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内村鑑三の伝道論 なぜ宗教が必要なのか
内村鑑三 /著 幸福の科学出版 /発行
2016.3 239p 19cm 1200 円
（ 新･教養の大陸 BOOKS 4 ）
【 TRC 新刊案内 1955 号】

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 5 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：調査相談係）
TEL 027( 231) 3008 , FAX 027( 235) 4196

尾坂遺跡（２） 八ッ場ダム建設工事伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第４８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2016.3 369p 写真図版 128p 付図 3 枚 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。
・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。

おでかけ群馬２０１６－１７
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2016.3 186p 26cm 926 円
【受贈、群馬経済 4/23】

・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。

会衆主義教会の使命 キリストに与えられた務め
と希望
会衆主義教会研究会 /著 水谷誠 /監修
キリスト新聞社出版事業課 /制作
2016.1 88p 21cm 500 円
（ 会衆主義教会パンフレット 3 ）
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】
関東旬の山歩きガイド ゆったり行こう！
旬の山愛好会 /著 メイツ出版 /発行
2016.3 144p 21cm 1590 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1955 号】

０ 総記
近代以降の群馬県における史料保存活動の軌跡－
明治期から文書館設立に至るまで－
岡田昭二 /著 2011.3 [33p] 21cm
『双文 ＶＯＬ .２８』抜刷
【受贈】

きたかる 創刊号
北軽井沢自然人 /発行
2016.4 A3 変型判 12p

子ども読書のすすめ
群馬県教育委員会(生涯学習課･県立図書館)[ /
発行]
[ 2016.3] 二つ折り 21 × 30cm
【受贈】

【上毛 4/25】

北関東のソコヂカラ 群馬･栃木･茨城合同観光パ
ンフレット
北関東三県広域観光推進協議会 /発行
2016.3 折りたたみ 60 × 84cm
群馬県に関する記述あり 【受贈、上毛 4/12】
教育史の中の内村鑑三
安彦忠彦 /著 御茶の水書房 /発行
2016.3 84p 21cm 1000 円
（ 神奈川大学評論ブックレット 39 ）
【 TRC 新刊案内 1956 号】

1 哲学･宗教
神社と古代豪族の謎
歴史 REAL 編集部 /編 洋泉社 /発行
2016.3 157p 21cm 1500 円
（ 歴史 REAL ブックス ）
赤城神社と上毛野氏、三ツ寺Ⅰ遺跡に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

桐生新町の時代―近世在郷町の織物と社会―
巻島隆 /著 群馬出版センター /発行
2016.3 658p 22cm 3000 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/13】
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〔 2016.5 〕

国指定天然記念物 岩神の飛石環境整備事業報告
書
技研コンサル /編集 前橋市教育委員会 /発行
2016.3 78p 30cm
【 受贈 】

下之宮高侭遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパ
ス社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2016.3 221p 写真図版 36p 30cm 【受贈】

クルマで行く登山詳細ルートガイド 初級者でも
登れる首都圏の日帰り～１泊の山
枻出版社 /発行
2016.3 141p 26cm 1200 円
（ エイムック 3326 ）
谷川岳、尾瀬ヶ原･尾瀬沼に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

資料で読み解く真田一族
笹本正治 /監修 和根崎剛 /責任編集
郷土出版社 /発行
2016.2 239p 31cm 9250 円
【 TRC 新刊案内 1955 号】
捨石たらん！満蒙開拓移民の父 東宮鉄男
樋口正士 /著 カクワークス社 /発行
2016.3 277p 21cm 1600 円
【 TRC 新刊案内 1954 号】

群馬学の確立にむけて 群馬学連続シンポジウム
７
群馬県立女子大学 /編
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.3 289p 21cm 1850 円
【上毛 4/17、 TRC 新刊案内 1959 号】

【受贈】

戦国武将キャラ図鑑
いとうみつる /イラスト 小和田哲男 /監修
主婦と生活社 /発行
2016.3 79p 21cm 1500 円
真田昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

血盟団事件 井上日召の生涯
岡村青 /著 潮書房光人社 /発行
2016.4 365p 16cm 900 円
（ 光人社 NF 文庫 お N-941 ）
【 TRC 新刊案内 1956 号】

東国古墳の終焉と横穴式石室
草野潤平 /著 雄山閣 /発行
2016.2 6,280p 27cm 12000 円
「上野地域 ―いわゆる「截石切組積石室」の
再検討―」収録
【 TRC 新刊案内 1954 号】

研究紀要 ３４
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2016.3 168p 30cm
【受贈】

利根川文化研究 ３９
利根川文化研究会 /編集･発行
2015.12 85p 26cm

真田昌幸
加来耕三 /企画･構成･監修 安戸ひろみ /原作
ポプラ社 /発行
2016.3 126p 22cm 1000 円
（ コミック版日本の歴史 50 ）
【 TRC 新刊案内 1955 号】

「豊臣大名」真田一族 真説関ケ原合戦への道
黒田基樹 /著 洋泉社 /発行
2016.3 249p 19cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1955 号】

群馬県水上高原の旅 ポケットガイド
水上町観光課･観光協会 /発行
1978.11 64p 20 × 11cm

ドライブ関東･甲信越ベスト '１７
昭文社 /発行
2016.4 189p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
草津･伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

三県境のある町～群馬県の東の玄関口いたくら～
板倉町[/作成]
[2016.4] [1 枚] A4 判
【上毛 4/6】
山王･柴遺跡群 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
2016.3 420p 写真図版 188p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

[長野原町真田氏関係Ｑ＆Ａ]
[真田と長野原町の関わりについての勉強会 /作
成]
[2016.4] 4p A4 判
【上毛 4/15】
南玉埋堀遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパス
社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2016.3 410p 写真図版 137p 付図 9 枚 30cm
【受贈】

自民党がよくわかる本 基礎からわかる。今さら
聞けない「与党」の真実
マガジンボックス /発行
2016.4 127p 26cm 907 円
（ M.B.MOOK ）
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 1954 号】

〔 2016.5 〕

【 受 贈】
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南玉二丁目遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパ
ス社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2016.3 248p 写真図版 71p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

ほのぼの群馬 観光イベント特集 特別キャンペ
ーン期間平成９年９月１日～平成１０年１月３１
日
群馬の旅特別宣伝協議会[/発行]
[ 1997] 26p 30cm
【受贈】
前橋の山車と屋台 前橋市山車屋台調査報告書
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2016.3 4,97p 30cm
【受贈】

南原繁の思想世界 原理･時代･遺産
加藤節 /著 岩波書店 /発行
2016.2 12,210p 22cm 4800 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

道の駅旅案内全国地図 平成２８年度版
特集にっぽんの美知
ゼンリン /発行
2016.3 328p 30cm 1100 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1955 号】

沼田城の小松姫 地域の伝説《群馬県沼田市》
紙芝居
金井竹徳 /原作 中平順子 /脚本･絵
[日本の伝統を守り伝える会 /制作]
[2016] 12 場面 27 × 39cm
金井氏は沼田市在住 【受贈、週刊利根 4/17】

宮久保遺跡 (一)石田川Ｃ１調節池社会資本総合
整備(防災･安全)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
2016.3 312p 写真図版 102p 30cm 【受贈】

廃城をゆく ４ 薮に埋もれた歴史が誘う深遠な
る“廃城”の世界
2016.3 111p 26cm 1580 円
（ イカロス MOOK ）
沼田と上田をつなぐ「真田街道」上の城に関す
る記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

ゆる山歩き 思い立ったら山日和
西野淑子 /著 東京新聞 /発行
2016.3 125p 19cm 1200 円
尾瀬ヶ原に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

林中原Ⅱ遺跡（１） 八ッ場ダム建設工事伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書第４７集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2016.3 522p 写真図版 165p 30cm 【受贈】

和'ｓ ＹＡＭＡＴＯ(わず やまと) Ｗｉｎｔｅ
ｒ ２０１０
ヤマト(総務部)/発行
2010.12 10p 30cm
山田寅次郎(沼田出身)に関する記述あり
【受贈】

日帰りで山旅ハイキング関東周辺 週末登山にお
すすめ！
実業之日本社 /発行
2016.4 97p 30cm 880 円
（ ブルーガイド･ムック ）
赤城山、谷川岳、尾瀬ヶ原、日光白根山に関す
る記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】
日帰りハイク関東 ２０１６
JTB パブリッシング /発行
2016.4 111p 26cm 930 円
（ JTB の MOOK ）
一ノ倉沢、鍋割山、妙義山中間道、吾妻山に関
する記述あり
【 TRC 新刊案内 1955 号】

3 社会科学
遊びに行こうよ！ぐんまの児童館ガイドブック
～児童館６７館＋屋内施設８館のご案内～
群馬県児童健全育成事業団･群馬県児童館連絡
協議会 /編集･発行
2016.3 41p 21cm
【 受 贈】

東吾妻町指定史跡 岩櫃城跡 ―平成２５年度
第１次発掘調査概要報告―
群馬県吾妻郡東吾妻町教育委員会 /発行
2016.2 26p 図版 6p 30cm
【受贈】

唄めぐり
石田千 /著 新潮社 /発行
2015.4 401p 20cm 2300 円
草津節、草津湯もみ唄に関する記述あり
【朝日 4/27、 TRC 新刊案内 1913 号】

福島味噌袋遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパ
ス社会資本総合整備(活力創出基盤整備)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
2016.3 338p 写真図版 97p 30cm 【受贈】
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〔 2016.5 〕

大泉町人口ビジョン･大泉町総合戦略
企画部企画課 /編集 大泉町 /発行
2016.3 71p 30cm

群馬県議会会議録 平成２７年第３回定例会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2016.2 12,552p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

大泉町人口ビジョン総合戦略 概要版
大泉町[/発行]
[2016.3] 7p 30cm
【受贈、上毛 4/15】
学校における人権教育 第１９集
安中市教育委員会 /発行
2016.2 37p 30cm
学校保健統計速報 平成２７年度
計調査の結果速報) 群馬県結果
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2016.2] 12,[ 11] p 30cm

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２８年度
群馬県教育委員会･前橋市教育委員会･高崎市教
育委員会･桐生市教育委員会･太田市教育委員会
･利根沼田学校組合教育委員会[/発行]
[2015] 106p 30cm
【受贈】

【受贈】
(学校保健統
【受贈】

群馬県の人口と世帯【人口速報集計結果】
≪平成２７年国勢調査≫
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2016.2] 6p 30cm
【受贈】

桐生の民話 市街地･境野町編
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 330p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

群馬大学教育学部紀要 芸術･技術･体育･生活科
学編 第５１巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2016.2 141p 26cm
【 受 贈】

桐生の民話 梅田町編
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 378p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

群馬大学教育学部紀要 自然科学編
群馬大学教育学部 /編集･発行
2016.2 59p 26cm

ぐんまでちょうどいい暮らしぐんまでちょっとい
い暮らし 群馬県移住ガイドブック
群馬県企画部地域政策課 /発行
[2016.3] 39p 30cm
【受贈、読売 4/7、桐生タイムス 4/13】

桐生の民話 黒保根町編①
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 419p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

ぐんまの都市計画 ２０１５
群馬県県土整備部都市計画課 /編集･発行
2016.3 59p 30cm
【 受 贈】

桐生の民話 黒保根町編②･資料編
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 264p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

ぐんま緑の県民税 みんなの森をみんなで守ろう
群馬県[/発行]
[ 2015] 11p 30cm
【受贈】

桐生の民話 新里町編
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 391p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２７年第２回臨時会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2016.2 16p 30cm
【受贈】

〔 2016.5 〕

【受贈】

群馬大学教育学部紀要 人文･社会科学編
第６５巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2016.2 236p 26cm
【 受 贈】

桐生の民話 広沢･相生･川内･菱町編
清水義男 /文･写真･イラスト･印刷
2016.4 414p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/16】

草津節 振付圖解
群馬縣草津町勸光課[/発行]
[出版年不明] [4p] 14 × 20cm

第６４巻
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研究紀要 第３６号 平成２７年度
前橋市小中学校校長会研究部 /発行
2016.2 74p 30cm

【受贈】

研究紀要 第５１集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2004.8 213p 30cm

【 受 贈】

研究紀要 第５２集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2005.8 111p 30cm

【 受 贈】

研究紀要 第５３集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2006.8 163p 30cm

【 受贈 】

研究紀要 第５４集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2007.8 116p 30cm

【 受贈 】

研究紀要 第５５集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2008.8 176p 30cm

【 受贈 】

研究紀要 第５６集
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2009.8 220p 30cm

上毛倉庫１２０年誌
上毛倉庫／発行
2015.12 74p 31cm
付属資料：「 上毛倉庫 120 年誌[資料編]」 116p
【受贈】
第２期みどり市生涯学習振興計画
みどり市教育委員会事務局社会教育課 /編集
みどり市 /発行
2016.3 130p 30cm
【受贈】
知事発言要旨 平成２８年
群馬県[/発行]
[2016] 14p 30cm

【受贈】

【 受贈 】
「地と知から(価)値」を創出する地域密着型大学
を目指して 平成２６年度･成果報告書
高崎商科大学コミュニティ･パートナーシップ･
センター /編集 高崎商科大学 /発行
2015.10 142p 30cm
【受贈】

研究紀要 第５７集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2010.9 88p 30cm
【受贈】
研究紀要 第５８集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2011.9 162p 30cm
【 受贈 】

定例県議会議案 第１回
群馬県[/発行］
[2016] 181p 30cm

研究紀要 第５９集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2012.9 134p 30cm
【 受贈 】

平成２８年
【受贈】

定例県議会議案 第１回(平成２６年度関係) 平
成２８年
群馬県[/発行］
[2016] 222p 30cm
【受贈】

研究紀要 第６０集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2013.9 119p 30cm
【 受贈 】

定例県議会議案 第１回(附予算説明書) 企業局
関係 平成２８年
群馬県[/発行］
[2016] 160p 30cm
【受贈】

研究紀要 第６１集
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2014.9 121p 30cm
【 受贈 】

日本全国味めぐり！ご当地グルメと郷土料理 １
ごはん･麺･粉物
清絢 /監修 金の星社 /発行
2016.2 39p 30cm 3000 円
おっきりこみに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

国立･私立小学校進学のてびき 平成２９年度版
首都圏･東日本 東京･神奈川･埼玉･千葉･北海道･
福島･新潟･栃木･群馬･静岡･山梨･茨城
日本学習図書株式会社編集部 /編
日本学習図書 /発行
2016.2 335p 26cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1955 号】
子どもたちに伝えていきたいこと 「 学校だより 」
に込めた一校長からのメッセージ
神保昌之 /著 文芸社 /発行
2016.3 207p 19cm 1200 円
群馬県利根郡教頭会研修(平成 27 年 2 月)での
講演内容も掲載
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1954 号】
こまちウエディング群馬版 [２０１６夏号]
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)[/発行]
2016.4 300 円【ぐんま経済 4/14、上毛 4/15】
平成２７年の少年非行
[群馬県警察本部 /発行]
[ 2016] [ 4p] 30cm

第１回定例県議会

沼田市立利根東小学校閉校記念誌
利根東小学校記念誌編集委員会 /編集･発行
2016.3 134p 31cm
【受贈】
沼田市立平川小学校閉校記念誌
平川小学校記念誌編集委員会 /編集･発行
2016.3 111p 31cm
【受贈】
板木 群馬県へき地教育研究資料 第６４集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会[/発行]
[ 2016.3] 42p 30cm
【受贈】
補正予算説明書 平成２７年度
１回定例県議会
群馬県[/発行]
[ 2016] 247p 30cm

【受贈】
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[平成２８年]第
【受贈】

〔 2016.5 〕

みどり市生涯学習振興計画
みどり市教育委員会事務局社会教育課 /編集
みどり市 /発行
2011.3 117p 30cm
【受贈】

健康管理ノート 運転者の健康管理
群馬中央バス /協力 群馬県バス協会 /発行
2015.12 17p 21cm
【受贈、上毛 4/6】
国立療養所栗生楽泉園ガイドブック
群馬大学社会情報学部栗生楽泉園ガイドブック
制作班 /制作･発行
2016.3 28p 21cm
【受贈、上毛 4/1】

みんなで手話 群馬県手話言語条例制定
群馬県[/発行]
[2016.4] 11p 30cm
【受贈、読売 4/15、桐生タイムス 4/18】
予算説明書 平成２８年度
群馬県[/発行]
[ 2016] 356p 30cm

第１回定例県議会

年報 平成２６年度 第１０号
群馬県立心臓血管センター[/発行]
[ 2015.12] 127p 30cm

【受贈】

予防時報 ２３１号
日本損害保険協会 /発行
2007.10 54p 26cm
「『 浅間山焼昇之記』－信州上州天明三年
(１７８３)浅間山噴火－」関俊明 /著収録
【受贈】

私たちの生活学校 １５６号
あしたの日本を創る協会 /編集･発行
2006.5 38p 30cm
NPO 法人市民メディアぺぱーみんとかんぱに
ー(前橋市)、こねこクラブ＆ひよこクラブ(前
橋市)に関する記述あり
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

4 自然科学

うどんマップ
麺のまち『うどんの里館林』振興会 /作成
[2016.4] 折りたたみ B3 判
【読売 4/28】

火山の国ニッポン 日本には１１０の火山がある
プレジデント社 /発行
2016.3 95p 30cm 1000 円
（ プレジデント MOOK ）
浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

しぶかわおでかけマップ
保健福祉部こども課 /編集
渋川市[/発行]
[2016.3] 49p 21cm
付属資料：「 しぶかわおでかけマップ」折りた
たみ 37 × 52cm
子ども連れでの外出時に安心して利用できる公
園や公民館を紹介する
【受贈、読売 4/1、上毛 4/9】

カッコソウ花めぐり [２０１６年度版]
カッコソウ協議会事務局･桐生自然観察の森[ /
発行]
[2016.4] 1 枚 21 × 30cm
カッコソウは桐生、みどり市にわたる鳴神周辺
にのみ自生する植物
【受贈、桐生タイムス 4/15･ 16、上毛 4/19】

桐生川ダム 桐生川総合開発事業
群馬県[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 52 × 73cm
【受贈】

群馬県衛生環境研究所年報 第４７号
群馬県衛生環境研究所 /編集･発行
2015.11 64p 30cm
【 受贈 】

〔 2016.5 〕

【受贈】

【受贈】

予算附属説明書 平成２８年度当初予算
群馬県[/発行]
[ 2016.2] 396p 30cm
【 受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２６年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2015] 76p 30cm

年報 平成２５年度 第９号
群馬県立心臓血管センター[/発行]
[ 2014.12] 131p 30cm

ぐんま育児男子
ピアサポーター協議会 /企画･編集
群馬県少子化対策･青少年課 /発行
2016.3 31p 21cm
【受贈、読売 4/25】

【受贈】
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群馬県都市計画審議会議案 第１７６回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2016.2] 2p 30cm
別添資料：添付図面[ 4p]
【受贈】

求む！建設女子！！ ぐんまでかがやく建設女子
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室 /編
集･発行
2016.3 折りたたみ 30 × 63cm
【受贈、群馬建設 4/19、読売 4/20】

新町紡績所の御雇外国人(おやといがいこくじん)
～技術移転と技術革新に果たした役割～
温井眞一 /著･編集･発行
2016.3 104p 30cm
【受贈、上毛 4/12】

ランチパスポート 前橋･高崎･藤岡 Ｖｏｌ.９
クルール･プロジェ /発売
[ 2016.4] 116p 994 円
【上毛 4/12】

大迫力！写真と絵でわかる日本の城･城合戦 大
判ビジュアル図解
小和田泰経 /著 西東社 /発行
2016.3 175p 30cm 1400 円
箕輪城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1955 号】

6 産業

田中正造 日本初の公害問題に立ち向かう
堀切リエ /文 石井勉 /画 あかね書房 /発行
2016.3 149p 22cm 1500 円
（ 伝記を読もう 5 ）
足尾鉱毒事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1955 号】

足尾線の旅 心のふるさと 探しませんか 桐生
市･大間々町･黒保根村･東村･足尾町
桐生財務事務所地域振興室 /編集
国鉄足尾線存続期成同盟会[/発行]
[1984] 折りたたみ 52 × 73cm
【受贈】
かかあ天下―ぐんまの絹物語―
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会 /発行
[2016.2] 7p 30cm
【受贈、上毛 4/12】

玉原発電所概要
東京電力奥利根工務所[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 52 × 73cm
【受贈】

群馬県･朝市･直売所 ガイドマップ
群馬県農政部農政課[/発行]
[出版年不明] 72p 26cm

鉄道旅で「道の駅“ご当地 麵 ”」 全国６６カ所
の 麵 ストーリー
鈴木弘毅 /著 交通新聞社 /発行
2016.3 236p 18cm 800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成２７年版
群馬県環境森林部林政課 /発行
2016.2 122p 30cm
【 受 贈】
ぐんまの園芸 ２０１６
群馬県農政部蚕糸園芸課[/発行]
2016.3 15p 30cm

日本名城画集成 知られざる城郭画家が描いた美
しい復元鳥瞰図
荻原一青 /画 西ケ谷恭弘 /文 小学館 /発行
2016.3 159p 26cm 2800 円
前橋城、館林城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

【受贈】

上越国境を超える道 清水峠･三国峠を越えた道
から関越自動車道まで
阿部公一 /著
ネクスコ･エンジニアリング東北 /発行
2016.2 134p 30cm
【受贈】

水の技術 Ｎｏ.７
水資源開発公団技術管理･工事検査室 /監修
水資源協会 /編集･発行
2000.11 77p 30cm
「群馬用水流況安定施設の効果検証」西巻喜代
志･瀧浩一･渡邉智 /著収録
【受贈】

生繭売買業者研修資料
群馬県蚕糸課･群馬県蚕業試験場 /編
[ 1978] 30p 26cm

水とともに 水がささえる豊かな社会 ２００７
年５月号 Ｎｏ.４４
水資源機構広報課 /監修 水資源協会 /発行
2007.5 31p 30cm
「 土砂掃流試験と関係者間の相互理解について 」
下久保ダム管理所 金山明広、中嶋聡 /著収録
【受贈】
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【受贈】

地域森林計画変更計画書 (平成２７年度)
群馬県[/発行]
[ 2016] 9,7,12p 30cm
【受贈】
地域をさぐる
内山幸久 /編著 古今書院 /発行
2016.3 4,273p 22cm 7600 円
「群馬県川場村における農産物直売所の野菜多
品目化」岡田登 /著収録
【 TRC 新刊案内 1955 号】
〔 2016.5 〕

ＴＨＥ東武鉄道 関東平野を疾走するロングライ
ナー
広岡友紀 /著 彩流社 /発行
2016.3 79p 26cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1956 号】

群馬のバスケットボール２０１６総集編
ありがと！ Gsports/編 綜合プランニング /発行
2016.3 66p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.64 ）
【受贈】

特用林産物生産･流通の実態 平成２７年版
(２０１５年)
群馬県環境森林部林業振興課[/発行]
[ 2015] 32,41p 30cm
【受贈】

群馬ＮＯＭＯグループの全貌
群馬県立近代美術館 /発行
2016.1 155p 23cm

ＧＵＮＭＡマンガ･アニメフェスタ作品集 第３
回 平成２７年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2016.2 176p 21cm
付属資料： DVD1 枚
【受贈】

利根上流地域森林計画書（利根上流森林計画区）
計画期間 自 平成２８年４月１日 至 平成３８年
３月３１日
群馬県[/発行]
[ 2016.4] 4,47,31p 30cm
【受贈】

ＪＲ ＥＡＳＴ(ジェイアールイースト) 第３３
巻５号
交通新聞社 /発行
1991.5 22p 30cm 97 円
群馬交響楽団に関する記述あり
【受贈】

富岡製糸場に関する聞き取り調査 平成２７年度
「富岡製糸場と絹産業遺産群」調査研究
シルクカントリーぐんま連絡協議会 /発行
2016.3 30p 30cm
【受贈、上毛 4/19】
農業農村整備事業のあゆみ 平成２７年度
群馬県農政部農村整備課 /編集･発行
2016.3 140p 30cm
【受贈】

戦後日本美術の出発 １９４５－１９５５―画家
たちは「自由」をどう表現したか―
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2015.9 103p 30cm
【受贈】

平成２７年の林業災害
群馬県環境森林部森林保全課[/発行]
[ 2016.3] 13p 30cm
【 受贈】

伝

群馬県指定ふるさと伝統工芸品 [改訂]
群馬県産業経済部工業振興課[/発行]
[2016.4] 36p 21cm
【受贈、桐生タイムス 4/12】

ｍａｅｇａｍｉｍａｍｉ Ｇｒａｂ Ｔｈｅ Ｈｅ
ａｒｔ
maegamimami/著 宝島社 /発行
2015.12 159p 26cm 2300 円
著者は伊勢崎生まれ、太田育ち
【朝日ぐんま 4/1、 TRC 新刊案内 1940 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
アート･オブ･ライフ 生きることの美学
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2015.7 63p 26cm
【 受贈 】
ＧＯＯＤ ＲＯＯＫＳ！ ＧＯＯＤ ＭＵＳＩＣ
ＣＵＬＴＵＲＥ ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｖｏｌ.７１
ｆｌｕｍｐｏｏｌ ソンモｆｒｏｍ超新星 藤巻
亮太
ロックスエンタテインメント合同会社 /編
ロックスエンタテインメント /発行
2016.3 98p 21cm 900 円
藤巻氏は前橋工科大学卒業
【 TRC 新刊案内 1955 号】

8 語学

群馬県立近代美術館年報 平成２６年度
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2016.1 71p 30cm
【受贈】

〔 2016.5 〕

【受贈】
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肉筆で読む作家の手紙
青木正美 /著 本の雑誌社 /発行
2016.3 301p 19cm 2000 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1956 号】

9 文学
愛

随筆
笹村明 /著 塩澤多恵･武井明恵 /編集
2012.6 170p 21cm
著者は前橋市在住

Ａｆｔｅｒｇｌｏｗ―最後の輝き―
藤村邦 /著 文芸社 /発行
2012.10 173p 15cm 600 円
著者は群馬県出身

日常から 詩集
井上英明 /著 明文書房 /発行
2016.2 69p 17cm 1000 円
（ えぽ叢書 1 ）
著者は太田市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1955 号】

【受贈】

【受贈】

母の日の 句集
猿渡道子 /著 本阿弥書店 /発行
2014.3 206p 20cm 2800 円
〈 新女流俳句叢書 8 期 〉
著者は群馬県俳句作家協会理事

怪盗王子チューリッパ！ ２ まぼろし城の冒険
如月かずさ /作 柴本翔 /絵 偕成社 /発行
2016.3 142p 22cm 1200 円
如月氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1956 号】

【受贈】

必殺の三文判
深山亮 /著 双葉社 /発行
2016.3 188p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1956 号】

楫取素彦の漢詩に親しむ
石島勇 /著 前橋市文化スポーツ振興財団 萩原
朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館 /発行
2016.2 102p 19 × 26cm
【受贈】

ホラベンチャー！
竹内真 /著 双葉社 /発行
2016.3 341p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1956 号】

群馬県文学賞作品集 第５３回 平成２７年度
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2016.3 243p 19cm 1000 円
【受贈】

我、六道を懼れず 真田昌幸連戦記 ２ 立国篇
海道龍一朗 /著 PHP 研究所 /発行
2016.3 590p 20cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1955 号】

真田合戦記 [４] 幸綱躍進篇
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2016.3 325p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 は 41-4 ）
真田一族の栄枯盛衰を描く小説
【 TRC 新刊案内 1954 号 】
詩誌･エッセンス１
クロールの会事務局(富岡市)/編集･発行
2016.2 18p 21cm 0 ～ 100 円
【受贈】

県関係者の一般著作

小説･おくのほそ道～芭蕉物語～ 〈上 〉〈下〉
川波遼平 /著 オリオン舎 /発行
2016.3 487,499p 23cm 15510 円 (送 料 込 み )
箱入
著者は富岡市在住
【受贈、上毛 4/5】

怒りに負ける人怒りを生かす人
安藤俊介 /著 朝日新聞出版 /発行
2016.3 207p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1956 号】

真説真田名刀伝
東郷隆 /著 角川春樹事務所 /発行
2016.3 268p 20cm 1600 円
登場人物として海野輝幸、真田幸隆に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1954 号】

会社法務書式集 第２版
神崎満治郎･金子登志雄 /著 中央経済社 /発行
2016.3 2,2,15,406p 21cm 4000 円
金子氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1956 号】

仲良し兄弟 句集
石原千江子･松村拓篤･松村知篤[/著･発行]
[2016.4] 111p B6 判
石原氏は前橋市在住
【上毛 4/9】

奇跡のシェフ
神尾哲男 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.4 135p 19 × 19cm 1400 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/29】
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グラフィケーション Ｎｏ.１４８
富士ゼロックス /発行
2007.1 46p 29cm
内山節(上野村と東京を往復して暮らす)と後藤
克己の対談収録
【受贈】

到達度評価入門 子どもの思考を深める教育方法
の開拓へ
小林千枝子･平岡さつき /著 昭和堂 /発行
2016.3 7,241p 21cm 2500 円
平岡氏は共愛学園前橋国際大学国際社会学部教
授
【 TRC 新刊案内 1954 号】

グラフィケーション Ｎｏ.１５１
富士ゼロックス /発行
2007.7 46p 29cm
内山節(上野村と東京を往復して暮らす)と後藤
克己の対談収録
【受贈】

トレイルランニング トレイルランの技術･知識
解説と全国トレイルコースを多数収録
小川壮太 /著 江崎善晴 /画 山と溪谷社 /発行
2016.4 199p 21cm 1980 円
（ ヤマケイ入門 &ガイド ）
松本大(群馬県出身)によるコースガイド収録
【 TRC 新刊案内 1956 号】

現場で使える訪問介護サービス提供責任者便利帖
田中元 /著 翔泳社 /発行
2016.3 159p 21cm 2200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1955 号】

野口体操からだに貞(き)く 新装版
野口三千三 /著 春秋社 /発行
2016.3 253p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1955 号】

珈琲のことば 木版画で味わう９０人の名言
箕輪邦雄 /編著 平凡社 /発行
2016.3 164p 21cm 1400 円
萩原朔太郎のコーヒーにまつわる言葉の木版画
収録
箕輪氏は高崎市在住
【上毛 4/5、 TRC 新刊案内 1955 号】

遠近法(パース)がわかれば絵画がわかる
布施英利 /著 光文社 /発行
2016.3 201p 18cm 880 円
（ 光文社新書 806 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1956 号】

私道･境界･近隣紛争の法律相談
野辺博 /編著 野間自子 /ほか著 学陽書房 /発行
2016.3 20,327p 21cm 3400 円
野辺氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1956 号】

美術でめぐる日本再発見 浮世絵・日本画から仏
像まで
和田彩花 /著 オデッセー出版 /発行
2016.3 1 冊 21cm 1667 円
著者は群馬生まれ
【朝日ぐんま 4/15、 TRC 新刊案内 1955 号】

週刊金曜日 通巻第７４０号
金曜日 /編集･発行
2009.2 66p 26cm 476 円
『 NHK と司馬記念財団「坂の上の雲」放送に
見る密接な関係』大野富次(群馬県生まれ) /著
収録
【受贈】

マッチング･ビジネスが変える企業戦略 情報化
社会がもたらす企業境界の変化
税所哲郎 /著 白桃書房 /発行
2016.2 12,231p 21cm 3000 円
著者は群馬大学学術研究院教授
【 TRC 新刊案内 1955 号】

上質な大人のための日本語
関根健一 /著
PHP エディターズ･グループ /発行
2016.3 157p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1956 号】

養護教諭のための学校保健 第１４版
出井美智子･釆女智津江 /共著
少年写真新聞社 /発行
2016.3 187p 30cm 2400 円
付属資料： CD-ROM
釆女氏は元群馬県立高等学校養護教諭
【 TRC 新刊案内 1955 号】

震災の遺品
堀泰雄[/著] ホリゾント出版 /発行
[2016.4] 96p A4 判 1000 円
著者は前橋市在住
【上毛 4/6】
生活における地理空間情報の活用
川原靖弘･関本義秀 /編著
放送大学教育振興会 /発行
2016.3 237p 21cm 3200 円
（ 放送大学教材 ）
川原氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1955 号】
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視聴覚資料

電子資料

哀愁の湖（CD）
石曽根幸子 /作詞 篠崎洋子 /作曲
[2016.3]
榛名の美しい自然と恋に破れた乙女の切な
い様子を詠んだ詩についた曲
石曽根氏は高崎市在住
【上毛 4/24】

群馬大学教育実践研究 第３３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]
[ 2016.3]
【受贈】
刑事の勲章（電子書籍）
横山秀夫 /著 [文芸春秋 /発行]
2016.4 200 円
著者は元上毛新聞記者

いのちの証を求めて ハンセン病を生きた詩人
谺雄二 平成２７年度群馬大学地域貢献事業（DV
D）
群馬大学社会情報学部 /企画･製作･監修
[ 2016.3] 30 分
【受贈、上毛 4/1】
真田街道みちしるべ（CD）
中村悦子 /歌
2016.4
中村氏は高崎市在住

【上毛 4/12】

水質測定結果｜大気環境調査結果 平成２６年度
(CD-ROM)
群馬県環境森林部環境保全課[/発行]
[ 2015]
【受贈】

【上毛 4/26】

[次々続々/糸島Ｄｉｓｔａｎｃｅ/恋ならとっく
に始まってる]（ＣＤ）
アンジュルム /歌
2016.4 3 曲
アンジュルムのリーダー和田彩花は群馬生まれ
【朝日ぐんま 4/15】
みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
毛里田中学校 平成２８年２月２３日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2016 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
勝山小学校 平成２８年２月１６日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2016 [ 30 分]
【受贈】
ＭＥＩＳＥＮ―世界にはばたけいせさき銘仙―
（DVD）
青木紀親 /監督 伊勢崎市教育委員会 /製作
[2016] 約 20 分
青木氏は伊勢崎市出身
【上毛 4/28】
わかる！役立つ！食品表示 ～食品表示とわたし
たちの暮らし～（DVD）
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課[/作
製]
[2016.4] 30 分
【受贈】
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