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イッキによめる！天才武将真田幸村３３の謎
楠木誠一郎 /著 講談社 /発行
2015.12 207p 19cm 950 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

発行日
発 行

平成 28( 2016)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

岩下清水古墳群Ⅱ 東京電力(株)送電線鉄塔建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
昭和村教育委員会 /編集･発行
2015.3 30p 写真図版 11p 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。

内村鑑三研究資料集成 第１巻 人物論 １ 復
刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 1 冊 22cm 9000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

・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。

内村鑑三研究資料集成 第２巻 人物論 ２ 復
刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 1 冊 22cm 11000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】
内村鑑三研究資料集成 第３巻 国家論 復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 354,150,3p 22cm 11000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

０ 総記

内村鑑三研究資料集成 第４巻 信仰論 復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 229,289,3p 22cm 12000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

館林市立資料館年報 １０ ２００７年度～２０
０９年度
館林市教育委員会[/発行]
2011.3 6p 30cm
【受贈】

内村鑑三研究資料集成 第５巻 無教会論 １
復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 1 冊 22cm 8000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

館林市立資料館年報 １１ 平成２２年度～平成
２４年度
館林市教育委員会[/発行]
2014.12 8p 30cm
【 受贈 】
日本生涯教育学会論集 ３６ ２０１５年度
日本生涯教育学会 /発行
2015.9 217p 26cm
高崎市立群馬図書館に関する記述あり【受贈】

内村鑑三研究資料集成 第６巻 無教会論 ２
復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 7,336,4p 22cm 8000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】
内村鑑三研究資料集成 第７巻 伝記 復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 1 冊 22cm 14000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

1 哲学･宗教

内村鑑三研究資料集成 第８巻 背教 復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 306p p455 ～ 610 4p 22cm 11000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

松井田八幡宮祭禮記 附 松井田宿よもやま話
小林二三雄 /著 みやま文庫 /発行
2015.10 188p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 218 ）
【購入】
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〔 2016.2 〕

内村鑑三研究資料集成 第９巻 遺墨 復刻
鈴木範久 /編･解説 クレス出版 /発行
2015.11 1 冊 22cm 8000 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

真田三代弱者の戦略 ランチェスターの法則で読
み解く
福永雅文 /著 日本実業出版社 /発行
2015.12 249p 19cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1941 号】

生越土橋遺跡 生越地区太陽光発電所建設工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
昭和村教育委員会 /編集･発行
2015.8 13p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

真田三代戦国歴史検定 公式テキスト
小和田泰経 /監修 ぴあ /発行
2015.12 207p 21cm 1500 円
（ ぴあ MOOK ） 【 TRC 新刊案内 1942 号】

家族でおでかけ冬 関東･首都圏発 ２０１６
昭文社 /発行
2016.1 151p 30cm 600 円
（ まっぷるマガジン ）
水上に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

真田氏ゆかりの地案内帳 長野原町
長野原町役場産業課[/発行]
[ 2016.1] [ 4p] 30cm
【受贈、上毛１ /8】
真田戦記 信濃･海野平から大坂･天王寺まで真田
三代の戦略と戦術！
歴史群像編集部 /編 学研プラス /発行
2015.12 144p 26cm 1500 円
付属資料：「 真田三代略年表」 1 枚
（ 学研ムック ）
【上毛 1/10、 TRC 新刊案内 1945 号】

片品村古文書研究 第十六集
片品村古文書研究会･片品村教育委員会 /編集･
発行
2015.6 1 冊 26cm
【受贈】
企画展 第６０回 二上山麓の考古学－香芝市の
歴史と文化財－
岩宿博物館 /編集
2015.10 52p 30cm
【 受贈 】

真田信幸 天下を飾る者
岳真也 /著 作品社 /発行
2015.11 287p 20cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】

俠 客の世界

江戸から昭和まで
村松梢風 /編著 国書刊行会 /発行
2015.11 293p 20cm 2700 円
（ 義と仁叢書 5 ）
国定忠治、大前田英五郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

群馬県道路地図 ３版
昭文社 /発行
2015 80,80p 30cm 2500 円
（ 県別マップル 10 ）

真田丸への道
武山憲明 /著 ぶんか社 /発行
2016.1 315p 18cm 880 円
真田家に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】
「真田丸」を歩く
星亮一 /編 歴史塾 /著 現代書館 /発行
2015.11 219p 20cm 1800 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

【購入】

軽キャンパーｆａｎ ｖｏｌ.２０ 軽キャンピ
ングカーで旅する「真田の庄」
八重洲出版 /発行
2015.11 103p 30cm 940 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

真田道を歩く 上州戦国ロマン紀行 改訂版
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.12 111p 21cm 1200 円
【 TRC 新刊案内 1944 号】

侯鯖一臠 巻之五 上巻
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓釈
2016.1 139p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

真田幸村時代のおもしろばなし百話 新選組記念
館青木繁男調べ･知り･聞いた秘話を語る！
青木繁男 /著 ユニプラン /発行
2016.1 223p 21cm 1350 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

須賀昌五 /発行
【受贈】

真田三代 驚きの戦術をあみだした戦国最強の一
族
『歴史街道』編集部 /編 PHP 研究所 /発行
2016.1 95p 26cm 800 円
【 TRC 新刊案内 1944 号】

〔 2016.2 〕

真田幸村と十勇士 戦国最強の武将
河出書房新社 /発行
2015.11 223p 21cm 1300 円
（ KAWADE 夢ムック ）
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】
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真田幸村のすべて 大坂城決戦！「真田丸」への
道
渡邊大門 /著 毎日新聞出版 /発行
2015.12 111p 21cm 1200 円
真田幸隆、真田昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

鷹巣遺跡４ 事務所及び倉庫建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集･発行
2015.12 4,28p 写 真 図 版 11p 30cm【 受 贈 】
館林市内遺跡発掘調査報告書－平成２６年度各種
開発に伴う埋蔵文化財調査－
館林市教育委員会文化振興課文化財係 /編集･発
行
2015.3 10p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

真田幸村歴史トラベル 英傑三代ゆかりの地をめ
ぐる
真田六文銭巡礼の会 /著 メイツ出版 /発行
2015.12 144p 21cm 1650 円
上州に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

超ビジュアル！戦国武将大事典
矢部健太郎 /監修 西東社 /発行
2016.1 351p 21cm 1500 円
真田昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

真田六文銭写真紀行
清永安雄 /撮影 産業編集センター /発行
2015.11 184p 21cm 1600 円
（ ノスタルジック･ジャパン ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】
ざんぎり頭の高崎
堤克政 /著 あさを社(高崎市)/発行
2015.11 109p 27cm 1800 円
著者は高崎市在住

月夜野古窯跡群 深沢Ｂ支群 (一)月夜野猿ヶ京
温泉線単独道路改築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
2016.1 80p 写真図版 24p 30cm 付図 1 枚
【受贈】

【受贈】

当郷遺跡－市道３３６３号線(東部環状線)道路改
良工事に伴う発掘調査－
館林市教育委員会文化振興課文化財係 /編集･発
行
2015.1 43p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

常宿にしたい温泉宿 ２０１６年版東日本編 オ
ープン･リニューアル、自家源泉、露天風呂自慢
…話題の温泉宿６２軒
旅行読売出版社 /発行
2016.1 114p 30cm 907 円
（ 旅行読売 MOOK ）
群馬に関する記述あり
【読売 1/19、 TRC 新刊案内 1944 号】

日帰り温泉＆スーパー銭湯 首都圏版 ２０１６
ぴあ /発行
2015.12 138p 30cm 780 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

信州上田軍記 真田昌幸父子、家臣、領民らの活
躍を描く
堀内泰 /訳 ほおずき書籍 /発行
2015.12 151p 15cm 800 円
【 TRC 新刊案内 1944 号】

まんが戦国１０００人 応仁の乱から大坂城炎上
まで乱世のドラマを読む
世界文化社 /発行
2015.12 287p 26cm 1900 円
真田昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

石器製作技術－製作実験と考古学－ 予稿集 岩
宿フォーラム２０１５/シンポジウム
岩宿博物館 /編集･発行
2015.10 73p 30cm
【 受贈 】

マンガで読む真田三代
すずき孔 /著 平山優 /監修 戎光祥出版 /発行
2016.1 148p 21cm 980 円
【 TRC 新刊案内 1943 号】

戦国武将はなぜその「地名」をつけたのか？
谷川彰英 /著 朝日新聞出版 /発行
2015.12 276p 18cm 820 円
（ 朝日新書 543 ）
「高崎―井伊直政が命名」に関する記述あり
【上毛 1/24、 TRC 新刊案内 1943 号】

見どころ「絵のような街」桐生 ミニガイド
設樂實 /著 川井明 /編集 皆川一郎 /協力
エポック倶楽部(桐生市)/発行
2016.1 10p 30cm【 受贈 、桐生タイムス 1/23】

総理の言葉から見た戦後史 東久邇宮稔彦から安
倍晋三まで…総理３３人の名言･失言から戦後史
を読み直す！
綜合図書 /発行
2016.1 113p 26cm 1200 円
福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三、福田康夫に
関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

明治の建築家伊東忠太オスマン帝国をゆく
ジラルデッリ青木美由紀 /著 ウェッジ /発行
2015.12 321,21p 20cm 2700 円
山田寅次郎(沼田町生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1944 号】
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〔 2016.2 〕

雪の近郊低山案内 関東版
山と溪谷社 /発行
2015.12 128p 21cm 1600 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
赤城山(黒檜山･駒ヶ岳)、赤城山(長七郎山･地
蔵岳 ）、物見山、荒船山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

群馬県市町村要覧 平成２７年度
群馬県総務部市町村課[/発行]
2015.10 153p 31cm

ぐんまこどもの国児童会館事業年報～平成２６年
度版～
群馬県児童健全育成事業団 /編集･発行
2015.11 38p 30cm
【 受 贈】

よくばり女子旅 女子のキレイをサポート！人気
の宿情報が満載 ２０１６年度版
舵社 /発行
2015.11 112p 30cm 1200 円
群馬エリアに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

群馬商研５０周年記念誌
群馬県高等学校教育研究会商業部会･群馬県商
業教育研究会 /編集･発行
2001.3 263p 27cm
【受贈】
ぐんまの介護保険 平成２７年度版
群馬県[/発行]
[2015] 30p 30cm

るるぶ安くていい宿関東周辺 ２０１５
JTB パブリッシング /発行
2015.12 174p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
草津、伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

3 社会科学

ＳＲＲ Ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒ Ｒｅｌａｔｉ
ｏｎ Ｒｅｐｏｒｔ ２０１５ ハルナグループ創
業２０年記念号 ＨＡＲＵＮＡ ＧＲＯＵＰ Ｃ
ＳＲ 第８号
ハルナグループ[/発行]
[ 2015.6] 47p 30cm
【 受贈】

高崎市の獅子舞巡り１
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.1 44p 21cm

【受贈】

【 受 贈】

多文化共生社会を生きるスキルを身につける
山田恵美子 /編集･発行
2015.10 70p 26cm
山田氏は大泉町教育委員会･外国人子女教育コ
ーディネーター
【受贈、上毛 1/24】

押切町歴史と記憶めぐり
押切町歴史と記憶めぐり編集委員会 /編集
2016.1 67p 26cm
【 受贈 】
開学１０周年記念誌 群馬県立県民健康科学大学
群馬県立県民健康科学大学 /発行
2015.10 106p 30cm
【受贈】

〔 2016.2 〕

第３７回

創立９０周年記念誌
群馬県立前橋工業高等学校創立 90 周年記念事
業実行委員会記念誌編集部 /編集
群馬県立前橋工業高等学校創立 90 周年記念事
業実行委員会 /発行
2013.11 54p 30cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２７年第４回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2015.11 236p 30cm
【受贈】

業務概要 平成２６年度
群馬県立点字図書館 /発行
2015.7 23p 30cm

【受贈】

獅子舞雑記ノート ９７
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2015.12 44p 21cm
吉岡町獅子舞、高崎伝統民族芸能祭りに関する
記述あり
【受贈】
少年の主張中部地区大会 発表文集
中部教育事務所[/発行]
[2015] 46p 30cm

業務概要 平成２５年度
群馬県立点字図書館 /発行
2014.7 23p 30cm

【受贈】

地域貢献事業概要 平成２６年度
地域社会と共に「人類の健康と福祉に貢献する」
高崎健康福祉大学[/発行]
[2015] 28p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】
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東吾妻町の獅子舞巡り
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.1 38p 21cm

【 受 贈】

連盟双書 第１４１集 平成２７年度
群馬県教育研究所連盟 /編集･発行
2015.12 107p 30cm

【受贈】

スバル３６０のすべて
三栄書房 /発行
2015.12 80p 29cm 1000 円
（ 昭和を走り抜けた日本の傑作車 !!保存版記
録集 ）
【 TRC 新刊案内 1940 号】

4 自然科学
火山 噴火のしくみ･災害･身の守り方
饒村曜 /著 成山堂書店 /発行
2015.12 6,153p 21cm 1800 円
浅間山、草津白根山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

高崎食本ぴあ 地元で人気のめちゃ旨グルメ160
軒！
ぴあ /発行
2015.12 80p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ） 【 TRC 新刊案内 1940 号】

群馬県立がんセンター年報 第４３号(平成２６
年度)
群馬県立がんセンター /編集･発行
2015.11 201p 30cm
【受贈】
事業概要 平成２７年度作成
前橋市保健所[/発行]
[2015] 78p 30cm

利根川水系連合･総合水防演習 第６４回 [記録
写真集]
[群馬県県土整備部河川課 /発行]
[ 2015] 38p 30cm
【受贈】

【受贈】

富士重工業 「独創の技術」で世界に展開するメ
ーカー 増補新訂版
当摩節夫 /著 三樹書房 /発行
2015.12 235p 27cm 3800 円
【 TRC 新刊案内 1942 号】
ランチパスポート 前橋･高崎･藤岡 Ｖｏｌ.８
クルール･プロジェ /発売
[2016.1] 116p 994 円
【上毛 1/14】

5 技術･工学･家政学･生活科学
機体組立教程 航空機増産現場指導書
中島飛行機[/発行]
[ 1944.8] 111p 15cm

【受贈】

群馬県廃棄物実態調査報告書（ 平成２５年度実績 ）
平成２６年度
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課[ /発行]
[ 2015.12] 226p 30cm
【 受贈 】

6 産業
蚕

群馬県廃棄物実態調査報告書（ 平成２５年度実績 ）
平成２６年度 概要版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課[ /発行]
[ 2015.12] 10p 30cm
【受贈】
ぐんまの住まいづくり ＶＯＬ.１０
初春号
ビジネスステーション 21/発行
綜合プランニング(前橋市)/発売
2015.12 146p 30cm 454 円

２０１６

絹糸を吐く虫と日本人
畑中章宏 /著 晶文社 /発行
2015.12 245p 20cm 1800 円
富岡製糸場に関する記述あり
【上毛 1/17、 TRC 新刊案内 1943 号】

汽車のあった風景 ＳＬ終焉期の昭和日本 東日
本篇
安田就視 /写真 原口隆行 /対談
交通新聞社 /発行
2015.12 144p 21cm 1500 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 006 ）
八高線に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

【受贈】

循環型社会づくりに関する県民等意識調査報告書
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課[ /発行]
[2015.12] 69[ ,16] p 30cm
【受贈】
スバル･インプレッサ/ＷＲＸ Ｎｏ.１１
三栄書房 /発行
2016.1 175p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）【 TRC 新刊案内 1942 号 】

近世関東畑作農村の商品生産と舟運 江戸地廻り
経済圏の成立と商品生産地帯の形成
新井鎮久 /著 成文堂 /発行
2015.11 11,527p 22cm 8300 円
渡良瀬川水系舟運、上利根川水系舟運に関する
記述あり
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1941 号】
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〔 2016.2 〕

愚直 戦前から戦後、九十年を愚直に生きた男の
記録
栗原哲 /著 新潮社 図書編集室 /発行
2016.1 251p 20cm 1900 円
日航ジャンボ機墜落事故に関する記述あり
【受贈、上毛 1/21】

開け！世界遺産 日本史タイムカプセルの旅
日本放送協会･NHK 出版 /編集 NHK 出版 /発行
2015.12 128p 26cm 1000 円
（ NHK テレビテキスト ）
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２７年度
群馬県環境森林部森林保全課[/発行]
[2015] 82p 30cm
【受贈】

前橋の農業 平成２６年度
農政部農林課 /編集 前橋市役所 /発行
2014.8 119p 30cm
【受贈】

ぐんまの鉄道
原田雅純 /著 みやま文庫 /発行
2015.10 222p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 219 ）
【購入】

モノクロームの私鉄 ＳＩＮＣＥ １９６３－２
０１４
諸河久 /著 イカロス出版 /発行
2015.12 195p 26cm 2000 円
東武鉄道、館林駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

群馬プレミアム宿泊券 宿泊旅行がグ グっと お
得！
[出版社不明]
[2015] 22p 30cm
群馬プレミアム宿泊券利用可能宿泊施設一覧収
録
【受贈】
経済センサス－基礎調査(確報)
(群馬県版) 平成２６年
統計課経済産業係[/発行]
[ 2015.12] 36p 30cm

集計結果概況編

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
群馬県空手道連盟結成五十周年記念誌
群馬県空手道連盟記念誌委員会 /編集･著作
2015.12 139p 27cm
【受贈】

【受贈】

時刻表昭和史 増補版 改訂版
宮脇俊三 /著 KADOKAWA/発行
2015.4 329p 15cm 960 円
（ 角川ソフィア文庫 L122-1 ）
第 14 章「上越線 708 列車―昭和 20 年 9 月」収
録
【朝日 1/26、 TRC 新刊案内 1912 号】

群馬県書道展覧会作家名鑑
群馬県書道協会[/発行]
[2015] 65p 30cm

群馬県美術展目録 第６６回記念
群馬県美術会事務局 /編集
群馬県美術会 /発行
2015.11 65p 26cm

東武沿線の不思議と謎
高嶋修一 /監修 実業之日本社 /発行
2015.11 191p 18cm 850 円
（ じっぴコンパクト新書 275 ）
伊勢崎線に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1940 号】

【受贈】

【受贈】

こどもと行くスキーガイド ２０１６ ファミリ
ースキーをもっと楽しく快適に！お得＆役立つ情
報満載
スキージャーナル /発行
2015.12 178p 28cm 1000 円
（ SJ セレクトムック No.34 ）
水上高原スキーリゾート、たんばらスキーパー
クに関する記述あり【 TRC 新刊案内 1942 号】

東武電車 関東最大の私鉄を支える車両たち
大沼一英 /著 JTB パブリッシング /発行
2015.12 175p 21cm 1800 円
（ キャンブックス ）【 TRC 新刊案内 1941 号 】
日本スーパー名鑑 ２０１６年版店舗編１巻 北
海道 東北 関東１ 茨城･栃木･群馬
商業界 /発行
2015.11 865p 26cm 11667 円
【 TRC 新刊案内 1941 号】

〔 2016.2 〕

第６６回

精選･美と技の競演 日中現代墨画会展作品集
日中現代墨画会(高崎市)/編集
日貿出版社 /発行
2015.12 95p 30cm 2500 円
【受贈】
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日常の秘密
英和出版社 /発行
2016.1 223p 19cm 833 円
（ EIWA MOOK ）
伊勢崎商業高校をモデルとした時定高校を舞台
にした漫画「日常」あらゐけいいち(伊勢崎商
業高校卒業)/画についての非公式副読本。
群馬観光物産これくしょんを収録
【 TRC 新刊案内 1944 号】

8 語学
おもいやり 第３５回全国中学校人権作文コンテ
スト群馬県大会入賞作文集
前橋地方法務局人権擁護課 /発行
2015.12 32p 21cm
【受贈】
じぶんかってのこびと
飯塚祥則 /著
2015.12 213p 21cm 1000 円(頒価)
児童ら 50 人の作文収録
著者は渋川市在住、群馬作文の会常任
【受贈、上毛 1/24】

にほんのうたデューク･エイセス 男声コーラス
いずみたく /作曲 永六輔 /作詩
ドレミ楽譜出版社 /発行
2015.10 143p 26cm 2000 円
「いい湯だな(群馬)」収録
【 TRC 新刊案内 1940 号】
箱根駅伝テレビ観戦パーフェクトガイド２０１６
出場２１チーム名鑑(出身高校別ＩＮＤＥＸ付き)
＋ＴＶ中継＆沿道応援を１００倍楽しむ
KADOKAWA/発行
2015.12 86p 30cm 850 円
（ 角川 SSC ムック ）
上武大学に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

9 文学
あたらしいわたしの探し方
あんびるやすこ /著 岩崎書店 /発行
2015.12 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 50 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1941 号】

ＭＩＺＵＭＡ 手の国の鬼才たち
三潴末雄 /著 求龍堂 /発行
2015.12 159p 26cm 2900 円
山口晃(群馬県桐生市で育つ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】

杏(あんず) 創刊号
詩の会「杏」(沼田市)/発行
2015.9
【週間利根 12/27】

みんげいクッキー かわいくてなごむ４７都道府
県のほのぼの郷土玩具アイシング
Trigo e Cana/著 誠文堂新光社 /発行
2015.12 127p 23cm 1400 円
群馬県「幸運の白鹿だるま」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

産土 歌集
藤生喜重 /著 砂子屋書房 /発行
2015.12 220p 19cm 2500 円
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 1/23、 TRC 新刊案内 1949 号】

山とスキー 登って滑ろう ２０１６ 特集山ス
キーＡＢＣ
山と溪谷社 /発行
2015.11 138p 28cm 1200 円
尾瀬、至仏山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1941 号】

エオンタ/自然の子供 金井美恵子自選短篇集
金井美恵子 /著 講談社 /発行
2015.12 358p 16cm 1700 円
（ 講談社文芸文庫 か M5 ）
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1944 号】
Ōe

６０年代の青春
司修 /著 白水社 /発行
2015.12 373p 20cm 2600 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 2/2、 TRC 新刊案内 1944 号】

わからない音楽なんてない！ 子どものためのコ
ンサートを考える
大友直人･津上智実 /著
アルテスパブリッシング /発行
2015.11 314,46p 19cm 2200 円
大友氏は群馬交響楽団音楽監督
【 TRC 新刊案内 1941 号】

翁草 歌集
井野功一 /著 あさを社 /発行
2015.12 226p 20cm
（ 黄花叢書 第 76 篇 ）
著者は高崎市在住

-7-

【受贈】

〔 2016.2 〕

歌心(かしん) 寺田キヨ子歌集
故 寺田キヨ子 /著 寺田阿兄 /編集
2016.1 95p 22cm 1800 円
編集者は太田市在住

【受贈】

クレーン ３７号
前橋文学伝習所 /発行
2016.1 250p 21cm 800 円(頒価）

【受贈】

詩と思想 ８月号 通巻３４２号
特集 崔華國生誕１００年
「詩と思想」編集委員会 /編集
土曜美術社出版販売 /発行
2015.8 169p 21cm 1300 円
崔華國は高崎市のクラシック喫茶「あすなろ」
を経営した詩人
【受贈】
小学生 中学生 高校生 詩歌入賞作品集 暮鳥
･文明まつり 第二十五回
高崎市文化協会群馬支部「暮鳥･文明まつり」
実行委員会 /編集･発行
2015.12 44p 21cm
【受贈】

興国の鉄槌 １ Ｚ機計画、始動！
和泉祐司 /著 電波社 /発行
2016.1 215p 18cm 950 円
登場人物として中島知久平に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1944 号】
５０年ぶりの帰郷－独居老人
斉藤隆之 /著
[2016.1] 68p A5 判
著者は東吾妻町在住

大変を生きる 日本の災害と文学
小山鉄郎 /著 作品社 /発行
2015.11 426p 20cm 2600 円
田山花袋の「東京震災記 」「百夜」に関する記
述あり
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1942 号】

世相を語る－
【上毛 1/1】

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しブック ｖｏｌ.１１
『このミステリーがすごい !』編集部 /編
宝島社 /発行
2015.12 255p 21cm 1200 円
「山奥ガール」友井羊(群馬県生まれ) /著収録
【 TRC 新刊案内 1942 号】

田山花袋記念館年報８ ２００７年度～２００９
年度
館林教育委員会[/発行]
2011.3 8p 30cm
【受贈】
田山花袋記念館年報９ 平成２２年度～平成２４
年度
館林教育委員会[/発行]
2014.12 8p 30cm
【 受贈 】

この世にひとつの本
門井慶喜 /著 東京創元社 /発行
2015.12 310p 15cm 800 円
（ 創元推理文庫 M か 8-2 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1944 号】

覗色(のぞきいろ) 歌集
寺田阿兄 /著 柊書房 /発行
2016.1 198p 20cm 2500 円
著者は太田市在住

ザ･ドキュメント否認 能勢警部補の捜査術
深沢敬次郎 /著 元就出版社 /発行
2015.11 237p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1942 号】

のりものなあに？
小賀野実 /写真 秋野純子 /絵
フレーベル館 /発行
2015.12 20p 18cm 700 円
（ あかちゃんといっしょ 0・ 1・ 2 27 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1943 号】

真田合戦記 [３] 幸綱雄飛篇
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2015.11 347p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 は 41-3 ）
真田一族の栄枯盛衰を描く小説
【上毛 1/10、 TRC 新刊案内 1938 号】

薄情
絲山秋子 /著 新潮社 /発行
2015.12 251p 20cm 1500 円
高崎が舞台の小説
著者は群馬県在住
【上毛 1/31、 TRC 新刊案内 1944 号】

真田幸村
尾崎士郎 /著 河出書房新社 /発行
2015.12 374p 15cm 740 円
（ 河出文庫 お 32-1 ）
物語の舞台として上野に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

〔 2016.2 〕

【受贈】

八州探訪
佐伯泰英 /著 新潮社 /発行
2015.12 393p 16cm 670 円
（ 新潮文庫 さ -73-22 ）
物語の舞台として上州に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1942 号】
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ボクシングガールズ
澤田文 /著 TO ブックス /発行
2015.5 235p 15cm 590 円
館林女子高校ボクシング部をモデルとした小説
【購入、 TRC 新刊案内 1912 号】
水の記憶 詩集
関根由美子 /著 書肆山住 /発行
2016.1 89p 19cm 2200 円
（ 詩的現代叢書 15 ）
著者は前橋市在住

県関係者の一般著作
現代天文学史 天体物理学の源流と開拓者たち
小暮智一 /著 京都大学学術出版会 /発行
2015.12 4,634p 22cm 4900 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1942 号】
国際関係理論 第２版
吉川直人･野口和彦 /編 勁草書房 /発行
2015.11 19,399p 21cm 3300 円
野口氏は群馬県立女子大学国際コミュニケーシ
ョン教授
【 TRC 新刊案内 1940 号】

【受贈】

無人駅と殺人と戦争 長篇トラベルミステリー
西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
2015.12 206p 18cm 860 円
（ TOKUMA NOVELS ）
物語の舞台として上信電鉄千平駅に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1943 号】

じっとしている唄
小栗康平 /著 白水社 /発行
2015.12 252p 20cm 2100 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1941 号】

吉野太平記 上
武内涼 /著 角川春樹事務所 /発行
2015.12 319p 16cm 680 円
（ ハルキ文庫 た 24-1 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1944 号】

十二支になった動物たちの考古学
設楽博己 /編著 新泉社 /発行
2015.12 198p 図版 16p 21cm 2300 円
設楽氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1941 号】

吉野太平記 下
武内涼 /著 角川春樹事務所 /発行
2015.12 332p 16cm 680 円
（ ハルキ文庫 た 24-2 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1944 号】

絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」
入門 増補改訂第４版
高橋京介 /著 SB クリエイティブ /発行
2015.12 399p 24cm 2750 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1941 号】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第十四回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会 /編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局 /発行
2015.11 38p 26cm
【 受贈 】

戦後７０年にっぽんの記憶
橋本五郎 /編 読売新聞取材班 /著
中央公論新社 /発行
2015.12 387p 22cm 1800 円
「まぎれもない侵略行為」中曽根康弘 /著 、「国
家、戦争、侵略、靖国を語る」中曽根康弘 /述
収録
【 TRC 新刊案内 1942 号】

呼ぶひと、手をふるひと
樋口武二 /著 詩的現代出版部 /編集･制作
書肆山住 /発行
2015.12 115p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 14 ）
著者は富岡市在住
【受贈】

前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く 増
補改訂版
梓澤和幸･岩上安身 /著 現代書館 /発行
2015.12 389p 21cm 2500 円
梓澤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1944 号】

わかれ道 歌集
細野美男 /著 地表短歌社 /発行
2015.11 198p 20cm
（ 地表叢書 156 編 ）
著者は榛東村在住
【受贈、上毛 2/3】

時と我 道元とデカルトの哲学
側瀬登 /著 北樹出版 /発行
2016.1 247p 22cm 2800 円
著者は高崎市在住

【受贈】

日本の音楽教育へのリトミック導入の経緯 小林
宗作、天野蝶、板野平の関わりを中心に
板野晴子 /著 風間書房 /発行
2015.11 3,180p 22cm 5000 円
小林氏は吾妻郡岩島村出身
【 TRC 新刊案内 1942 号】
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三浦の矢倉研究 脇システム編
三浦 弘行 /著 マイナビ /発行
2014.5 222p 19cm 1590 円
（ マイナビ将棋 BOOKS ）
著者は群馬県出身
【受贈、 TRC 新刊案内 1866 号】

電子資料
キノコを知ろう キノコに学ぼう キノコと暮らそ
う インタラクティブ学習ソフト（CD-ROM）
NPO ぐんま /企画制作著作
2003
【受贈】

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ 春のお菓子
あんびるやすこ /監修 岩崎書店 /発行
2015.11 47p 29cm 3200 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1942 号】

山地防災－国有林における治山事業の記録－フォ
レスト電子出版ライブラリ２（CD-ROM）
林業土木コンサルタンツ[/発行]
2000.3
水上、赤城に関するデータあり
【受贈】

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ 夏のお菓子
あんびるやすこ /監修 岩崎書店 /発行
2015.11 47p 29cm 3200 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1942 号】

重要文化財建造物継手仕口集（CD-ROM）
奈良文化財研究歩[/発行]
2002
雷電神社末社八幡宮稲荷神社社殿(板倉町)に関
するデータあり
【受贈】

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ 秋のお菓子
あんびるやすこ /監修 岩崎書店 /発行
2015.11 47p 29cm 3200 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1942 号】

滅びゆく八重笠沼の植物 群馬県自作視聴覚教材
コンクール入賞作品 平成１２年度（第２６回）
（CD-ROM）
伏島均 /提供
群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会 /制作
[2000]
【受贈】

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ 冬のお菓子
あんびるやすこ /監修 岩崎書店 /発行
2015.11 47p 29cm 3200 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1942 号】

視聴覚資料
キョホオト（CD）
巨峰 3 兄弟 /歌･演奏
2015.12 6 曲
メンバーの長沢雄介は桐生市出身
【桐生タイムス 1/8】
群青色の、とおり道（DVD）
佐々部清 /監督
橋本剛実 /プロデューサー･脚本
2016.1 2 枚組 3800 円(税込)
太田市合併 10 周年記念映画
橋本氏は太田市出身 【上毛 1/5、読売 1/28】
シャンデリア（CD）
back number/演奏
2015.12
back number はメンバーが群馬県出身の 3 人組
バンド
【上毛 1/12】

〔 2016.2 〕
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