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相場観音経塚発掘調査報告書
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2016.3 144p 図版 20p 30cm

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 8 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

赤城山南麓の古墳 ～裾野は 長し 赤城山～
前橋市教育委員会事務局文化財保護課[ /発行]
2016.2 16p 30cm
【 受 贈】
朝倉･後閑水田遺跡 前橋赤十字病院用地造成お
よび移転新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
技研コンサル /編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課 /発行
2015.9 56p 写真図版 2,12p 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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

Ｅ２５ 神田･三本木古墳群 六反支群
平成２３～２５年度 藤岡市営宿神田土地改良事
業に伴う宿神田地区遺跡群埋蔵文化財発掘調査報
告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2016.3 240p 図版 15,92p 付図 4p 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。

入沢町史
入沢町史編纂委員会 /編集
入沢町自治会(渋川市)/発行
2016.2 207p 30cm

０ 総記
群馬県立歴史博物館紀要 第３７号
群馬県立歴史博物館 /発行
2016.3 106p 30cm
炎

【受贈】

上杉憲政 戦国末期、悲劇の関東管領
久保田順一 /著 戎光祥出版 /発行
2016.7 240p 19cm 2500 円
（ 中世武士選書 34 ）
著者は群馬県文化財保護審議会専門委員
【上毛 7/12、 TRC 新刊案内 1972 号】

【 受贈 】

群馬芸術文化協会総合誌 No.３８
群馬芸術文化協会事務局 /発行
2016.3 46p 26cm 1500 円(頒価)
【受贈】

太田市内遺跡 １１―平成２６年度調査―
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2016.3 60p 30cm
【 受 贈】
尾瀬の保護と復元 第３２号
福島県特殊植物等保全事業調査報告書
福島県尾瀬保護調査会 /編集
福島県生活環境部自然保護課 /発行
2016.3 77p 30cm

1 哲学･宗教
祈り
鎌原観音堂奉仕会 /発行
2013.7 34p 21cm

【受贈】

２０１６
【受贈】

柏木義円と親鸞 近代のキリスト教をめぐる相克
市川浩史 /著 ぺりかん社 /発行
2016.6 206p 20cm 2600 円
著者は群馬県立女子大学文学部教授
【 TRC 新刊案内 1969 号】

【 受贈 】

群馬東毛地区のキリシタン史跡案内
群馬東毛地区キリシタン史跡案内編集委員会 /
編集
群馬東毛地区キリシタン足跡探しの会 /発行
2016.2 36p 30cm
【 受贈 】
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〔 2016.8 〕

家族でおでかけ夏休み 関東･首都圏発 2016
昭文社 /発行
2016.7 199p 30cm 550 円
（ まっぷるマガジン ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】

知っていますか？日本数学者ゆかりの地 日本数
学の源流を訪ねて
西條敏美 /著 恒星社厚生閣 /発行
2016.6 11,222p 19cm 3000 円
関孝和に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】

上並榎下松遺跡４ 店舗建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集･発行
2016.5 17p 図版 3p 30cm
【受贈】

市内遺跡 ２２
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2016.3 17p 30cm

人物でたどる日本の図書館の歴史 佐野友三郎･
浜畑栄造･田所糧助･韮塚一三郎･森博
小川徹･奥泉和久 /著 青弓社 /発行
2016.6 660p 22cm 8000 円
佐野氏は前橋藩士の子として生まれる
【 TRC 新刊案内 1970 号】

川曲地蔵前遺跡Ｎｏ.３ 店舗建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
山下工業 /編集 前橋市教育委員会 /発行
2015.5
32p 図版 4,15p
【受贈】
企画展 第６１回
考古学から見た群馬の戦国時代
岩宿博物館 /編集
2016.1 43p 30cm

展示図録

推定 上野国府 ～平成２５年度調査報告～ 上
野国府等範囲内容確認調査報告書 Ⅲ
前橋市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2015.3 4,82p 写真図版 4,10p 30cm 【受贈】

【 受贈 】

ＫＩＲＹＵ [桐生市観光総合ガイドブック 改
訂版]
アズ /デザイン･制作
桐生市･桐生観光協会 /発行
2016.6 34p 30cm
【受贈、桐生タイムス 7/7、上毛 7/9】

須賀庄兵衛家由緒 第一部烏川に棹さして
須賀健一 /著
1997.5 254p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈】
須賀庄兵衛家由緒 第二部烏川の水涸れて
須賀健一 /著
2002.5 449p 21cm
著者は高崎市在住
【受贈】

群馬県内公共開発に伴う平成２６年度県内遺跡発
掘調査報告書
群馬県教育委員会事務局文化財保護課 /編集･発
行
2016.3 70p 30cm
【受贈】

須賀庄兵衛家由緒 第三部烏川の畔に立って
須賀健一 /著
2006.1 449p 21cm
著者は高崎市在住
【受贈】

ぐんまの「道の駅」ガイドマップ 平成２８年４
月改訂
群馬県県土整備部道路整備課 /発行
[ 2016.4] 折りたたみ 60 × 93cm 【受贈】

須賀庄兵衛家由緒 第四部烏川への回想 一二七
人からのメッセージ
須賀健一 /著
2011.5 298p 27cm
著者は高崎市在住
【受贈】

サクッと散策 真田絵図(マップ)
利根商業高校パソコン部 /作成
[2016.7] [折りたたみ]
「小松姫コロッケ」を利根商業高校パソコン部
と協力し開発した沼田市内の精肉店 3 店を描き
こんだ地図
【週刊利根 7/10】

設立２０周年のあゆみ
尾瀬保護財団 /編集･発行
2016.3 162p 30cm

Ｃ５７ａ 小野地区水田址遺跡道下Ｂ地点 Ｃ５
７ｂ 谷地Ｃ遺跡Ｂ地点 公立藤岡総合病院入院
棟及び管理施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
毛野考古学研究所 /編集
藤岡市教育委員会 /発行
2016.3 100p 図版 25p 30cm
【受贈】

〔 2016.8 〕

【 受 贈】

【受贈】

戦国大名武田氏の家臣団 信玄･勝頼を支えた家
臣たち
丸島和洋 /著 教育評論社 /発行
2016.6 383p 19cm 1800 円
真田幸綱･信綱･昌幸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1969 号】
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戦後七十年の証言「生の声」 戦時下に生きた青
少年の体験記（第三集）
鈴木越夫 /編著
2016.7 572p 21cm 2300 円(税込)
編著者は元かみつけの里博物館長
【受贈、上毛 7/18】

みどり市 るるぶ特別編集
JTB パブリッシング /企画･編集･制作
群馬県みどり市産業観光部観光課 /発行
[ 2016.1] 11p 26cm
【 受贈】
元総社蒼海遺跡群（ ５６ ）
（ ６１ ）
（ ７２ ）
（ ７３ ）
前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2014.3 55p 写真図版 2,11p 30cm 【受贈】

総社町向畑遺跡Ｎｏ.１ 宅地造成工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所 /編集
前橋市教育委員会 /発行
2015.7 18p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（８５）･（８８）～（９０）･
（９６）～（９８） 前橋都市計画事業元総社蒼
海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2015.3 4,61p 写真図版 4,17p 30cm【受贈】

東国文化副読本～古代ぐんまを探検しよう～
松島榮治 /監修 群馬県文化振興課 /企画･編集
群馬県 群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
委員会 /発行
2016.4 68p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（ ９１ ） 元総社蒼海遺跡群（ ９
５） 元総社蒼海遺跡群（１０２） 前橋都市計
画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
前橋市教育委員会 /編集･発行
2015.3 4,68p 写真図版 2,12p 30cm【受贈】

東北･上信越･日本アルプス 沢登り銘渓６２選
豊野則夫 /編著 山と溪谷社 /発行
2016.7 295p 21cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1971 号】
トレイルラン ２０１６ＳＵＭＭＥＲ 特集メジ
ャーレース１０完全攻略ガイド
山と溪谷社 /発行
2016.8 138p 30cm 1200 円
（ マウンテンスポーツマガジン VOL.5 ）
鏑木毅(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1971 号】

読めばわかる！日本地理
竹林和彦 /監修 朝日小学生新聞 /編著
朝日学生新聞社 /発行
2016.6 191p 21cm 850 円
群馬県に関する記述あり
（ 朝日小学生新聞のドクガク ! 学習読みもの
シリーズ ）
【 TRC 新刊案内 1968 号】

夏あそび本 首都圏版 ２０１６
昭文社 /発行
2016.7 199p 28cm 600 円
高崎、水上に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1969 号】

私の失敗 激情篇 アスリート･指導者２１人の
魂の叫び
サンケイスポーツ運動部 /編著
ベースボール･マガジン社
2016.6 279p 19cm 1500 円
渡辺久信(群馬県出身)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1970 号】

日本百名山登山地図帳 上 大雪山･早池峰山･白
馬岳･剱岳･立山
JTB パブリッシング /発行
2016.8 127p 26cm 1800 円
燧ヶ岳 、至仏山 、谷川岳 、日光白根山 、皇海山 、
武尊山、赤城山、草津白根山、四阿山、浅間山
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 1971 号】
Ｂ４２ 下戸塚東田遺跡 Ｂ地点 平成２６年度
(農山)県営農地整備事業(経営体育成型)下戸塚地
区遺跡群埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2016.3 23p 図版 7p 30cm
【受贈】

3 社会科学
いきいき子育てガイドブック
桐生市保健福祉部子育て支援課 /編集･発行
2016.6 41p 30cm【受贈、桐生タイムス 7/6】

平井地区１号古墳―平成２７年度範囲確認調査報
告書―
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2016.2 6p 図版 8p 30cm
【受贈】

おもしろ科学教室 第２６集
群馬県生涯学習センター /編集･発行
2016.3 38p 30cm
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【 受 贈】

〔 2016.8 〕

「がまんする力」を育てる保育
今井寿美枝 /編著 大月書店 /発行
2016.7 206p 21cm 1600 円
（ 河添理論の保育実践 パート 3 ）
児童発達支援事業施設「ゆうゆう」(前橋市)で
の事例あり
今井氏は「チャイルドハウスゆうゆう」(前橋
市)施設長【上毛 7/26、 TRC 新刊案内 1973 号】
教育行政の主要施策 平成２８年度
群馬県教育委員会[/発行]
2016.3 88p 30cm

【受贈】

群馬県パラオ会特集号
群馬県パラオ会[/発行]
[ 2016.5] 40p 30cm

【 受贈】

ケアサポートガイド 両毛版
桐生タイムス /発行
[ 2015] 16p 41cm

２０１５

ケアサポートガイド 両毛版
桐生タイムス /発行
[ 2016] 20p 41cm

２０１６

【受贈】

【受贈】

教育実践の昭和
横須賀薫 /著 春風社 /発行
2016.6 222p 19cm 2000 円
『斎藤喜博における「教授学 」』収録
【 TRC 新刊案内 1969 号】

高体連 第６６号（平成２７年度）
群馬県高等学校体育連盟 /編集･発行
2016.5 223p 30cm

教育事務所要覧 平成２８年度
群馬県教育委員会事務局吾妻教育事務所[/発
行]
[ 2016.4] 5p 30cm
【受贈】
教育要覧 平成２８年度
中部教育事務所[/発行]
[ 2016] 7p 30cm

【受贈】

群馬 創刊號
神戸群馬縣人會 /発行
1935.8 10p 28cm

【 受贈 】

【受贈】

【 受 贈】

こまちウエディング 群馬版 ２０１６秋号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
2016.7 300 円
【ぐんま経済 7/21】
産業研究（高崎経済大学産業研究所紀要）
第５１巻第１･２号 通巻８４号
高崎経済大学地域科学研究所 /発行
2016.3 108p 26cm
【 受 贈】
児童･生徒保健活動の実践記録 第４２号 平成
２７年度
渋川北群馬地区学校保健会[/発行]
[ 2016] 1 冊 30cm
【受贈】

群馬県各市町村福祉制度一覧 平成２７年度
群馬県難病団体連絡協議会 /編集
2016.3 88p 30cm
【 受贈 】

「好き！」から始める未来の職業探しハンドブッ
ク２０１６
エフエム群馬･中広 /作成
[2016.7] 37p A5 判
【上毛 7/20】

群馬県議会会議録 平成２８年第１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
2016.5 388p 30cm
【 受贈 】

税金ってなぁ～に 税に関する資料 平成２８年
度版（小学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行］
[2016] 10p 30cm
【受贈】

群馬県子どもの貧困対策推進計画
群馬県こども未来部子育て･青少年課[/発行]
[ 2016.3] 91p 30cm
【 受贈】

第３７回ＮＬＡナキワラ！２０１４ この思い、
伝えたい
ニューライフ･アドベンチャー運動実行委員会 /
編集･発行
2015.4 4,174p 21cm 953 円
森田菜由紀(群馬県･高校 3 年生)の主張収録
【受贈】

群馬県税務総覧（平成１７年度～平成２６年度）
群馬県総務局税務課 /発行
2016.3 228p 31cm
【受贈】
群馬県男女共同参画基本計画（第４次）
群馬県生活文化スポーツ部人権男女･多文化共
生課[/発行]
2016.3 80p 30cm
【受贈】

第３８回ＮＬＡナキワラ！２０１５ この思い、
伝えたい
ニューライフ･アドベンチャー運動実行委員会 /
編集･発行
2016.3 4,166p 21cm 953 円
浜名えみか(群馬県･高校 3 年生)の主張収録
【受贈】

群馬県男女共同参画基本計画（第４次） 概要版
群馬県生活文化スポーツ部人権男女･多文化共
生課[/発行]
[ 2016] [ 4p] 30cm
【受贈】

〔 2016.8 〕

群馬県の治安情勢 平成２８年版
群馬県警察本部[/発行]
[2016] 12p 30cm
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地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査―平成２６会計
年度―
群馬県教育委員会事務局総務課 /編集･発行
2016.3 59p 30cm
【受贈】
定例県議会議案 平成２８年第２回
群馬県[/発行]
[ 2016] 156p 30cm

要覧 平成２８年度
群馬県立北毛青少年自然の家[/発行]
[ 2016.4] 14p 30cm
【 受贈】
ライフ＆タックス 税に関する資料 平成２８年
度版（中学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行]
[2016] 10p 30cm
【受贈】

【受贈】

定非営利活動法人設立手続の手引 第１１版
群馬県県民生活課 /発行
2016.4 113p 30cm 554 円(税込)
【受贈】
出前なんでも講座 平成２８年度
群馬県総務部広報課[/発行]
[ 2016.5] 38p 30cm

4 自然科学
【受贈】

中之条町まちづくりビジョン 中之条町総合計画
第６次構想
中之条町企画政策課[/発行]
[ 2016.2] 70p 30cm
【 受贈】

浅間山 ―地形･地質と生成史、噴火と災害など
―
村井勇 /著
2013.9 132,22p 30cm
著者は浅間火山博物館館長
【受贈】

中之条町まちづくりビジョン 中之条町総合計画
第６次構想 ダイジェスト版
中之条町企画政策課[/発行]
[ 2016.2] 14p 30cm
【 受贈】

浅間山 ―天仁･天明の大噴火―
村井勇 /著
2013.9 44,12p 30cm
著者は浅間火山博物館館長

保健の歩み ６３
渋川北群馬地区学校保健会[/発行]
[2016] 99p 30cm

【受贈】

補正予算説明書 平成２８年度
会
群馬県[/発行]
[ 2016] 256p 30cm

荒ぶる自然 日本列島天変地異録
高田宏 /著 苦楽堂 /発行
2016.6 303,7p 19cm 1800 円
浅間山噴火に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】

【受贈】

第２回定例県議

かみつけ №９ 毛野･秩父虫の会
毛野･秩父虫の会 /発行
2016.3 66p 26cm

まちづくり便り 「地と知から(価)値」を創出す
る 地域密着型大学を目指して
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]
[ 2016] 15p 30cm
【受贈】
明和学園短期大学紀要 第２５集
明和学園短期大学 /編集･発行
2016.3 142,24p 26cm
ｍｏのｊｏ ものづくりじょし
でがんばる女の子の紹介冊子
群馬県 /企画･制作
[出版年不明] 1 冊 21cm

【受贈】

会報
【受贈】

群馬県食育推進計画（第３次）―ぐんま食育ここ
ろプラン―
群馬県健康福祉部保健予防課 /発行
2016.3 83p 30cm
【受贈】
ぐんまの安心がんサポートブック～がんを心配さ
れているあなたへ～（第５版）
群馬県健康福祉部保健予防課がん対策推進室 /
編集 群馬県 /発行
2016.3 82p 21cm
【 受 贈】

【受贈】
“ものづくり”
【受贈】

要覧 平成２８年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所[/発
行]
[2016] 7p 30cm
【受贈】
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〔 2016.8 〕

日本絹紡糸事業概観 [復刻]
温井眞一(藤岡市)/編集･発行
2016.3 187p 26cm
底本：日本絹紡協会 昭和 55 年刊
官営新町紡績所、伊勢崎における絹紡糸に関す
る記述あり
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
桐生市景観計画
桐生市都市整備部都市計画課[/発行]
2016.4 93p 30cm
【 受贈 】

ランチパスポート前橋･高崎･藤岡 Ｖｏｌ.１０
クルール･プロジェ /発売
2016.7 116p 994 円
【上毛 7/9】

群馬県環境基本計画 ２０１６－２０１９
群馬県環境森林部環境政策課 /編集･発行
2016.3 151p 30cm
【受贈】

ロープウエイ探訪 昭和の希望を運んだ夢の乗り
物！
松本晋一 /著 グラフィック社 /発行
2016.7 159p 21cm 1700 円
谷川岳ロープウェイ、榛名山ロープウェイ、伊
香保ロープウェイに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1971 号】

群馬県再生可能エネルギー推進計画
群馬県環境森林部環境エネルギー課 /編集･発行
2016.3 29p 30cm
【 受贈 】
群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２７年度
群馬県繊維工業試験場 /編集･発行
2016.5 55p 30cm
【受贈】
ぐんまの住まいづくり ＶＯＬ.１１
初夏号
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
2016.5 130p 30cm 454 円

２０１６

【受贈】

6 産業

工場見学社会科見学 首都圏 ２０１６
昭文社 /発行
2016.7 127p 23cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
こんにゃくパーク(甘楽町)、ガトーフェスタハ
ラダ(高崎市)、 AGF 関東(太田市)、富士重工
業(太田市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1969 号】
下仁田ぐるめぐり
下仁田町 /発行
[2016.7] 32p A6 判

異形のステーション 不思議なカタチの駅への誘
い
杉崎行恭 /著 交通新聞社 /発行
2016.7 159p 21cm 1500 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 012 ）
阿左美駅(東武鉄道桐生線)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1970 号】
ぐんまグリーン･ツーリズム施設ガイド
群馬県農政部農村整備課[/発行]
2016.3 19p 30 × 11cm
【受贈】

【上毛 7/2】

上州刀工銘鑑（改訂版）
矢野恒夫･岡田雅彦 /編
[2016.7] 40p 26cm
岡田氏と矢野氏は高崎市在住
【受贈、上毛 7/13】

群馬県花き振興計画（第６次）
目標年度 平成３１年度
群馬県農政部蚕糸園芸課 /発行
2016.3 34p 30cm

群馬県農業農村振興計画 ２０１６ ▶ ２０１９
元気で魅力あふれる農業･農村の実現
群馬県農政部農政課 /発行
2016.3 95p 30cm
【 受 贈】

スバルレヴォーグ Ｎｏ.２
三栄書房 /発行
2016.8 159p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）
【 TRC 新刊案内 1971 号】

ぐんま発見！絹遺産 ぐんま絹遺産ガイドブック
群馬県企画部世界遺産課･群馬歴史文化遺産発
掘･活用･発信実行委員会[/発行]
[ 2015.3] 23p 30cm
【 受贈】

鉄幹と文壇照魔鏡事件 山川登美子及び「明星」
異史
木村勲 /著 国書刊行会 /発行
2016.6 326p 20cm 2200 円
「足尾鉱毒問題と照魔鏡 」、「鉱毒ルポと魔詩
人」収録
【 TRC 新刊案内 1969 号】

〔 2016.8 〕

【 受 贈】

交通事故相談の概要 平成２７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
2016.4 7p 30cm
【 受贈】
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高度成長期日本の国立公園 自然保護と開発の激
突を中心に
村串仁三郎 /著 時潮社 /発行
2016.5 429p 22cm 3500 円
尾瀬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
赤城彩象 榎本正好写真集
榎本正好 /著 MOON PRESS/発行
2016.6 47p 20 × 23cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1968 号】

第三セクター鉄道の世界 経営危機を乗り越えた
ローカル線の仕組み
谷川一巳 /監修 宝島社 /発行
2016.7 319p 19cm 1300 円
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1971 号】

アラビアンナイト眠れぬ夜のぬり絵ブック
谷村友 /著 マール社 /発行
[2016.5] 48p A4 変型版 1200 円
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 7/5】
小栗康平コレクション 第４巻「眠る男」
駒草出版 /発行
[2016.7] 66p 四六上製クロス装 3700 円
付属資料：「 眠る男」(DVD) 103 分
「眠る男」は群馬県人口 200 万人到達記念映画
小栗氏は前橋市出身
【上毛 7/4】

テツ道のすゝめ 乗る、撮る、気ままに途中下車
野田隆 /著 中日新聞社 /発行
2016.6 207p 19cm 1300 円
わたらせ渓谷鉄道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】
富岡製糸場総合研究センター報告書
度
富岡市 /編集･発行
2016.3 126p 30cm

平成２７年

甲子園４９地区の熱戦！ 地区別の傾向と勢力
図、データを徹底紹介
宝島社 /発行
2016.7 127p 26cm 1000 円
（ 別冊宝島 2474 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1968 号】

【受贈】

日航機御巣鷹山墜落事故３０年目の記憶 群馬の
保健師たちの証言
群馬県在宅保健師「さちの会」[/発行]
[ 2016.5] 42p 30cm
【受贈、上毛 7/20】

心舞う聖なる地の山
群馬女子ガンゴトリ登山隊 /編集･発行
1981.7 107p 26cm
【受贈】

にっぽん！馬三昧 戦後、全ての都道府県に競馬
場があった
鈴木慈雄 /著 文芸社 /発行
2016.7 191p 19cm 1200 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1970 号】
日本絹の里紀要 ２０１５ 第１８号
群馬県立日本絹の里 /編集･発行
2016.3 96p 30cm

写真関係
石内都 /著 筑摩書房 /発行
2016.6 157p 22cm 2800 円
著者は群馬県生まれ
【週刊読書人 7/1、 TRC 新刊案内 1968 号】
少年少女合唱団群馬県フェスティバル 第１６回
プログラム
少年少女合唱団群馬県フェスティバル実行委員
会[/発行]
[ 2015.12] 7p 30cm
【 受贈】

【受贈】

パパの柿の木
谷口真知子 /作 亭島和洋 /絵 星湖舎 /発行
2016.7 1 冊 31cm 1600 円
日航ジャンボ機墜落事故で夫を亡くし、その経
験から「命の大切さ」をテーマに作成した絵本
【受贈、上毛･読売 7/13、 TRC 新刊案内 1973 号】
副蚕糸取引の変遷 [復刻]
温井眞一(藤岡市)/編集･発行
2016.3 93p 21cm
底本：日本絹紡協会 昭和 43 年刊
群馬県に関する記述あり

【受贈】

緑化だより 平成２８年度号
群馬県緑化センター /編集･発行
2016.3 3p 30cm

【 受贈】

のぎく（創立４０周年記念事業）記念誌
碓氷ハイキングクラブ[/発行]
[ 2016.7] 129p
【上毛 7/26】
布袋寅泰/スーパー･ベスト２００１－２０１６
ドレミ楽譜出版社 /発行
2016.6 288p 26cm 2800 円
（ バンドスコア ）
布袋氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1969 号】
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〔 2016.8 〕

企画展 第９１回
文学館で浮世絵展
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2016.1 32p 30cm
【受贈】

8 語学
六合のことばで学ぶ 六合のこと 住(すまう)文
化のこと
中之条町六合＋群馬県立女子大学国文学科やまさ
と応援隊２０１５
群馬県中之条町×群馬県立女子大学文学部国文
学科×群馬県農政部農村整備課[/発行]
2016.2 1 冊 31cm
付属資料：「 六合のことばで学ぶ 六合のこと
すまう文化のこと 方言をエッセイ
にして …」 6p 30cm
【 受贈 】

紀要 風 第１９号
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2016.3 41p 30cm
【受贈】
群馬県立女子大学 国文学研究 第三十六号
群馬県立女子大学国語国文学会 /編集･発行
2016.3 69,13p 21cm
【受贈】
第三の時効 上
横山秀夫 /著 埼玉福祉会 /発行
2016.6 340p 21cm 3100 円
（ 大活字本シリーズ ）
著者は群馬県在住 【 TRC 新刊案内 1970 号】

方言はがき 群馬県吾妻郡中之条町六合 群馬県
立女子大学文学部国文学科×群馬県農政部農村整
備課 やまさと応援隊２０１５
群馬県立女子大学文学部国文学科×群馬県農政
部農村整備課[/発行]
[2015] 4 枚 15 × 11cm
付属資料：[解説] 二つ折り 15 × 22cm
【受贈】

第三の時効 下
横山秀夫 /著 埼玉福祉会 /発行
2016.6 337p 21cm 3100 円
（ 大活字本シリーズ ）
著者は群馬県在住 【 TRC 新刊案内 1970 号】
旅は心のかけ橋 群馬･東京･台湾･独逸･米国の温
もり
堀田京子 /著 コールサック社 /発行
2016.6 223p 19cm 1500 円
（ 詩人のエッセイ 13 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1971 号】

9 文学
卯の花 松本満江歌集
松本満江 /著 行路文芸社 /発行
2016.6 195p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 55 篇 ）
著者は桐生市在住

飛火 第五十号
飛火の会 /編集･発行
2016.6 128p 21cm 1000 円
「詩五篇」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】

【受贈】

円朝全集 別巻２
三遊亭円朝 /著 佐藤至子 /ほか校注
岩波書店 /発行
2016.6 6,924p 22cm 13000 円
「 塩原多助旅日記 」、
「 沼田の道の記･塩原多助 」、
「上州沼田下新田日記」収録
【 TRC 新刊案内 1971 号】

俳諧師登舟―柳下亭登舟と閑鴎亭登舟 私家版
竹内千代子 /編･著 武田由美子 /著･発行
2016.1 94p 21cm
武田氏は高崎市在住
【受贈】
花筐(はながたみ) 詩集
堤美代 /著 書肆山住 /発行
2016.5 99p 22cm 2400 円
（ 詩的現代叢書 16 ）
著者は高崎市生まれ

企画展 第８８回
歌の古代を探る―万葉集･土屋文明･東国文化―
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2015.4 24p 30cm
【受贈】

林柳波調査研究会２０周年記念誌 作詞家「林柳
波」を２０年間研究した記録
林柳波調査研究会 /編集
沼田市教育委員会 /発行
2016.3 121p 30cm
【受贈、上毛 7/1】

企画展 第９０回 村上鬼城 生誕１５０年記念
『ホトトギス』と村上鬼城の世界
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2015.10 32p 30cm
【受贈】

〔 2016.8 〕

【受贈】
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ひみつのわくわく七ふしぎ
如月かずさ /作 はたこうしろう /絵
小峰書店 /発行
2016.6 143p 21cm 1300 円
（ なのだのノダちゃん 2 ）
如月氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1969 号】

異文化理解とパフォーマンス
松田幸子･笹山敬輔 /編著 春風社 /発行
2016.7 502p 21cm 4500 円
松田氏は高崎健康福祉大学講師
【 TRC 新刊案内 1970 号】
「健康食品」ウソ･ホント 「効能･効果」の科学
的根拠を検証する
高橋久仁子 /著 講談社 /発行
2016.6 254p 18cm 900 円
（ ブルーバックス B-1972 ）
著者は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1969 号】

ボードレール明治･大正期翻訳作品集成 復刻
ボードレール /著 川戸道昭 /編集 大空社 /発行
2016.6 14,401p 27cm 20000 円
山村暮鳥と大手拓次の翻訳作品収録
【 TRC 新刊案内 1970 号】
明治深刻悲惨小説集
講談社文芸文庫 /編 齋藤秀昭 /選 講談社 /発行
2016.6 386p 16cm 1800 円
「断流」田山花袋 /著収録
【 TRC 新刊案内 1968 号】

三途の川を走って渡ろう 中高年のためのランニ
ング指南
山西哲郎 /著 柏艪舎 /発行
2016.7 249p 19cm 1500 円
（ ネプチューン<ノンフィクション>シリーズ ）
著者は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1971 号】

裸族･溶岩･山歩き ２人の海外ツアー体験記
阿久津和夫 /著 西毛出版 /発行
2016.6 196p 21cm 1200 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 7/20】

情報を捨てる勇気と表現力 情報洪水時代の表現
力向上講座
木部克彦 /著 言視舎 /発行
2016.6 214p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 7/10、 TRC 新刊案内 1970 号】

ルルとララのようこそタルト
あんびるやすこ /作･絵 岩崎書店 /発行
2016.6 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 53 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1970 号】

新地方財政調整制度論 改訂版
石原信雄 /著 ぎょうせい /発行
2016.6 12,489p 22cm 7000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1970 号】
スマホで波乗り株投資法 分析不要 １日３分の
トレード ７年連続プラスの驚異のメソッド
下山敬三 /著 合同フォレスト /発行
2016.6 198p 19cm 1400 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1969 号】

県関係者の一般著作
アイリッシュ･アメリカンの文化を読む
結城英雄･夏目康子 /編 水声社 /発行
2016.7 236p 22cm 3000 円
結城氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1969 号】

チャレンジミッケ！のひみつ おとなもこどもも
いっしょにあそべるかくれんぼ絵本
ウォルター･ウィック /作 糸井重里 /訳
小学館 /発行
2016.7 28p 26 × 26cm 1500 円
糸井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1971 号】

意匠の天才小村雪岱
原田治･平田雅樹 /ほか著 新潮社 /発行
2016.6 143p 22cm 1600 円
（ とんぼの本 ）
平田氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1970 号】

中学受験第一志望に合格したいなら「社会」の後
回しは危険です 合否を分ける“あと数点”は社
会で稼ぐ！
野村恵祐 /著 ダイヤモンド･ビッグ社 /発行
2016.7 188p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1970 号】

一番やさしい地方交付税の本
稲沢克祐 /著 学陽書房 /発行
2016.6 239p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1968 号】
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中嶋常幸ドライバー２５０ｙの深層 ６０歳でも
飛距離は伸ばせる！
中嶋常幸 /著 パーゴルフ /発行
2016.7 111p 26cm 630 円
（ プレジデントムック ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1970 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 中之条町
立六合中学校 平成２８年６月２１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
荒牧小学校 平成２８年６月７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】

日本２百名山ひと筆書き
田中陽希 /著 NHK 出版 /発行
2016.6 285p 19cm 1700 円
（ グレートトラバース 2 ）
著者はみなかみ町在住
【 TRC 新刊案内 1969 号】

電子資料
視聴覚資料
群馬県嬬恋村鎌原区「 浅間押し２３３回忌供養祭 」
（DVD)
鎌原観音堂奉仕会[/発行]
[ 2015.8]
【受贈】
織都１３００年 産業観光のまち 桐生（DVD）
桐生市･群馬テレビ /制作 山田彩乃 /特別出演
大場真人 /音声解説
[2016] 25 分
山田氏は桐生市出身
総合版 25 分と短縮版 10 分の 2 種類あり
DVD 版と BD 版の 2 種類あり
音声と字幕は日本語、英語、中国語(繁体字)、
韓国語の四カ国語を選べる
【 受贈 、上毛 7/20、桐生タイムス 7/21、東京 7/26】
第５１回群馬県高等学校総合体育大会総合開会式
平成２８年５月２４日放送（DVD）
[群馬テレビ /制作]
[2016]
【受贈】
第３６回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェステ
ィヴァル（CD）
カメラータ･トウキョウ /発売
2016 79 分
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
長野郷中学校 平成２８年６月１４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】
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