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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１６年５月分
No.３５４

にしじょたび 西上州ご朱印めぐり
西上州観光連盟 /発行
2016.3 31p 21cm
【受贈、上毛 5/24】

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 6 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
・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。

2 歴史･伝記･地理
イラストマップとデータでわかる日本の地理 火
山、原発、世界遺産など中学入試で出るテーマも
解説！
朝日新聞出版 /発行
2016.3 207p 29cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 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。

岩鼻歴史マップ集 第５編 石造物②
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会 /編集･発行
2016.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、上毛 5/23】
江戸諸國四十七景 名所絵を旅する
鈴木健一 /著 講談社 /発行
2016.4 285p 19cm 1750 円
（ 講談社選書メチエ 622 ）
茂林寺に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】

０ 総記
紀要 第５０号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会 /発行
2015.3 61p 30cm
【受贈】
紀要 第５１号
群馬県高等学校教育研究会図書館部会 /発行
2016.3 61p 30cm
【受贈】

尾瀬･日光･谷川岳
西田省三 /著 実業之日本社 /発行
2016.4 127p 21cm 1600 円
（ ブルーガイド ）【 TRC 新刊案内 1960 号】

前橋市子ども読書活動推進計画（第二次）
伝えよう 本のすばらしさを
前橋市子ども読書活動推進計画策定委員会 /著
作編集 前橋市教育委員会事務局 図書館 /発行
2014.11 27p 30cm
【受贈】

親子でさんぽ旅 首都圏版
交通新聞社 /発行
2016.5 111p 29cm 889 円
（ 散歩の達人 MOOK A30 ）
長野原町、嬬恋村、中之条町に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1962 号】

前橋市子ども読書活動推進計画（第二次） 概要
版 伝えよう 本のすばらしさを
前橋市教育委員会[/発行]
[2014.11] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

完全図解！歴史人物データファイル ６ 真田幸
村
小和田哲男 /監修 ポプラ社 /発行
2016.4 63p 27cm 3000 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】
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〔 2016.6 〕

関東･甲信越道の駅徹底オールガイド
手塚一弘 /著 メイツ出版 /発行
2016.3 192p 21cm 1550 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1957 号】

上野三碑を読む
熊倉浩靖 /著 雄山閣 /発行
2016.4 140p 19cm 1480 円
著者は群馬県立女子大学教授･群馬学センター
副センター長
【読売 5/18、 TRC 新刊案内 1962 号】

究極の源泉宿７３ 誰も書かない“源泉かけ流し
”の真実
小森威典･飯沼覚寿 /著 祥伝社 /発行
2016.4 229p 18cm 1000 円
（ 祥伝社新書 462 ）
谷川温泉･水上山荘、下仁田温泉･清流荘、川中
温泉･かど半旅館、谷川温泉･金盛館せゝらぎ、
川古温泉･浜屋旅館、霧積温泉･金湯館に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

侯鯖一臠訓釈 巻之五 上巻
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓釈
2016.3 116p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

高速道路＆ＳＡ･ＰＡガイド ２０１６－２０１
７年最新版
講談社ビーシー /発行
2016.4 184p 30cm 926 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1961 号】

桐生市内遺跡発掘調査報告 平成２５･２６年度
調査
桐生市教育委員会文化財保護課 /編集
桐生市教育委員会事務局 /発行
2016.3 3,150p 30cm
【受贈】

コテージ･貸別荘＆キャンプ場 ２０１６－２０
１７
舵社 /発行
2016.4 96p 30cm 800 円
（ KAZI ムック ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】

近代日本とキリスト教思想の可能性 二つの地平
が交わるところにて
芦名定道 /著 三恵社 /発行
2016.2 214p 21cm 2300 円
（ キリスト教研究叢書 ）
海老名弾正に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

真田信之 真田家を継いだ男の半生
黒田基樹 /著 KADOKAWA/発行
2016.3 234p 19cm 1700 円
【 TRC 新刊案内 1957 号】

群馬県指定史跡 造石法華経供養遺跡 長岡家墓
石整備報告書
甘楽町教育委員会 /編集･発行
2016.3 99p 30cm
【 受贈 】

史跡 水上石器時代住居跡 範囲内容確認調査報
告書
群馬県みなかみ町教育委員会 /編集･発行
2016.3 46p 図版 14p 30cm
【受贈】

群馬県 玉村中世史研究 第１号
特集 環濠屋敷と城館
玉村中世史研究会 /編集･発行
2015.8 72p 30cm 1600 円【受贈、上毛 5/2】

渋川市市内遺跡９ 平成２６年度市内遺跡範囲確
認調査･試掘調査報告
渋川市教育委員会 /編集･発行
2016.3 35p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

検証！古代史「十大遺跡」の謎 三内丸山、荒神
谷、纏向、平城京…
関裕二 /著 PHP 研究所 /発行
2016.5 318p 15cm 700 円
（ PHP 文庫 せ 3-22 ）
「第 8 章 稲荷山古墳―群馬県の古墳群と東国
の実像」収録
【 TRC 新刊案内 1962 号】

自民党諸君に告ぐ 福田赳夫の霊言
大川隆法 /著 HS 政経塾 /発行
2016.4 247p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1962 号】
首都圏発日帰り大人の小さな旅 思い立ったらす
ぐ行ける好奇心をくすぐる少し贅沢な旅
昭文社 /発行
2016.4 110p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
富岡製糸場、伊香保、碓氷峠に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1957 号】

上野三碑（小学生用）
高崎市教育委員会事務局文化財保護課[ /発行]
2016.3 6p 26cm 【受贈、上毛･読売 5/17】
上野三碑（中学生用）
高崎市教育委員会事務局文化財保護課[ /発行]
2016.3 6p 26cm 【受贈、上毛･読売 5/17】

〔 2016.6 〕

須賀昌五 /発行

-2-

上州人物往来
村田豊樹 /著
[2016.2] 222p 19cm
著者は桐生市在住

ニッポン絶景ロード１００ 一度は走りたい全国
の美しい道を完全収録
枻出版社 /発行
2016.4 143p 26cm 1200 円
（ エイムック 3366 ）
志賀草津道路、嬬恋パノラマライン、鬼押しハ
イウェー、上信スカイラインに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

【受贈】

<少年>と<青年>の近代日本 人間形成と教育の社
会史
田嶋一 /著 東京大学出版会 /発行
2016.3 8,450,8p 22cm 8800 円
野間清治に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

日本縦断！全国車中泊コースガイド カーネル特
選！ 最新版
地球丸 /発行
2016.5 226p 30cm 2200 円
（ CHIKYU-MARU MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1962 号】

政治家秘書裏工作の証言
松田賢弥 /著 さくら舎 /発行
2016.4 215p 19cm 1500 円
小渕一族に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

日本におけるリトミックの黎明期 日本のリズム
教育へリトミックが及ぼした影響
板野晴子 /著 ななみ書房 /発行
2016.3 142p 21cm 3000 円
小林宗作に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】

全国里見一族交流会会報 ２０１５年１２月号
全国里見一族交流会(前橋市)/発行
2015.12 43p 30cm
【 受贈 】
全国ＳＡ･ＰＡ道の駅ガイド '１６－'１７
昭文社 /発行
2016.5 309p 30cm 1600 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

日本を揺るがせた怪物たち
田原総一朗 /著 KADOKAWA/発行
2016.3 293p 19cm 1500 円
中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

戦後史の現場検証 ルポライターの取材メモから
植田康夫 /編 創元社 /発行
2016.4 580p 21cm 2800 円
『昭電疑獄と「中央公論」㊤』･『昭電疑獄と
「中央公論」㊦』･『「 中曽根日記」を中心に
―新安保成立前後の体制側の動き』･『基地で
は“戦中”が継続―相馬ヶ原と水戸射爆場の場
合』収録
【 TRC 新刊案内 1961 号】

備中高梁におけるキリスト教会の成立 新島襄の
伝道と新しい思想の受容
八木橋康広 /著 ミネルヴァ書房 /発行
2016.4 9,280,4p 22cm 4500 円
【 TRC 新刊案内 1959 号】
ぶらり日帰り温泉ＢＥＳＴ 首都圏版
ぴあ /発行
2016.5 114p 23cm 650 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1962 号】

東京近郊トレッキングＢＥＳＴコースガイド
昭文社 /発行
2016 143p 21cm 1200 円
日光白根山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

ほんとうに気持ちいいキャンプ場１００
２０１６／２０１７年版
BE-PAL 編集部 /著 小学館 /発行
2016.4 114p 26cm 1200 円
（ 小学館 SJ ムック ）
赤城山オートキャンプ場、グリーンパークふき
われ、無印良品カンパーニャ嬬恋キャンプ場、
北軽井沢スウィートグラスに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】

新島襄と明治のキリスト者たち 横浜･築地･熊本
･札幌バンドとの交流
本井康博 /著 教文館 /発行
2016.3 389,7p 22cm 3800 円
【 TRC 新刊案内 1958 号】
西上州の薬湯
小暮淳 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.5 89p 21cm 1000 円
著者は前橋市在住
【上毛 5/13、 TRC 新刊案内 1965 号】

埋蔵金の研究
橘高章 /著 たんさく /発行
2016.4 40p 21cm 800 円
（ ブックレット ）
徳川の埋蔵金に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1961 号】
-3-

〔 2016.6 〕

太田市人口ビジョン･総合戦略
と創生
太田市[/発行]
[ 2016.1] 31p 30cm

道の駅完全ガイドブック 最新版
２０１６－１７
コスミック出版 /発行
2016.5 214p 30cm 1200 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

就労応援ガイドブック―家族で目指す一般就労―
群馬県産業経済部労働政策課 /企画･編集
恵の園 /制作･印刷
2016.3 33p 30cm【 受贈 、桐生タイムス 5/30】
桐生大学紀要 第２６号
桐生大学紀要編集委員会 /編集
2015.12 81p 30cm

宮原町遺跡 郵便施設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 高崎市教育委員会 /発行
2016.3 36p 図 版 2,6p 30cm
【受贈】

桐生大学 /発行
【 受 贈】

群馬県税務統計 平成２７年度版（ 平成２６年度 ）
群馬県総務部税務課[/発行]
[2016.1] 4,126p 30cm
【受贈】

宮原町遺跡２ 事務所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 高崎市教育委員会 /発行
2016.3 2,14p 図版 5p 30cm
【受贈】

群馬県版総合戦略～人口減少に挑む、ぐんまのち
から(戦略)～
群馬県[/発行]
[2016.3] 81p 30cm
【受贈、桐生タイムス 5/12】

八幡荘再発見伝
地域おこし里見の郷(さと)委員会(高崎市) /発
行
[ 2016.5] A4 判 16p 500 円 【上毛 5/24】

群馬県労働委員会年報 平成２７年版
群馬県労働委員会事務局[/発行]
[ 2016.3] 103p 30cm
【 受贈】

『歴史の小径(こみち)』を歩く 館林･城下町
古地図散歩
館林市教育委員会[/作成] 恩田昭[/挿絵]
[2016.5] 折りたたみ 25 ×[不明]cm
恩田氏は館林市在住 【上毛 5/15、読売 5/17】

群馬高専レビュー 第３４号(２０１５)
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
2016.3 112,4p 30cm
【受贈】

[歴史の森ポストカード]
館林市教育委員会 /製作
[2016.5] 4 枚組 100 円
旧館林二業見番組合事務所(水彩画･恩田昭)、
武家屋敷「武鷹館(ぶようかん)」(切り絵･伊川
博子)、明治期の日清製粉館林工場(写真)、茂
林寺沼湿原(写真)の 4 枚 1 組
【上毛 5/12】

群馬の県民経済計算 平成２５年度
群馬県企画部統計課 /編集
2016.3 103p 30cm

【 受 贈】

ぐんま「花燃ゆ」プロジェクト推進協議会報告書
ぐんま「花燃ゆ」プロジェクト推進協議会 /発
行
2016.3 175p 30cm
【受贈】

3 社会科学

〔 2016.6 〕

【受贈】

太田市人口ビジョン･総合戦略 まち･ひと･しご
と創生【概要版】
太田市[/発行]
[ 2016.1] 二つ折り 42 × 30cm
【受贈】

箕輪城･高崎城から彦根城へ 長野業政と井伊直
政
西原巌[/著] 栁澤佳雄 /発行
2016.1 8,97p 26cm
西原氏は高崎市文化協会副会長
栁澤氏は箕輪城まつり奉賛会会長
【受贈、上毛 5/17】

あゆみ ６９号
吾妻連合婦人会 /発行
2016.2 194p 21cm

まち･ひと･しご

【 受贈 】
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研究の記録 平成２７年度
伊勢崎市教育研究所[/発行]
[2016.3] 1 冊 30cm

【受贈】

市町村民経済計算 平成２５年度
群馬県企画部統計課 /編集
2016.3 64p 30cm

【受贈】

十二様今昔～上信越国境の山神信仰現状報告～
関矢晃 /著
2015.10 216p 30cm
著者は前橋市在住
【受贈】

臨江 第３５号
明寿大学同窓会(前橋市)/発行
2016.3 153p 26cm

首都圏高校受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１７年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
2016.4 1601p 21cm 2200 円
【 TRC 新刊案内 1959 号】

【 受 贈】

4 自然科学

首都圏中学受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１７年度用
晶文社学校案内編集部 /編集 晶文社 /発行
2016.4 931p 21cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1960 号】

赤城姫 第２８号
赤城姫を愛する集まり /発行
2016.3 4,95p 26cm

【受贈】

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２７年度
群馬県高崎市域(旧高崎市域、旧箕郷町域、旧群
馬町域)にある温泉の化学成分について
群馬県温泉協会[/発行]
[ 2016.3] 24p 30cm
【受贈】

新富岡市誕生１０周年記念誌
富岡市市長公室企画政策課 /編集･発行
[ 2016] 14p 30cm
【受贈】
創造する授業 １ 島小での実践
川嶋環 /著 岡崎明子 /編 一莖書房 /発行
2016.3 304p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1959 号】

学術調査研究調査報告 温泉科学
玉原温泉の地質
群馬県温泉協会[/発行]
[ 2016.3] 7p 30cm

高崎商工会議所創立１２０周年記念誌
高崎商工会議所 /編集･発行
2016.3 48p 30cm
【 受贈 】

平成２７年度
【受贈】

ググっと役立つ食品表示ガイド
群馬県 /作製
[2016.5] A5 判
【桐生タイムス 5/9】

高東三十年の歩み 創立３０周年記念誌
創立 30 周年記念事業実行委員会記念誌編集委
員会 /編集 群馬県立高崎東高等学校創立 30 周
年記念事業実行委員会 /発行
2013.10 69p 30cm
【受贈】

群馬県食品安全基本計画２０１６－２０１９
みんなで支える食の安全･安心
群馬県[/発行]
[ 2016.3] 94p 30cm
【 受贈】

なっから！ 創刊号
大嶺達成 /ほか制作
[2016.4] 四つ折り A3 判
西毛地区で地域おこし協力隊として活躍する隊
員有志が制作する、隊の活動内容などを紹介す
る広報紙
大嶺氏は神流町地域おこし協力隊員
【上毛 5/2】

群馬県立精神医療センター 年報 平成２６年度
群馬県立精神医療センター /編集･発行
2015.12 81p 30cm
【受贈】

はばたけ群馬プラン Ⅱ 第１５次群馬県総合計画
平成２８年度～平成３１年度
群馬県[/発行]
[2016.3] 177p 30cm
【受贈、桐生タイムス 5/12】

フィールド･バイオロジスト ２３巻１号
群馬野外生物学会 /編集･発行
2015.9 24p 26cm
【受贈】

七五三木伸二 蛾類コレクション Ⅱ 群馬県立ぐ
んま昆虫の森収蔵資料目録２
群馬県立ぐんま昆虫の森 /編集･発行
2016.3 41p 30cm
【受贈】

前橋市自然環境調査(哺乳類･は虫類･両生類)報告
書
前橋市 /発行
2016.3 1 冊 30cm
【受贈】

はばたけ群馬プラン Ⅱ 第１５次群馬県総合計画
平成２８年度～平成３１年度 ダイジェスト版
群馬県[/発行]
[2016.3] 8p 30cm
【受贈、桐生タイムス 5/12】
坂東太郎 第１５１号
群馬県立前橋高等学校 /発行
2016.3 172p 21cm

まえばしの哺乳類･は虫類･両生類 平成２７年度
前橋市自然環境調査(哺乳類･は虫類･両生類)概要
版
前橋市[/発行]
[ 2016.3] 6p 30cm
【受贈】

【受贈】
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〔 2016.6 〕

Ｇ－ワークスバイク ２１世紀･究極のバイク改
造本 Ｖｏｌ.２ 特集･マッハとＺ２＆Ｚ１！！
チューンドＣＢ！！
三栄書房 /発行
2016.5 158p 30cm 815 円
（ SAN-EI MOOK ）
群馬県桐生市の絶版二輪車祭に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
活動報告書 第１５号 平成２７(２０１４)年度
南橘の自然観察と環境を守る会[/発行]
[2016] 35p 30cm
【受贈】
『官営新町屑糸紡績所』ガイドブック
筑井正𣳾 /著･写真撮影
よみがえれ !新町紡績所の会 /発行
2016.3 21p 30cm
【受贈、上毛 5/2、朝日 5/11】

新町屑糸紡績所(くずいとぼうせきじょ)の設立と
果たした役割 小学校社会科歴史学習教材
碓井正明 /著 よみがえれ !新町紡績所の会 /発行
2016.3 19p 30cm
著者は元群馬県小学校中学校教育研究会小学校
社会科部会長 【受贈、上毛 5/2、朝日 5/11】

旧東國敬神道場沿革史
富岡市教育委員会･富岡市社会教育館 /発行
2016.3 119p 26cm 2600 円(税込) 【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＢＯＸＥＲ ＢＲＯＳ. Ｖｏｌ.０
４
スバルびいきの「絶賛!オリジナルパーツ＆ノウ
ハウ」大公開
モーターマガジン社 /発行
2016.4 146p 30cm 1852 円
（ モーターマガジンムック ）
【 TRC 新刊案内 1961 号】

ぐんま急速充電ＭＡＰ [改訂版]
群馬県環境森林部環境エネルギー課 /発行
[2016.3] 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈、上毛 5/3】
群馬県の工業 平成２６年工業統計調査結果報告
書
群馬県企画部統計課 /発行
2016.3 161,129,38p 30cm
【受贈】

全国安心工務店一覧 関東版２０１６－２０１７
全国安心工務店選定委員会 /編
安心工務店出版 /発行
2016.3 161p 26cm 1000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1960 号】

群馬県の廃棄物（ 廃棄物･リサイクル課業務概要 ）
平成２６年度版
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課 /編集･
発行
2015.3 83p 30cm
【受贈】
ぐんますき焼きＭＡＰ
群馬県[/発行]
[2016.3] 折りたたみ

戦国の城全史 勃興期から完成期まで、城郭の発
達史を読み解く！！
学研パブリッシング /発行
2011.9 183p 26cm 1800 円
（ 歴史群像シリーズ ）
名胡桃城(みなかみ町)、岩櫃城(東吾妻町)に関
する記述あり
【上毛 5/15、 TRC 新刊案内 1734 号】

60 × 82cm
【受贈、上毛･日経 5/7】

ぐんまそだち 高崎版
TKT48 チーム群馬･ママプロぐんま /作成
[2016.5] A5 判 13p
【上毛 5/28】
景観計画概要
桐生市 /作成
[2016.5] 三つ折り

ダムカード大全集 Ｖｅｒ.２.０
宮島咲 /著 スモール出版 /発行
2016.4 206p 21cm 2200 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

A4 判
【桐生タイムス 5/26】

景観色彩ガイドライン
桐生市 /作成
[2016.5] A4 判 31p

都市計画法に基づく開発許可制度の手引
平成２８年４月１日
群馬県県土整備部建築課[/発行]
[ 2016.4] 304p 30cm
【 受贈】

【桐生タイムス 5/26】

景観条例に基づく届出の手引
桐生市 /作成
[2016.5] 三つ折り A4 判
【桐生タイムス 5/26】

〔 2016.6 〕

早川光の最高に旨い寿司 若手の注目店から星付
きの名店まで、寿司好き垂涎、厳選４５店を紹介
ぴあ /発行
2016.4 96p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】
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自由貿易下における農業･農村の再生 小さき人
々による挑戦
高崎経済大学地域科学研究所 /編
宮田剛志 /監修 日本経済評論社 /発行
2016.3 15,384p 22cm 3200 円
「第Ⅱ部第 4 章 4.群馬県における集落営農の展
開― JA 佐波伊勢崎管内の動向」収録
【受贈、 TRC 新刊案内 1959 号】

6 産業
安全な翼を求めて
山口宏弥 /著 新日本出版社 /発行
2016.4 221p 19cm 1800 円
「第 1 章 日航 123 便墜落事故の衝撃 」、「終章
御巣鷹山事故から 30 年、改めて考える」収録
【 TRC 新刊案内 1959 号】

世界に誇る日本の世界遺産 ８ 富岡製糸場/明
治日本の産業革命遺産
西村幸夫 /監修 ポプラ社 /発行
2016.4 47p 29cm 2850 円
【 TRC 新刊案内 1958 号】

いってみよう！富岡製糸場と絹産業遺産群 [改
訂版]
「富岡製糸場と絹産業遺産群」社会科見学用事
前学習教材作成検討委員会 /編集
群馬県企画部世界遺産課 /発行
2016.3 39p 30cm
【 受贈 】

田島弥平旧宅関連 田島信孝家（田島武平家）文
献調査 平成２７年度「富岡製糸場と絹産業遺産
群」調査研究
技研コンサル /編集
シルクカントリーぐんま連絡協議会 /発行
2016.3 84p 30cm
【 受 贈】

かかあ天下―ぐんまの絹物語―
桐生市 /企画編集
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会 /発行
[2016] 12p A4 判
桐生市内の構成文化財 6 件を紹介するパンフレ
ット
【桐生タイムス 4/22、上毛 5/12】

畜産施策の概要 平成２８年度
群馬県農政部畜産課 /発行
[2016] 55p 30cm

観光政策への学際的アプローチ
高崎経済大学地域科学研究所 /編
勁草書房 /発行
2016.3 10,266p 21cm 3200 円
「第 3 章 高崎の食発信と観光―『開運たかさ
き食堂』のブランド化戦略」収録
【 TRC 新刊案内 1958 号】

嬬恋村カモシカ等食害対策調査報告書 平成２７
年度
群馬県教育委員会文化財保護課[/発行]
[ 2016.3] 57p 30cm
【 受贈】
富岡製糸場 生糸がつくった近代の日本
田村仁 /文･写真 福音館書店 /発行
2016.6 39,4p 25cm 667 円
（ 月刊たくさんのふしぎ 第 375 号 ）
【上毛 5/22】

絹の国ぐんまを語る ぐんま絹遺産ストーリー別
ガイドブック
群馬県企画部世界遺産課[/発行]
[ 2016.3] 23p 30cm
【受贈、上毛 5/27】

「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報 平成２６年
度
群馬県企画部世界遺産課 /編集･発行
2016.3 33p 30cm
【 受 贈】

教育掛図 養蚕畫解(ようさんえとき)
関口覚･島崎妙一･小林健 /編集 斎藤敏弘 /解説
高山社に学ぶ有志の会[/発行]
[2016.5] 31p A4 判
農家への技術指導用掛け軸「養蚕畫解(ようさ
んかくかい)」吉田蔦三郎 /作成を要約した冊子
編者は高山社に学ぶ有志の会所属
斎藤氏は元県蚕業試験場副場長 【上毛 5/24】
群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター /発行
2016.3 50p 30cm
計量モニター報告書 平成２７年度
群馬県計量検定所[/発行]
[ 2016.3] 21p 30cm

【受贈】

富岡製糸場と群馬の蚕糸業
高崎経済大学地域科学研究所 /編
日本経済評論社 /発行
2016.3 11,347p 22cm 4500 円
【 TRC 新刊案内 1957 号】

第１３号

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ ７
世界文化遺産とまちづくり
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.3 88p 21cm 600 円
【 TRC 新刊案内 1961 号】

【受贈】

【受贈】

沼田市域路線バス時刻表
高崎経済大学経済学部教授大島登志彦 /作製
沼田市市民部生活課生活係 /発行
2016.3 31p 21cm
【受贈、上毛 5/4】
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〔 2016.6 〕

農林業経営体調査結果の概要（ 確定値･群馬県分 ）
２０１５年農林業センサス
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2016.3] 116p 30cm
【受贈】

Ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔ
ｉｏｎ
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2016.4 143p 31cm 2000 円
（ ピアノ･ソロ ）
back number(メンバーが群馬県出身の３人組バ
ンド)のピアノ･ソロ曲集
【 TRC 新刊案内 1959 号】

モリノワ～みんなでささえる森づくり～
Ｖｏｌ.２ ２０１６ 森林ボランティア通信
群馬県森林ボランティア支援センター[ /発行]
[2016] 14p 30cm
【受贈】

氷室京介/ベスト･コレクション
ドレミ楽譜出版社 /発行
2016.4 261p 26cm 2500 円
（ バンドスコア ）
氷室京介(高崎市出身)のベスト曲をセレクトし
たバンドスコア
【 TRC 新刊案内 1962 号】

６０年のあゆみ
県青協 60 年史編集委員会 /編集
群馬県農協青年部協議会(JA 群馬青協)/発行
2016.4 51p 30cm
【受贈、上毛 5/11】
６０年のあゆみ ＪＡ群馬中央会
群馬県農業協同組合中央会 /編集･発行
2014.12 49p 30cm
【受贈】

夢二と久允 二人の渡米とその明暗
逸見久美 /著 風間書房 /発行
2016.4 2,151p 20cm 2000 円
【 TRC 新刊案内 1962 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
8 語学

うらしまたろう
おざわとしお /再話 かないだえつこ /絵
くもん出版 /発行
2016.4 [36p] 27cm 1600 円
（ 日本昔ばなし ）
かないだ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1959 号】

9 文学

かぐ、あじわう
岸田衿子 /文 司修 /絵 復刊ドットコム /発行
2016.4 1 冊 29cm 2500 円
（ 五感のえほん 6 ）
司氏は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1960 号】

アインアルツトのエッセイと生活の句集
岡田慶一 /著 あさを社(高崎市)/発行
2016.4 173p 22cm 1032 円
著者は榛名荘病院リハビリテーション科回復期
リハビリテーション病棟担当部長
【受贈、上毛 5/4】

健大高崎式驚異の走塁術＆トレーニング
青柳博文･葛原毅 /著
ベースボール･マガジン社 /発行
2016.4 223p 21cm 1600 円
青柳氏は高崎健康福祉大学高崎高校野球部監督
葛原氏は高崎健康福祉大学高崎高校野球部コー
チ
【 TRC 新刊案内 1960 号】

青のじかん 歌集
小林文子 /著
2016.3 229p 19cm 2500 円
著者は林間短歌会(太田市)代表で上毛新聞「上
毛歌壇」選者
【受贈、上毛 5/10】

田中青坪 永遠のモダンボーイ
田中青坪 /画 アーツ前橋 /企画･監修
水声社 /発行
2016.3 103p 26cm 2000 円
田中氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1957 号】

〔 2016.6 〕

アンティークＦＵＧＡ ３ キマイラの王
あんびるやすこ /作 十々夜 /画 岩崎書店 /発行
2016.4 179p 18cm 650 円
（ フォア文庫 C271 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1960 号】
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いのちの桜～田島弥平物語～
関口芙沙恵 /著･発行
2016.3 77p 19cm 900 円
著者は伊勢崎市境島村生まれ
【受贈、上毛 5/1】

続々りんどうの花 句集
丸山マサ江 /著 丸山博 /発行
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.3 137p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 5/17】

おじいさんが孫に語る戦争の話―ユキは十七歳
特攻で死んだ― 紙芝居
毛利恒之 /原作
宙(そら)のこえ(桐生市)[/作成]
2008 20[場面]
【読売 5/24】

続 私の小さな旅 私の教室
一倉喜好 /著
2016.4 288p 19cm
（ 朝倉たより １ ）
著者は前橋市在住

オペラ戦後文化論 １ 肉体の暗き運命１９４５
－１９７０
小林康夫 /著 未來社 /発行
2016.3 222p 20cm 2200 円
（ ポイエーシス叢書 66 ）
坂口安吾に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

世界最後の魔境群馬県から来た少女ＧＸ
日下一郎 /著 新谷真昼 /イラスト
PHP 研究所 /発行
2016.4 207p 15cm 680 円
（ VG 文庫 く -1-1 ）
【 TRC 新刊案内 1957 号】
高崎の鬼城さん 俳人･村上鬼城
村上鬼城顕彰会事業委員会 /編集
村上鬼城顕彰会 /発行
2015.9 66p 21cm 500 円

岸辺に果つ 田中正造をめぐる人々
水樹涼子 /著 随想舎 /発行
2016.4 318p 20cm 1800 円
鉱毒事件の謎に迫る長編小説
【 TRC 新刊案内 1961 号】

【受贈】

【受贈】

天正真田戦記 名胡桃事変
出海まこと /著 KADOKAWA/発行
2016.3 503p 15cm 690 円
（ メディアワークス文庫 い 2-2 ）
【 TRC 新刊案内 1957 号】

木村伊兵衛 パリ残像
木村伊兵衛 /著 田沼武能 /監修
クレヴィス /発行
2016.4 192p 27cm 2300 円
萩原朔太郎「旅上」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

東京帝大叡古教授
門井慶喜 /著 小学館 /発行
2016.4 518p 16cm 770 円
（ 小学館文庫 か 44-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1959 号】

県警出動
麻野涼 /著 徳間書店 /発行
2016.4 333p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 あ 46-3 ）
小説の舞台として群馬県や県警富岡署に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

ドラゴンフライ
河合莞爾 /著 KADOKAWA/発行
2016.4 547p 15cm 840 円
（ 角川文庫 か 69-2 ）
小説の舞台として群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1961 号】

興国の鉄槌 ２ 富嶽編隊、出撃！
和泉祐司 /著 電波社 /発行
2016.5 221p 18cm 950 円
【 TRC 新刊案内 1962 号】

萩原朔太郎 周辺と本質を求めて
木村和夫 /著 沖積舎 /発行
2016.4 169p 図版 18p 20cm 3000 円
著者は前橋市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1961 号】

真田合戦記 ５ 昌幸の初陣
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2016.5 327p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 は 41-5 ）
【 TRC 新刊案内 1962 号】

｢雲雀の会｣詩集 第９号
前橋文学館友の会詩サークル｢雲雀の会｣ /発行
2016.3 32p 26cm
【受贈】

嘴野記 随想句集
片山壹晴 /著 コールサック社 /発行
2016.5 207p 21cm 1500 円
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 5/29】

淵

新･目白雑録 もっと、小さいこと
金井美恵子 /著 平凡社 /発行
2016.4 261p 19cm 1900 円
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1960 号】
-9-

第２１２号
淵の会 /発行
2016.3 43p 21cm 500 円
「ふたつの世界」松田治男(群馬県在住) /著収
録
【受贈】

〔 2016.6 〕

「文豪」がよくわかる本
福田和也 /監修 宝島社 /発行
2016.4 319p 19cm 1000 円
田山花袋、萩原朔太郎、坂口安吾に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1959 号】

期限切れのおにぎり 大規模災害時の日本の危機
管理の真実
鈴木哲夫 /著 近代消防社 /発行
2016.4 255p 19cm 1500 円
「現地で即断即決できる態勢を !」 /石原信雄
元官房副長官(阪神淡路大震災)/著収録
石原氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1960 号】

前橋憧憬 郷土望景詩集
久保木宗一 /著 風塵舎 /発行
2016.3 153p 21cm 2600 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 5/16】

教育投資が日本を変える すべての人にチャンス
がある社会を！
下村博文 /著 PHP 研究所 /発行
2016.5 229p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1961 号】

未在 Ⅲ 句集
関口ふさの /著 あさを社 /発行
2016.3 277p 20cm 2500 円
（ 麻芋叢書 第四十三篇 ）
著者は群馬県俳句作家協会顧問
【受贈、上毛 5/18】
緑蔭 相澤富子句集
相澤富子 /著 一莖書房 /発行
2016.2 223p cm
著者は前橋市在住

清河八郎伝 漢詩にみる幕末維新史
徳田武 /著 勉誠出版 /発行
2016.3 365,10p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1958 号】
ケアに役立つ！ナースのためのカンタン免疫学
江本正志･江本善子 /著
学研メディカル秀潤社 /発行
2016.4 227p 26cm 2800 円
江本正志は群馬大学大学院保健学研究科･医学
部教授
江本善子は群馬大学大学院保健学研究科博士研
究員
【 TRC 新刊案内 1958 号】

【受贈】

県関係者の一般著作

検証･司法制度改革 ２ 裁判員裁判･関連して死
刑存廃論を中心に
萩原金美 /著 中央大学出版部 /発行
2016.3 1 冊 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1958 号】

赤米のたどった道 もうひとつの日本のコメ
福嶋紀子 /著 吉川弘文館 /発行
2016.5 8,228p 20cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1960 号】

現代と社会学
干川剛史 /著 同友館 /発行
2016.3 6,353p 21cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1960 号】

一冊目のロシア語 新版
中澤英彦 /著 東洋書店新社 /発行
2016.4 256p 21cm 2000 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1959 号】

５０代からのお金のトリセツ 知らないと恐ろし
いことになる
大谷清文 /著 徳間書店 /発行
2016.4 191p 19cm 1200 円
（ 徳間ゆうゆう生活シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1961 号】

医療費のしくみ イラスト図解 １０１６－２０
１７年度版
木村憲洋･川越満 /著 日本実業出版社 /発行
2016.4 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 1959 号】

偶有性操縦法(コンティンジェンシーマニュアル)
何が新国立競技場問題を迷走させたのか
磯崎新 /著 青土社 /発行
2016.4 213p 19cm 1800 円
著者の主な作品に、群馬県立近代美術館あり
【 TRC 新刊案内 1957 号】

大人のＦａｓｈｉｏｎ＆Ｍａｎｎｅｒｓ ｓｔｙ
ｌｅ ｂｏｏｋ
岩下宣子 /監修 maegamimami/イラスト
東京書店 /発行
2016.5 157p 21cm 1300 円
maegamimami は伊勢崎生まれ、太田育ち
【 TRC 新刊案内 1962 号】

〔 2016.6 〕

埼玉県地方行財政制度の一考察
吉本富男 /著 さわらび舎 /発行
2016.2 272p 22cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1959 号】
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佐々木正美先生の子育てお悩み相談室 不安、イ
ライラが消えてゆく
佐々木正美 /著 主婦の友社 /発行
2016.4 206p 21cm 1300 円
（ Como 子育て BOOKS ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1957 号】

トレイルランニングスタートＢＯＯＫ ２０１６
トレイルの走りにはノウハウがある！
枻出版社 /発行
2016.4 111p 26cm 1200 円
（ エイムック 3349 ）
鏑木毅(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1958 号】

『修証義』解説 道元禅師に学ぶ人間の道
丸山劫外 /著 仏教企画 /発行
2016.4 193p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1962 号】

福祉事務所運営論 第４版
宇山勝儀･船水浩行 /編著
ミネルヴァ書房 /発行
2016.4 12,224p 21cm 2400 円
宇山氏は元群馬医療福祉大学大学院教授
【 TRC 新刊案内 1959 号】

情報倫理の入り口
村山賢哉 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.3 42p 21cm 600 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 7 ）
著者は共愛学園前橋国際大学国際社会学部准教
授
【受贈、 TRC 新刊案内 1962 号】

分子細胞生物学 第２版
多賀谷光男 /著 朝倉書店 /発行
2016.3 7,176p 26cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1958 号】

数学パズル事典 改訂版
上野富美夫 /編 東京堂出版 /発行
2016.3 4,199p 21cm 1900 円
上野氏は元桐生市立小学校教諭
【 TRC 新刊案内 1957 号】

ベ平連と市民運動の現在(いま) 吉川勇一が遺し
たもの
高草木光一 /編 高橋武智 /述 花伝社 /発行
2016.4 118p 21cm 1000 円
高草木氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1961 号】

自転車ものがたり
高頭祥八 /文･絵 福音館書店 /発行
2016.4 39p 26cm 1300 円
（ たくさんのふしぎ傑作集 ）
高頭氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1958 号】

民主主義を直感するために
國分功一郎 /著 晶文社 /発行
2016.5 273p 19cm 1500 円
（ 犀の教室 Liberal Arts Lab ）
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1962 号】

世界はなぜ争うのか 国家･宗教･民族と倫理をめ
ぐって
福田康夫・ヘルムート･シュミット /ほか著
朝倉書店 /発行
2016.5 20,296p 21cm 1850 円
福田氏は高崎市出身
【毎日 5/11、上毛 5/29、 TRC 新刊案内 1964 号】

名茶室の工夫 茶室建築のアイデアを学ぶ
飯島照仁 /著 淡交社 /発行
2016.4 191p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1957 号】
柳田國男と考古学 なぜ柳田は考古資料を収集し
たのか
設楽博己･工藤雄一郎 /編著 新泉社 /発行
2016.5 158p 21cm 2200 円
設楽氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1962 号】

台湾のなかの日本記憶 戦後の「再会」による新
たなイメージの構築
所澤潤･林初梅 /編 三元社 /発行
2016.3 306p 22cm 3500 円
（ 大阪大学台湾研究プロジェクト叢書 1 ）
所澤氏は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1959 号】
多肉植物エケベリア 原種とハイブリッド1000種
羽兼直行 /著 電波社 /発行
2016.5 383p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1961 号】

ランニングの世界２１ 特集楽しきかなマラニッ
ク
山西哲郎 /責任編集 創文企画 /発行
2016.4 156p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【 TRC 新刊案内 1961 号】

超解マーケティングで面白いほど売上が伸びる本
市川晃久 /著 あさ出版 /発行
2016.5 159p 19cm 1100 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1962 号】

わがまち再生プロジェクト
桑子敏雄 /著 KADOKAWA/発行
2016.3 255p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1958 号】
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〔 2016.6 〕

視聴覚資料

電子資料

尾瀬慕情（CD）
沢田知佳 /歌 [下境和男 /作詞 里見更 /作曲]
[2016.5] 1200 円(税込)
2015 年 12 月に自主制作した初版を新たに編曲
した音源で作成
沢田氏は前橋市在住
【上毛 5/25】

群馬県浅間家畜育成牧場 平成２６年度業務年報
（CD-ROM）
[群馬県浅間家畜育成牧場 /発行]
[ 2015]
【受贈】
群馬県水産試験場研究報告 第２1号（附 平成２
６年度業務報告 ）（CD-ROM）
群馬県水産試験場[/発行]
[ 2015.3]
【受贈】

少年少女合唱団群馬県フェスティバル 第１６回
（DVD）
藤岡ロータリークラブ /主催 少年少女合唱団
群馬県フェスティバル実行委員会 /主管
cinemapro/制作
[ 2015] 2 枚組
【受贈】

健康福祉統計年報 平成２８年刊（CD-ROM）
群馬県健康福祉部健康福祉課[/発行]
[ 2016] 545 円(税込)
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立北小学校 平成２８年３月１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】

水質年報 平成２６年度（CD-ROM）
群馬県企業局水質検査センター[/発行]
[ 2016]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 大泉町立
北小学校 平成２８年３月８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 高崎市立
多胡小学校 平成２８年３月１５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 高崎市立
中室田小学校 平成２８年２月９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 特別編③
「子ども読書のすすめ」 平成２８年３月２２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】

〔 2016.6 〕
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