・プレス/発行
2012.4 253p 15cm 686 円
（ 文庫ぎんが堂 か 4-1 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 6/9、TRC 新刊案内 1761 号】

〔2012.7〕
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天地明察 上
冲方丁/著 角川書店/発行
2012.5 282p 15cm 552 円
（ 角川文庫 う 20-6 ）
登場人物として酒井忠清や関孝和に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 1767 号】

WILD ROSES 野ばら 英･仏語訳 第二版
小川未明/原作 永田隆史/訳著
横倉絹江/表紙デザイン･挿絵
2006.7 36p 21cm 500 円(税込)
横倉氏は前橋市在住
【受贈】
わたしと戦争－インパール作戦に参加して－
戦争体験記(２)
沼田小学校区９条の会/発行
[2012.6] 29p 26cm
【 受贈】

天地明察 下
冲方丁/著 角川書店/発行
2012.5 290p 15cm 552 円
（ 角川文庫 う 20-7 ）
登場人物として酒井忠清や関孝和に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 1767 号】
西上州の俳諧と文学碑
近藤義雄/監修 小池末廣/著･発行
2012.3 269p 26cm
近藤氏はかみつけの里博物館(高崎市)初代館長
小池氏は榛東村在住
【受贈】

県関係者の一般著作
医療費のしくみ イラスト図解
木村憲洋･川越満/著 日本実業出版社/発行
2012.5 157p 21cm 1500 円
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福
祉情報学科准教授 【TRC 新刊案内 1767 号】

深沢七郎 没後25年ちょっと一服、冥土の道草
河出書房新社/発行
2012.5 223p 21cm 1600 円
（ KAWADE 道の手帖 ）
金井美恵子(群馬県生まれ)氏による論考を収録
【TRC 新刊案内 1768 号】
窓に連なる 門倉博子句集
門倉博子/著 一莖書房/発行
2012.3 193p 19cm
著者は高崎市在住
万葉の花を尋ねて
岡田正子/著
2012.5 249p 19cm
（ 地表叢書 第 142 篇 ）
著者は前橋市在住

からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て 放
射能対策編
大森一慧･磯貝昌寛/著 サンマーク出版/発行
2012.5 222p 21cm 1700 円
磯貝氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1767 号】

【受贈】

幸運と不運には法則がある
宮永博史/著 講談社/発行
2012.5 286p 18cm 933 円
（ 講談社+α新書 591-1C ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1768 号】

【受贈】

明治開化安吾捕物帖 続
坂口安吾/著 角川書店/発行
2012.5 604p 15cm 857 円
（ 角川文庫 さ 2-6 ）【TRC 新刊案内 1768 号】

コーポレート・ガバナンスの進化と日本経済
福田順/著 京都大学学術出版会/発行
2012.4 11,213p 22cm 3200 円
（ プリミエ・コレクション 11 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1766 号】

宿借り 句集
暮尾淳/著 鬣の会(前橋市)/発行
2012.5 129p 15cm 952 円
（ 風の花冠文庫 9 ）
「鬣 TATEGAMI」第 5 号～第 43 号に発表した
作品
【受贈】

図案家さんのはじまりともろもろのこと
後藤久子/著 八宝堂/発行
2012.1 239p 21cm
著者は群馬県出身
【受贈】

読めない遺言書
深山亮/著 双葉社/発行
2012.5 303p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1767 号】

「正しい食生活」でつくる健康
佐藤和子/著 モラロジー研究所/発行
2012.6 119p 22cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1769 号】
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ぐんま一番 ＃２伊香保でダン･だん･段
平成２４年４月１３日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】

だれでもわかる!医療現場のための病院経営のし
くみ １ 医療制度から業務管理・改善の手法ま
で、現場が知りたい10のテーマ 改訂版
木村憲洋･医療現場を支援する委員会/編･著
日本医療企画/発行
2012.5 221p 21cm 2000 円
木村氏は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福
祉情報学科講師
【TRC 新刊案内 1768 号】

ぐんま一番 ＃３VIVA！自動車文化
平成２４年４月２０日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

Ｄｒａｍａｔｉｃ！ ＶＯＬ．１
２０１２ ＳＰＲＩＮＧ
生きるメッセンジャーの会/発行
[2012.6] 8p A4 判 50 円
「生きるメッセンジャーの会」は桐生地区出身
の大学生ら有志により結成された団体
【桐生タイムス 6/22】
日本中世政治文化論の射程
山本隆志/編 思文閣出版/発行
2012.3 6,334p 22cm 7800 円
山本氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1767 号】
ふしぎな社会おかしな行政
稲葉清毅/著 勉誠出版/発行
2012.5 266p 19cm 1800 円
著者は群馬大学名誉教授
【上毛 6/27、TRC 新刊案内 1770 号】

【受贈】

ぐんま一番 特別編 群馬の文化を育てよう文化
基本条例
平成２４年４月２７日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
群馬県中学校総合体育大会開会式 第４６回
平成２３年７月２９日(金)放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県教育委員会/発行]
2011
【受贈】
平家と源平の歌謡・舞踊曲選集（CD）
日本コロムビア/発売
[2012.6] 14 曲 2000 円
「悲恋静御前～吟詠入り～」小林翠晴(桐生市
在住)/歌収録
【桐生タイムス 6/20】

ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ 佐々
木正美先生とぷりっつママからの贈り物
佐々木正美/著 松本ぷりっつ/画
主婦の友社/発行
2012.6 192p 19cm 1200 円
（ Como 子育て BOOKS ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1767 号】

屋台囃子を未来へ 伊勢崎市茂呂地区屋台囃子映
像記録事業（DVD）
茂呂地区屋台囃子保存会連絡協議会/企画制作
森里川海生業研究所/製作
[2012.3] 10 分
【受贈】

マンガde恋愛学!
森川友義･高世えり子/著 飛鳥新社/発行
2012.6 175p 21cm 952 円
森川氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1769 号】

電子資料
群馬大学教育実践研究 第２８号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2011.3
【受贈】

視聴覚資料
草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３２回（CD）
カメラータ･トウキョウ/発売
2012 64 分
【受贈】

群馬大学教育実践研究 第２９号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2012.3
【受贈】

ぐんま一番 ＃１甘くておいしいお姫様
平成２４年４月６日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
〔2012.7〕

健康福祉統計年報 平成２４年刊 CD-ROM版（CD
-ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2012 1010 円(税込)
【受贈】
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