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内村鑑三 私は一基督者である
小林孝吉 /著 御茶の水書房 /発行
2016.1 7,386,7p 21cm 4400 円
【 TRC 新刊案内 1949 号】

発行日
発 行

平成 28( 2016)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

英傑の日本史 智謀真田軍団編
井沢元彦 /著 KADOKAWA/発行
2016.1 249p 15cm 800 円
（ 角川文庫 い 13-59 ）
真田一族に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1948 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。

尾瀬 奥日光
光森天然色写真印刷 /製作
[出版年不明] 1 冊 15 × 21cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
近代科学の先駆者たち 「技術立国日本」復興に
必要な“見識”とは
金子和夫 /著 ごま書房新社 /発行
2016.1 177p 19cm 1300 円
富岡製糸場･尾高惇忠、小栗忠順に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

・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。

近代日本の預言者 内村鑑三、１８６１－１９３
０年
J.F.ハウズ /著 堤稔子 /訳 教文館 /発行
2015.12 551,11p 22cm 5000 円
【 TRC 新刊案内 1946 号】

０ 総記
ｍｏｔｔｏ
ＶＯＬ.３（冬号）
トロワデザイン(高崎市)/編集
ハンプティーダンプティー(前橋市)/発行
2016.1 65p 21cm
【受贈】

桑でみつける美と健康の旅
桐生商工会議所桑と絹を活用した観光プログラ
ム開発プロジェクト /製作
[2016.2] 折りたたみ A2 判
【桐生タイムス 2/27】
群馬 草津･伊香保･みなかみ '１６－'１７
昭文社 /発行
2016.2 175p 26cm 850 円
（ まっぷるマガジン ）
【 TRC 新刊案内 1949 号】

1 哲学･宗教

群馬･折々の散歩道 二
総務部企画課 /企画･編集
群馬県信用保証協会 /発行
2016.2 201p 21cm【受贈、ぐんま経済 2/25】
群馬の歴史文化遺産－調査報告書－ 平成２４年
度
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会 /
発行
2013.3 295p 30cm
【受贈】
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〔 2016.3 〕

群馬の歴史文化遺産 古代－調査報告書－ 平成
２５年度
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会 /
発行
2014.3 303p 30cm
【受贈】

真田丸のナゾ！ 一級史料でいま明かされる
横山茂彦 /著 サイゾー /発売
2016.1 259p 19cm 1300 円
真田一族に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1946 号】

群馬の歴史文化遺産 古代－調査報告書－ 平成
２６年度
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会 /
発行
2015.3 116p 30cm
【受贈】

真田幸村
昭文社 /発行
2016.1 95p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「 わかやま紀北周遊 BOOK」 15p
沼田に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

群馬の歴史文化遺産 中世－調査報告書－ 平成
２５年度
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会 /
発行
2014.3 278p 30cm
【受贈】

真田幸村と真田一族のすべて これ１冊でまるわ
かり！
歴史謎解き研究会 /著 双葉社 /発行
2016.1 221p 15cm 556 円
（ 双葉文庫 れ -03-01 ）
【 TRC 新刊案内 1947 号】

現代に生きる日本の農業思想 安藤昌益から新渡
戸稲造まで
並松信久･王秀文 /著 ミネルヴァ書房 /発行
2016.1 5,266,4p 20cm 2800 円
（ シリーズ･いま日本の「農」を問う 12 ）
「グローバル化のなかの農業思想－内村鑑三と
新渡戸稲造－」収録【 TRC 新刊案内 1949 号】

真田幸村ぴあ ゆかりの地･人物･歴史･戦い･知略
すべてわかる
ぴあ /発行
2016.1 114p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
沼田に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

恋する武士闘う貴族
関幸彦 /著 山川出版社 /発行
2015.8 397p 20cm 1800 円
源頼政と菖蒲御前、新田義貞と勾当内侍との恋
に関する記述あり
【朝日 2/2、 TRC 新刊案内 1928 号】

真田歴史読本 真田一族と信繁のすべてがわかる
KADOKAWA/発行
2016.1 190p 21cm 1200 円
（ 別冊歴史読本 7 号 ）
【 TRC 新刊案内 1948 号】

真田一族巡礼の旅ガイド 昌幸×信之×信繁がご
案内
かみゆ歴史編集部 /編 ベストセラーズ /発行
2015.12 159p 21cm 1389 円
沼田に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

サムライ最強図鑑 平安時代～幕末に活躍した戦
国武将＆剣豪１１１人参上！！
永岡書店 /発行
2016.1 255p 19cm 1200 円
新田義貞、上泉信綱に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

真田一族と家臣団のすべて
丸島和洋 /編 KADOKAWA/発行
2016.1 254p 15cm 750 円
（ 新人物文庫 ま -7-1 ）
【 TRC 新刊案内 1947 号】

第二の「戦後」の形成過程 １９７０年代日本の
政治的･外交的再編
福永文夫 /編 有斐閣 /発行
2015.12 16,268p 22cm 4500 円
福田赳夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

真田三代全国史跡オールガイド
三栄書房 /発行
2016.2 191p 21cm 1111 円
（ サンエイムック ）【 TRC 新刊案内 1947 号 】

中曽根康弘 「大統領的首相」の軌跡
服部龍二 /著 中央公論新社 /発行
2015.12 3,348p 18cm 900 円
（ 中公新書 2351 ）【 TRC 新刊案内 1945 号】

真田丸 前編
NHK 出版 /発行
2016.1 223p 26cm 1100 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

〔 2016.3 〕
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２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」完全ガイ
ドブック
東京ニュース通信社 /発行
2015.12 166p 30cm 1000 円
（ 東京ニュースムック 通巻 520 号 ）
ゆかりの地として群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

るるぶドライブ関東ベストコース '１６～'１７
JTB パブリッシング /発行
2016.2 171p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
赤城山･伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】
歴史鉄道酔余の町並み 続
米山淳一 /写真･文 駒草出版 /発行
2016.1 227p 21cm 2500 円
館林に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」完全読本
産経新聞出版 /発行
2016.1 182p 30cm 1000 円
（ NIKKO MOOK ）
ゆかりの地として群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】
にっぽんの山上集落を訪ねて 関東甲信編
天野一郎 /著 白山書房 /発行
2016.2 166p 19cm 1700 円
みなかみ町･片品村･中之条町･藤岡市･下仁田町
･上野村･神流町の山上の集落に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】
はるかな尾瀬 Vol.２８
尾瀬保護財団 /発行
2015.12 12p 30cm

3 社会科学
伊勢崎市教育振興基本計画 平成２７年度～平成
３１年度
伊勢崎市教育委員会事務局 /編集
伊勢崎市教育委員会 /発行
2015.11 27p 30cm
【受贈】

【 受贈 】
過疎･限界集落のストレングスと地域福祉
豊田保 /著 萌文社 /発行
2015.12 14,92p 30cm 1500 円
南牧村の事例収録 【 TRC 新刊案内 1946 号】

東アジア古代金石文研究
門田誠一 /著 法藏館 /発行
2016.1 11,443,7p 22cm 13000 円
山ノ上碑、金井沢碑に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1946 号】

家庭用防災マニュアル 長野原町
長野原町 /作成
[2016.2] 24p A4 判

闇に葬られた古代史 なぜ、西国は東国の歴史を
隠ぺいしたのか
関裕二 /著 実業之日本社 /発行
2016.1 190p 18cm 800 円
（ じっぴコンパクト新書 282 ）
「第 3 章東国で勢力を誇った上毛野氏の正体」
収録
【 TRC 新刊案内 1946 号】

【上毛 2/6】

ぐんま経済ガイドブック '１５－'１６ 県内主
要３０業種売上ランキング
東京商工リサ－チ前橋支店 /発行
2015.8 136p 30cm
【購入】
群馬県会社要覧 ２０１６
群馬経済研究所 /発行
2016.2 279p 21cm 4000 円

るるぶ草津伊香保水上四万富岡軽井沢 '１６～
'１７
JTB パブリッシング /発行
2016.2 99p 26cm 840 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料：「 ドライブ &街歩き MAP」 16p
【 TRC 新刊案内 1947 号】

【受贈】

群馬県公立高校 ６年間スーパー過去問
平成２８年度用
声の教育社 /発行
2015.6 1 冊 26cm
付属資料： CD1 枚 、「解答用紙集」 1 冊
（ 公立高校過去問シリーズ 214 ） 【購入】

るるぶ真田丸 ＮＨＫ大河ドラマスペシャル
JTB パブリッシング /発行
2016.1 107p 26cm 800 円
（ JTB の MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

群馬県公立高校入試問題 最近６年間 平成２８
年度
東京学参 /発行
2015.6 1 冊 26cm 1000 円
付属資料： CD1 枚 、「解答用紙集」 1 冊
【購入】
ぐんま県の高等学校 平成２８年度版
播磨書院 /発行
2015.5 199p 26cm
-3-

【購入】
〔 2016.3 〕

群馬社会科教育研究 第４号
群馬社会科教育学会 /編集･発行
2016.1 75p 26cm

4 自然科学

【受贈】

群馬県後期高齢者医療疾病分類統計表 平成２７
年５月診療分 第８号
群馬県後期高齢者医療広域連合･群馬県国民健
康保険団体連合会 /発行
2016.1 52p 30cm
【受贈】

ぐんまの学校統計 平成２７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
2016.1 99p 30cm
【受贈】
研究紀要 第６２集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2015.12 113p 30cm
【受贈】
財政のあらまし 平成２７年１２月
群馬県[/発行]
[ 2015.12] 37p 30cm

群馬県国民健康保険疾病分類統計表 平成２７年
５月診療分 第４６号
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
付属資料： CD-R 1 枚
2015.1 63p 30cm
【受贈】

【 受贈】
ぐんま作業療法研究 Ｖｏｌ.１８
群馬県作業療法士会学術部機関誌編集グループ
/編集 群馬県作業療法士会 /発行
2015.12 63p 30cm
【 受 贈】

事業概要 平成２７年度(平成２６年度実績)
群馬県女性相談所･三山寮[/発行]
[2015] 38p 30cm
【受贈】

花だより 絵はがき
角田新八 /撮影
[2016.2] 12 枚 500 円
角田氏は中之条町で写真店を営む【上毛 2/25】

重要事件で振り返る戦後日本史 日本を揺るがし
たあの事件の真相
佐々淳行 /著 SB クリエイティブ /発行
2016.1 223p 18cm 800 円
（ SB 新書 327 ）
あさま山荘事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1946 号】
消防白書 平成２７年
桐生市消防本部[/発行]
[2016] 15p 30cm

【受贈】

高崎市の獅子舞巡り２
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.1 46p 21cm

【受贈】

高崎市の獅子舞巡り３
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.1 50p 21cm

【受贈】

よくわかる火山のしくみ どうして噴火するの？
火山のすべてを大解剖！
高橋正樹 /著 誠文堂新光社 /発行
2016.1 95p 24cm 2200 円
（ 子供の科学★サイエンスブックス ）
浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1947 号】
４７都道府県･温泉百科
山村順次 /著 丸善出版 /発行
2015.12 8,311p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

高崎商科大学紀要 第３０号（２０１５年度）
高崎商科大学メディアセンター /編集･発行
2015.12 235p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

中国残留帰国者 体験記－二つの祖国を生きて
群馬県中国残留帰国者協会 /発行
2015.12 227p 26cm
【 受 贈 、 上 毛 2/11】

ガソリンスタンドＭＡＰ
群馬県庁生活協同組合 /編集･発行
1996.9 32p 19 × 26cm

日本全国姉妹都市図鑑 ４７都道府県の姉妹都市
が大集合！ 東日本編
フレーベル館 /発行
2015.12 71p 31cm 4500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

〔 2016.3 〕

【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１７５回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2015] 15p 30cm
別添資料：添付図面[32p]参考資料 5p【受贈】
事業年報 平成２６年度
群馬県下水道総合事務所[/発行]
2015.9 168p 30cm
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【 受 贈】

ソウルフードを食べにいく 日本全国
飯窪敏彦 /写真･文 文藝春秋 /発行
2015.10 207p 16cm 700 円
（ 文春文庫 い 96-1 ）
太田市と桐生市のソウルフードに関する記述あ
り
【朝日 2/16、 TRC 新刊案内 1934 号】

交通年鑑 平成２６年
群馬県警察本部･群馬県交通安全協会[/発行]
[ 2015.12] 171p 30cm
【受贈】
首都圏発お散歩もお泊まりもペットといっしょ！
'１６
昭文社 /発行
2016.1 157p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
草津、みなかみに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

にっぽんのおやつ 写真絵本おやつ風土記
白央篤司 /著 理論社 /発行
2015.12 48p 25cm 1400 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

森林区実施計画（案） 昭和３３年度
群馬県[/発行]
[1957.12] 1 冊 25cm

４７都道府県･和菓子/郷土菓子百科
亀井千歩子 /著 丸善出版 /発行
2016.1 6,348p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1948 号】

水田利用の実態 我が国の水田農業を考える
星勉･小沢亙 /著 筑波書房 /発行
2016.1 62p 21cm 750 円
（ JC 総研ブックレット No.14 ）
伊勢崎市の集落営農組織に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

6 産業
うまい米が食べたい！
本当に美味しいごはんを食べる会 /編著
洋泉社 /発行
2016.2 158p 21cm 1400 円
「 群馬県みなかみ町本多義光さんインタビュー 」
収録
【 TRC 新刊案内 1948 号】
鎌倉街道探訪地図
高崎商科大学コミュニティ･パートナーシップ･
センター /発行
2015.3 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

空鉄今昔 昭和から平成へ空から見る鉄道変遷
吉永陽一･花井健朗 /撮影･文 講談社 /発行
2016.1 127p 26cm 2000 円
碓氷峠に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】
畜産施策の実績 平成２６年度
群馬県農政部畜産課 /発行
[2015] 36p 30cm

【受贈】

富岡製糸場を世界遺産に登録しよう
群馬県新政策課世界遺産推進室[/発行]
[出版年不明] 1 枚 30 × 21cm
【受贈】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２７年１２月１
日現在
群馬県産業経済部商政課[/発行]
[2015] 17p 30cm
【受贈】
群馬県畜産試験場研究報告
群馬県畜産試験場 /発行
2015.12 78p 30cm

【受贈】

民有林林道事業の概要 平成２７年度
群馬県環境森林部林政課[/発行]
[ 2015] 112p 30cm

【受贈】

明治日本の産業革命遺産 近代化のなぞがとける
小風秀雅 /監修 PHP 研究所 /発行
2016.1 63p 29cm 3000 円
（ 楽しい調べ学習シリーズ ）
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1948 号】

第２２号
【受贈】

群馬の歴史文化遺産 近現代･養蚕文化－調査報
告書 平成２６年度
群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会 /
発行
2015.3 125p 30cm
【受贈】

ローカル線の旅 ２０１５～２０１６冬
三栄書房 /発行
2016.1 124p 29cm 759 円
（ サンエイムック ）
わたらせ渓谷鐵道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1945 号】

顕彰碑文等に関する史料とりまとめ書 改訂
関口覚･島崎妙一･小林健 /編集
[高山社顕彰会 /発行]
[2016.2] 165p A4 判 2000 円
【上毛 2/22･ 26】
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〔 2016.3 〕

忘れじの温泉電車 温泉へ向かう鉄道今昔
池口英司 /著 交通新聞社 /発行
2016.1 111p 21cm 1300 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 008 ）
東武鉄道伊香保軌道線、草軽電気鉄道に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

9 文学
エイプリルと魔法のおくりもの
あんびるやすこ /作･絵 ポプラ社 /発行
2015.12 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 68 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1946 号】
遠望 第４８号
高崎市文化協会群馬支部 /編集･発行
2016.2 216p 21cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
カレンダー 星野富弘詩画集
グロリア･アーツ /発行
2016 42 × 42cm 1980 円

くせものの譜
簑輪諒 /著 学研プラス /発行
2016.2 338p 19cm 1500 円
登場人物として真田昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

【購入】

群馬のバレーボール２０１６総集編 高校生･中
学生
ありがと !Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2016.1 67p 30cm 926 円
（ ありがと !Gsports 臨時増刊号 Vol.62 ）
【受贈】

恋忘貝 万葉ことば巡り
吾意在野游 /著 叢文社 /発行
2015.10 251p 19cm 1500 円
著者が主催する「万葉集を楽しむ会」(太田市
にも教室あり)で行った説明を付して収録する
【上毛 2/28、 TRC 新刊案内 1946 号】

甲子園強豪野球部に学ぶ「勝てる実戦練習」のす
すめ
オークラ出版 /発行
2016.1 111p 26cm 1200 円
（ OAK MOOK 586 ）
健大高崎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1946 号】

光陰の刃
西村健 /著 講談社 /発行
2016.1 557p 20cm 1900 円
登場人物として井上日召に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1948 号】

大河ドラマ読本 ２１世紀のＮＨＫ大河ドラマを
大特集！
洋泉社 /発行
2016.2 190p 21cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
「八重の桜 」「花燃ゆ 」「真田丸」に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1949 号】

こちら警視庁美術犯罪捜査班
門井慶喜 /著 光文社 /発行
2016.1 308p 16cm 620 円
（ 光文社文庫 か 53-3 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1946 号】
小松とうさちゃん
絲山秋子 /著 河出書房新社 /発行
2016.1 170p 20cm 1400 円
著者は高崎市在住
【上毛 2/16、 TRC 新刊案内 1948 号】

ホンダオートバイレース史 浅間レースからマン
島ＴＴまで
中沖満 /著 三樹書房 /発行
2016.1 270p 20cm 2000 円
著者は浅間記念館(長野原町)を開館
【 TRC 新刊案内 1947 号】

桜など 詩集
大塚史朗 /著 群馬詩人会議 /発行
2016.1 92p 21cm
著者は吉岡町在住

【受贈】

死者の軍隊 連合赤軍の彼方に 下
金井広秋 /著 彩流社 /発行
2015.5 588p 21cm 3500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1915 号】

8 語学
「 未来の家族への手紙コンクール 」作品集 拝啓 、
いつか出会う大切なあなたへ
群馬県健康福祉部こども未来局少子化対策･青
少年課 /発行
2016.1 64p 21cm
【受贈、読売 2/16】
〔 2016.3 〕

【受贈】

２０１６
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上州密殺旅
鳥羽亮 /著 徳間書店 /発行
2016.1 310p 15cm 640 円
（ 徳間文庫 と 20-34 ）
【 TRC 新刊案内 1946 号】

淵

少女の時間
樋口有介 /著 東京創元社 /発行
2016.1 303p 20cm 1800 円
（ 創元クライム･クラブ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1946 号】

明寿俳句集 平成二十七年度 第三十三号
明寿大学俳句クラブ[/発行]
[ 2015] 29p 26cm
【受贈】

第２１１号
淵の会 /発行
2015.10 46p 21cm 500 円
「福祉とは何？」松田治男(群馬県在住) /著収
録
【受贈】

山上憶良と大伴旅人の表現方法 和歌と漢文の一
体化
廣川晶輝 /著 和泉書院 /発行
2015.12 9,364p 22cm 8000 円
（ 研究叢書 465 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1948 号】

大蓮院小松姫 真田家の守護神
上月くる /著 郷土出版社 /発行
2016.1 275p 20cm 1600 円
物語の舞台として沼田に関する記述あり
【上毛 2/14、 TRC 新刊案内 1950 号】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記 <立志篇>上
海道龍一朗 /著 PHP 研究所 /発行
2016.1 380p 15cm 760 円
（ PHP 文芸文庫 か 10-1 ）
【 TRC 新刊案内 1946 号】

太宰と安吾
檀一雄 /著 KADOKAWA/発行
2016.1 413p 15cm 1160 円
（ 角川ソフィア文庫 L125-1 ）
【 TRC 新刊案内 1948 号】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記 <立志篇>下
海道龍一朗 /著 PHP 研究所 /発行
2016.1 397p 15cm 760 円
（ PHP 文芸文庫 か 10-1 ）
【 TRC 新刊案内 1946 号】

智将真田三代/白駒城物語
樋口祥 /著 文芸社 /発行
2016.1 290p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1945 号】
土屋文明歌集
土屋文明 /自選 埼玉福祉会 /発行
2015.12 373p 21cm 3200 円
（ 大活字本シリーズ ）
【 TRC 新刊案内 1945 号】

県関係者の一般著作
足利尊氏 激動の生涯とゆかりの人々
峰岸純夫･江田郁夫 /編 戎光祥出版 /発行
2016.2 235p 21cm 3600 円
（ 戎光祥中世史論集 第 3 巻 ）
峰岸氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1949 号】

流れ星 たかはしけいこ詩集
たかはしけいこ /詩 織茂恭子 /絵
銀の鈴社 /発行
2015.12 88p 22cm 1600 円
（ ジュニア･ポエム双書 255 ）
織茂氏は高崎市生まれ
【 TRC 新刊案内 1946 号】

意識学 宇宙からの智恵
久保寺右京 /著 明窓出版 /発行
1998.10 228p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ

萩原朔太郎論
中村稔 /著 青土社 /発行
2016.2 548p 20cm 3200 円
【上毛 2/7、 TRC 新刊案内 1948 号】

【受贈】

イタリア･アカデミックな歩きかた 都市をめぐ
る教養散策
丹野義彦 /著 有斐閣 /発行
2015.12 9,222p 19cm 2500 円
著者は群馬大学大学院医学系研究科博士課程修
了
【 TRC 新刊案内 1945 号】

パパに会いたい
黒川鍾信 /著 みやび出版 /発行
2016.1 494p 20cm 2000 円
物語の舞台として前橋に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1948 号】

内山節著作集 １５ 共同体の基礎理論 増補
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.12 255p 20cm 2700 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1945 号】

漂泊の俳人 常世田長翠
矢羽勝幸 /著 ブイツーソリューション /発行
2015.12 195p 20cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【受贈】
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〔 2016.3 〕

子どもはイギリスで育てたい！７つの理由 住ん
でわかった。子育てと教育から見える日本へのヒ
ント
浅見実花 /著 祥伝社 /発行
2015.12 252p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1945 号】

貧困からの大脱出ディートンの経済理論 図解完
全まるわかり
大谷清文 /編著 徳間書店 /発行
2015.12 95p 26cm 1000 円
大谷氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1945 号】

世界を照らす日本のこころ 英文版
下村博文 /著 マイケル･ブレーズ /訳
IBC パブリッシング /発行
2016.2 138p 図版 8 枚 21cm 2800 円
著者は高崎市出身 【 TRC 新刊案内 1949 号】

仏師たちの南都復興 鎌倉時代彫刻史を見なおす
塩澤寛樹 /著 吉川弘文館 /発行
2016.2 7,304,5p 22cm 3800 円
著者は群馬県立女子大学文学部美学美術史学科
教授
【 TRC 新刊案内 1949 号】

大逆転！デイサービスで成功する新発想法 地域
包括ケア時代を生き延びる７０のコツ
田中元 /著 ぱる出版 /発行
2016.1 191p 21cm 2000 円
（ NEW HEALTH CARE MANAGEMENT ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1946 号】

ミニ庭園つくりコツのコツ カラー図解
岡田文夫 /著 農山漁村文化協会 /発行
2016.1 127p 24cm 1800 円
著者は群馬県生まれ 【 TRC 新刊案内 1948 号】

中世往生伝と説話の視界
田嶋一夫 /著 小峯和明 /編 笠間書院 /発行
2015.11 672p 23cm 12000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1945 号】

視聴覚資料
鷺宮咲前神社太々神楽 世界に二つと無い 群馬
県安中市指定重要無形文化財（DVD）
鷺宮咲前神社太々神楽奉納 200 年記念実行委員
会･鷺宮咲前神社太々神楽保存会 /制作
[2015] 23 分
【受贈、上毛 2/5】

ＴＰＰ反対は次世代への責任 この国の医･食･農
･労働を守る１６氏の提言
農山漁村文化協会 /編集･発行
2016.1 117p 21cm 1000 円
（ 農文協ブックレット 15 ）
「普遍主義の時代の終焉という文脈で読むべき
TPP 問題」内山節 /著収録
【 TRC 新刊案内 1949 号】

鷺宮咲前神社太々神楽 伝承教本 全五巻 群馬
県安中市指定重要無形文化財（DVD･CD-ROM）
鷺宮咲前神社太々神楽奉納 200 年記念実行委員
会･鷺宮咲前神社太々神楽保存会 /制作
[2015] 241 分(4 枚合計)
別巻は PDF データ 資料
【受贈】

天下布武への道
蜂須賀剣 /著 水曜社 /発売
2016.1 437p 20cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1947 号】
長引くセキはカゼではない
大谷義夫 /著 KADOKAWA/発行
2016.1 190p 19cm 1300 円
著者は群馬大学医学部卒業
【 TRC 新刊案内 1949 号】

電子資料

蜷川幸雄の仕事
蜷川幸雄･山口宏子 /ほか著 新潮社 /発行
2015.12 157p 22cm 1800 円
（ とんぼの本 ）
山口晃(桐生市で育つ)との対談収録
山口宏子は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1945 号】
人気の三種が彫れる仏像彫刻上達のポイント 大
日如来座像･阿弥陀如来像･不動明王像
関侊雲･紺野侊慶 /監修 メイツ出版 /発行
2015.12 128p 26cm 2500 円
（ メイツ出版のコツがわかる本 ）
関氏は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1945 号】

〔 2016.3 〕
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