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安中市指定文化財簗瀬二子塚古墳整備事業報告書
安中市教育委員会 /発行
2016.3 128p 30cm
【受贈】

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１６年１１月分
No.３６０

井伊直虎のことがマンガで３時間でわかる本 へ
ぇ～そうなのか！
津田太愚 /著 つだゆみ /マンガ
明日香出版社 /発行
2016.10 189p 21cm 1400 円
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1984 号】

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 12 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

おはらき 館林市史研究 第４号
館林市役所市史編さんセンター /編集
館林市 /発行
2012.3 80p 21cm
【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。

思い立ったら、ひとり旅―。
三栄書房 /発行
2016.11 126p 29cm 778 円
（ サンエイムック ）
みなかみに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1985 号】

・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。

０ 総記
岩宿博物館 平成２７年度年報
岩宿博物館 /編集･発行
2015.7 42p 30cm

【受贈】

【受贈】

桐生史苑 第五十四号
桐生文化史談会 /発行
2015.3 112p 21cm

【 受 贈】

上野国 小幡氏関係遺文
松井勝 /編集･発行
2016.9 12,84p 30cm

【受贈】

個室露天＆貸し切り風呂の宿 ２０１７年版 癒
しの温泉をひとり占めする贅沢
スターツ出版 /発行
2016.11 138p 29cm 840 円
（ スターツムック ）
草津に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1984 号】

1 哲学･宗教

大戦国史 最強の武将は誰か？
文藝春秋 /編 文藝春秋 /発行
2016.10 284p 16cm 730 円
（ 文春文庫 編 6-17 ）
真田一族に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1984 号】

2 歴史･伝記･地理
ある豊饒の兄弟 Ⅱ
堀越和雄 /著･発行
2016.1 77p 21cm
著者は前橋市在住

岸大洞年譜
岸卓志 /編集･発行
2014.4 31p 26cm
岸大洞氏は旧利根郡白沢村生まれ

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２８回
前方後円墳が消えるとき 再考、観音塚古墳の史
的意義
高崎市観音塚考古資料館 /編集･発行
2016.10 39p 30cm
【 受 贈】

【受贈】
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〔 2016.12 〕

「高崎藩日記」釈文集 第四輯
「高崎古文書の会」 /編集･発行
2016.10 55p 21cm

【受贈】

高崎藩墓誌録 県内編
中村茂 /編集･発行
2016.9 574p 21cm
中村氏は藤岡市在住

【受贈】

たつなみ 第四十一号
小栗上野介顕彰会(高崎市)/編集
2016.8 115p 21cm

【 受贈 】

ちゃれんじ 県庁職員は面白い
中山勝文 /著
2007.3 248p 21cm
著者は群馬県立図書館長

豊岡後原遺跡３―太陽光発電施設侵入道路建設工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査―
国際文化財株式会社群馬作業所 /編集･発行
2016.9 26p 写真図版 5p 30cm
【受贈】
トランヴェール ２０１６－１１月号
ジェイアール東日本企画トランヴェール編集部
/企画･編集･発売 東日本旅客鉄道 /発行
2016.11 52p 29cm
特集「真田信之 逆境から勝ち組へ」収録
【受贈】
日本史兄弟対決
後藤寿一 /著 柏書房 /発行
2016.11 278p 19cm 1800 円
「真田信幸 VS.真田信繫(幸村)」に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1985 号】

【受贈】

追憶
小野里竹雄(観山)/著 根岸典子 /編集
上毛新聞社事業局出版部 /製作
2016.9 137p 22cm
著者は前橋市在住
【受贈】

はるかな尾瀬 ｖｏｌ.３１
尾瀬保護財団 /発行
2016.10 12p 30cm

【受贈】

武士の生き方―館林藩士のつとめとくらし―
館林市教育委員会文化振興課 /発行
2016.10 11p 30cm
【受贈】

天神前 Ⅱ 遺跡―建売分譲住宅地造成に伴う埋蔵文
化財調査報告書―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.10 30p 写真図版 2,6p 30cm
【 受贈 】

坊新田町のあゆみ
坊新田町のあゆみ編集委員会 /編集･発行
2016.10 88,203p 30cm 2000 円
【受贈、上毛 11/11、週刊利根 11/13】

東国の雄 総社古墳群
前橋市教育委員会事務局文化財保護課[ /発行]
2016.2 15p 30cm
【 受贈 】
東国の古代地域史
関口功一 /著 岩田書院 /発行
2016.10 312p 22cm 6400 円
上野国に関する記述あり
著者は群馬県立前橋工業高等学校教諭
【受贈、 TRC 新刊案内 1988 号】

3 社会科学

特別展 平成２７年度 玉村町の江戸時代･建造
物のお宝紹介
玉村町歴史資料館 /編集･発行
2015.10 7p 30cm
【 受贈 】

愛盲の光と情熱 群馬県立盲学校創立１１０周年
記念回顧録
香取俊光 /著
社会福祉法人桜雲会点字出版部 /発行
2016.9 320p 30cm 4600 円
著者は群馬県立盲学校教諭
【受贈】

特別展 平成２８年度 和泉屋井田家の古文書か
ら 日光例幣使道玉村宿に住まう
玉村町歴史資料館 /編集･発行
2016.10 14p 30cm
【受贈】

いじめを防ぐために私たちが思うこと
高崎市教育委員会[/発行]
[2016.10] 65p 30cm
【上毛 11/1、受贈】

利根沼田と新田氏族 副題
後
岸大洞 /著 岸卓志 /発行
2016.9 34p 26cm
著者は沼田市生まれ

〔 2016.12 〕

伊勢崎市の獅子舞巡り
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.11 34p 21cm

左近衛少将義宗の最

【受贈】
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【 受 贈】

気分はギャハハ
関根春生 /著 文芸社 /発行
2016.11 90p 15cm 500 円
著者は玉村町在住

群馬県の人口と世帯【 人口等基本集計結果(確報)】
平成２７年国勢調査
群馬県企画部統計課[/発行]
2016.10 15p 30cm
【受贈】

【受贈】

教育委員会の点検･評価（平成２７年度対象）
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2016.9] 107p 30cm
【 受贈】

群馬県立盲学校創立１１０年記念誌
群馬県立盲学校[/発行]
2015.10 46p 30cm

【受贈】

教育行政要覧 平成２８年度
みなかみ町教育委員会[/発行]
[2016] 75p 30cm

【受贈】

群馬大学工業会報 通巻１５５号
群馬大学工業会 /発行
2016.9 62,10p 30cm

【受贈】

【受贈】

ぐんまの介護保険 平成２８年度版
群馬県[/発行]
[2016] 30p 30cm

【受贈】

行政報告 平成２７年度
群馬県[/発行]
[ 2016.10] 351p 30cm
群馬県企業局 [総合パンフレット]
群馬県企業局 /作成
[2016.6] 折りたたみ 60 × 84cm

【受贈】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県[/発行]
[ 2016] 417p 30cm

【受贈】

県警警部補の犯罪社会学 悪いヤツらの事件白書
深沢敬次郎 /著 元就出版社 /発行
2016.10 238p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1984 号】

平成２７年度

群馬県公営企業会計決算審査意見書
度
群馬県監査委員[/発行]
[ 2016.8] 84p 30cm

健康福祉研究 第１３巻第１号（２０１６）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
2016.10 40p 26cm
【受贈】

平成２７年
【受贈】

群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員[/発行]
[2014.9] 51p 30cm

平成２５年度

群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員[/発行]
[2016.9] 53p 30cm

平成２７年度

こまちウエディング 群馬県版 ２０１６冬号
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2016.10 176p 30cm 278 円
【受贈】

【受贈】

群馬県歳入歳出決算書 平成２７年度
群馬県[/発行]
[ 2016] 35p 21 × 30cm

事業概要 平成２７年度
群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所
[/発行]
2016.10 59p 30cm
【 受 贈】

【受贈】
市税の概要 平成２８年度
[前橋市]財務部収納課 /発行
2016.9 77p 30cm

指導検査等の実施結果 平成２７年度
群馬県健康福祉部監査指導課[/発行]
[ 2016] 124p 30cm
【受贈】

群馬県産業連関表 平成２３年（２０１１年）
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2016.10 129p 30cm
【受贈】
群馬県産業連関表付帯表（雇用表）
（２０１１年）
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2016.10 20p 30cm

【受贈】

【受贈】

消防概要 平成２８年版
伊勢崎市消防本部[/発行]
[ 2016.8] 92p 30cm

平成２３年
【 受贈 】

【受贈】

職員給与等実態調査結果表 平成２８年
群馬県人事委員会[/発行]
[ 2016] 183p 30cm
【受贈】

群馬県内建設系職業訓練ガイドブック
建設産業人材確保･育成に関する協議会 /作成
[2016.11] 24p A4 判
【群馬建設 11/5、上毛 11/12】

職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会[/発行]
[ 2016.10] 48,43p 30cm
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平成２８年
【受贈】

〔 2016.12 〕

創立６０周年記念誌
群馬県中小企業団体中央会 /発行
2016.10 121p 30cm

4 自然科学

【受贈】

関東のジオパーク
目代邦康･鈴木雄介 /編 古今書院 /発行
2016.10 156p 21cm 2600 円
（ シリーズ大地の公園 ）
下仁田ジオパーク に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1985 号】

チャレンジ･ザ･ドリーム―群馬の明日をひらく―
平成２７年度版
総務部企画課 /企画･編集
群馬県信用保証協会 /発行
2016.9 299p 21cm
【受贈、上毛 11/25】
道祖神めぐり よもやまばなし
木村次男 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.10 194p 30cm
【受贈】

群馬医学 第１０４号
群馬県医学会 /編集 群馬県医師会 /発行
2016.10 179p 26cm
【受贈】

夏休み高校生ボランティア活動体験記集
２０１６
群馬県立図書館総務係(ボランティア担当) /編
集 群馬県立図書館 /発行
2016.10 1 冊 30cm
【自館作成】

群馬県立病院事業概要 平成２７年度 (第３７
号)
群馬県病院局総務課 /発行
[ 2016.10] 81p 30cm
【 受贈】
自然セラピーの科学 予防医学的効果の検証と解
明
宮崎良文 /編 朝倉書店 /発行
2016.10 8,219p 21cm 4000 円
上野村、草津町、甘楽町、赤城自然園(渋川市)
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 1985 号】

日本地域政策研究 第１７号
日本地域政策学会(高崎市)/ 編集･発行
2016.9 94p 30cm
【受贈】
犯罪概況書 平成２７年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課[/発行]
[2016] 186p 30cm
【受贈】
ひとり親家庭支援ハンドブック 平成２８年度版
群馬県母子寡婦福祉協議会 /作成･発行
2016.10 110p 30cm
【受贈】

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１１次鳥獣
保護管理事業計画(平成２４年度～平成２８年度)
第四次報告
群馬県[/発行]
[ 2016.9] 127p 30cm
【 受贈】

再びの敗戦破国
玉田忍 /著 林試の森書房 /発行
2016.9 244p 18cm 680 円
著者は渋川市在住

ともに生きた証(たたかい)の記録
群馬･ハンセン病訴訟を支援し、ともに生きる
会 /発行
2016.10 38,7p 26cm
【受贈、上毛 11/16】

【受贈】

平成２７年における群馬県の賃金･労働時間及び
雇用の動き 毎月勤労統計調査地方調査結果報告
書
群馬県企画部統計課 /発行
[ 2016.10] 143p 30cm
【受贈】
前橋市の獅子舞巡り
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.10 50p 21cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
石屋さん
桑原真理子 /著 torch press/発行
2016.9 243p 19cm 2900 円
かつて三波石の販売をなりわいとした住民との
対話をまとめた書籍
【上毛 9/20、 TRC 新刊案内 1986 号】

【 受贈 】

前橋清陵高校五十周年記念誌
創立 50 周年記念事業実行委員会記念誌編纂係 /
編集 群馬県立前橋清陵高等学校 /発行
2016.10 128p 30cm
【受贈】

家政学･家庭科教育の歴史―『家事乃裁縫 』『家
庭科教育』誌掲載分― 常見育男遺稿集①
常見育男 /著 家政教育社 /発行
2016.10 485p 21cm 4500 円
著者は元群馬常磐学園理事長･常磐高等学校長
【受贈】

〔 2016.12 〕
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家政学･家庭科教育の歴史―『家事研究 』『家庭
科学』誌掲載分― 常見育男遺稿集②
常見育男 /著 家政教育社 /発行
2016.10 458p 21cm 4500 円
群馬県に関する記述あり
著者は元群馬常磐学園理事長･常磐高等学校長
【受贈】

まえばしのかんきょう 平成２８年度版
前橋市環境部環境政策課 /編集
2016.10 149p 30cm
【受贈】
モダニズム建築紀行 日本の戦前期･戦後１９４
０～５０年代の建築
松隈洋 /著 六耀社 /発行
2016.10 238p 21cm 2600 円
旧･井上房一郎邸に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1985 号】

群馬県環境基本計画 ２０１６－２０１９
計画概要編／行動計画編
群馬県環境森林部環境政策課[/発行]
[ 2016] 12p 30cm
【受贈】
ぐんまの城三〇選 戦国への誘い
飯森康広･清水豊･秋元太郎 /著
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.10 231p 21cm 1600 円
【受贈、上毛 11/12、 TRC 新刊案内 1987 号】

6 産業
赤レンガを守った経営者たち 富岡製糸場 世界
遺産への軌跡
佐滝剛弘 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.11 6,189p 21cm 1600 円
【受贈】

新型インプレッサ ＋新世代プラットフォームで
走りの質を一新
交通タイムス社 /発行
2016.11 98p 29cm 722 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1985 号】

今だから、話す６つの事件、その真相
河瀬大作 /著 日経 BP 社 /発行
2016.10 223p 19cm 1600 円
日航機墜落事故に関する記述あり
【上毛 11/6、 TRC 新刊案内 1982 号】

新型スバルインプレッサパーフェクトガイド 新
車速報ガイド
講談社ビーシー /発行
2016.11 98p 30cm 680 円
【 TRC 新刊案内 1985 号】

観光客数･消費額調査(推計)結果 平成２７年
群馬県観光局観光物産課[/発行]
[ 2016] 9p 30cm
【受贈】

STI(スバルテクニカインターナショナル)コンプ
リートカー スバルモータースポーツ活動の技術
を結集したモデル
廣本泉 /著 三樹書房 /発行
2016.11 111p 27cm 3000 円
【 TRC 新刊案内 1985 号】

群馬県農業技術センター業務年報
群馬県農業技術センター /発行
2016.9 83p 30cm

平成２７年度
【受贈】

事業概要 平成２８年度版(平成２７年度実績)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
2016.8 42p 30cm
【自館作成】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０６
交通タイムス社 /発行
2016.11 145p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1985 号】

地価調査基準地価格 平成２８年
群馬県[/ 発行]
[2016] 34p 30cm

日本遺産 後藤織物のご案内
[後藤織物 /発行]
[2016.10] [2p] 26cm
【受贈、桐生タイムス 10/21】

【受贈】

地価調査基準地価格（付 基準地案内図） 平成
２８年
群馬県[/ 発行]
[2016] 124p 30cm
【受贈】

のこぎり屋根紀行
吉田敬子 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.11 207p 18cm 1400 円
桐生市、伊勢崎市、吾妻郡に関する記述あり
著者は前橋市出身
【受贈、上毛 11/13、桐生タイムス 11/22】

鳥獣保護区等位置図 平成２８年度
群馬県[/発行]
[2016.10] 折りたたみ 84 × 120cm
付属資料：「 鳥獣保護区等位置図区域説明書
平成 28 年度」 [15p] 30cm
【受贈】

豚肉料理 ＧＯＵＲＭＥＴ ＢＯＯＫ
Ｖｅｒｓｉｏｎ.１１
[ようこそまえばしを進める会 /発行]
[2015.7] 45p 30 × 11cm
【受贈】
-5-

〔 2016.12 〕

富岡製糸場とぐんま周遊観光ガイドブック 「富
岡製糸場と絹産業遺産群」をモデルコースで巡る
群馬県観光物産課 /発行
[ 2016.3] 26p 30cm
【 受贈】

大泉ゴルフクラブ ６０年のあゆみ
大泉ゴルフクラブ 60 年のあゆみ編集委員会 /編
集 大泉ゴルフクラブ /発行
2016.5 39p 30cm
【受贈、上毛 9/24】

日本の街角酒場で呑み語らう
小西康隆 /著 東邦出版 /発行
[2016] 1728 円
高崎市に関する記述あり

太田市の文化財
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2016.3 217p 30cm

【受贈】

【上毛 11/20】

【受贈】

片品村体育史
片品村体育史編集委員会 /編集
片品村教育委員会･片品村体育協会 /発行
1998.3 86p 27cm
【 受 贈】

山中領の農民生活
齋藤芳郎 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.8 116p 21cm
山中領とは現在の神流町の江戸時代の地名
著者は神流町在住
【受贈】

神様ありがとう 男声合唱組曲
北川昇 /作曲 星野富弘 /詩 音楽之友社 /発行
2016.10 45p 30cm 1700 円
星野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1985 号】

ローカル鉄道の解剖図鑑 なぜマイナー路線に心
惹かれるのか？
岩間昌子 /著 エクスナレッジ /発行
2016.10 143p 21cm 1600 円
上信電鉄上信線、わたらせ渓谷鉄道わたらせ渓
谷線に関する記述あり
【上毛 11/13、 TRC 新刊案内 1985 号】

桐生市･日立市写真連盟 交流３０周年記念誌
桐生写真連盟･日立写真連盟 /発行
2016.9 21p 26cm
【受贈、桐生タイムス 9/26】

農業委員会業務概要 平成２７年度
前橋市農業委員会[/発行]
[ 2016.7] 54p 30cm

桐生わがまち風景賞版画カレンダー ２０１７
ノコギリ屋根版画会 /制作
[ 2016.11] 500 円
【桐生タイムス 11/30】
群馬県写真展目録 第６４回
群馬県写真文化協会 /編集･発行
2016.9 58p 26cm

第４３回 全国高等学校スキー大会
平成５年度 全国高等学校総合体育大会
片品村実行委員会 /発行
上毛新聞社出版局 /制作
1994.3 88p 30cm
【 受 贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あゆみ 創立７０周年記念誌
群馬県水泳連盟 /発行
2016.10 178p 30cm

【受贈】

高崎市文化財保護年報 平成２７(２０１５)年度
高崎市教育委員会事務局文化財保護課 /発行
2016.9 182p 30cm
【受贈】

アーツ前橋 年報Ｎｏ.０３ ２０１５年度（平成
２７年度）
アーツ前橋 /発行
2016.9 75p 29cm
【受贈】
Ａｒｔ Ｍｅｅｔｓ ０３
奈
アーツ前橋 /企画･発行
2016.3 1 冊 21cm

年報 第３４号（平成２７年度実績）
群馬県スポーツ協会 /発行
2016.10 76p 30cm

石塚まこ｜康(吉田)夏

【受贈】

乃木坂４６ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ ＰＡＲＴ１
白石麻衣×橋本奈々未×松村沙友理
アイドル研究会 /編 鹿砦社 /発行
2016.10 95p 26cm 930 円
白石氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1985 号】

【受贈】

海を越えた「書」の世界～伝統文化と国際交流～
【自民党長野県連･信州維新塾 講演】
小澤蘭雪[著･書]
[2016.1] 1 冊 21 × 30cm
小澤氏は太田市出身の書家
【受贈】

〔 2016.12 〕

【受贈】

廣瀬智央≪空のプロジェクト：遠い空、近い空≫
廣瀬智央･後藤朋美 /執筆 アーツ前橋 /発行
2016.7 折りたたみ 15 × 80cm
【受贈】
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ふるさとの心を歌う 作詞･作曲集
堀越和雄 /著･発行
2016.10 75p 30cm
著者は前橋市生まれ

9 文学
【受贈】
鷗 外と花袋―近代文学を築いた二人の接点―

平成５年度全国高等学校総合体育大会 第４３回
全国高等学校スキー大会 平成６年２月６日(日)
～１０(木) 群馬県片品村
全国高等学校体育連盟･全日本スキー連盟[ /ほ
か発行]
[1994] 135p 26cm
【受贈】
ＭＡＳＳＩＶＥ 生きざまを伝えるロックマガジ
ン Ｖｏｌ.２４ ＢＵＣＫ－ＴＩＣＫ/ｌｙｎｃ
ｈ．/ＭＥＲＲＹ
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2016.10 202p 23cm 1250 円
（ シンコー･ミュージック･ムック ）
BUCK-TICK は群馬出身のロックバンド
【 TRC 新刊案内 1984 号】

田山花袋記念文学館特別展
館林市教育委員会文化振興課 /発行
[ 2016.10] 15p 30cm

【受贈】

風の言葉 句集
武藤あい子 /著 東京四季出版 /発行
2016.11 187p 19cm 2000 円
著者は前橋市在住

【受贈】

かまさん 榎本武揚と箱館共和国
門井慶喜 /著 祥伝社 /発行
2016.10 564p 16cm 860 円
（ 祥伝社文庫 か 29-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1984 号】
殻の中 神子沢さくら句集
神子沢さくら /著 空青(高崎市)/発行
2016.9 139p 19cm 1500 円
著者は高崎市在住
【受贈】

ゆいはたち 小倉唯写真集
桑島智輝 /撮影 東京ニュース通信社 /発行
2016.6 1 冊 30cm 2593 円
（ TOKYO NEWS MOOK 通 巻 548 号 ）
小倉氏はみどり市生まれ【朝日ぐんま 11/18】

ことづて 句集
春木禧男･春木征子 /著
あさを社(高崎市)/発行
2016.9 270p 20cm
著者は高崎市在住

ＹＵＲＩＮＫＡＮ ＩＮ ＫＩＲＹＵ ＣＩＴＹ Ａ
ＲＴ ＢＩＥＮＮＡＬＥ ２０１６
桐生市有鄰館 /発行
[2016.10] 60p 15 × 21cm
【桐生タイムス 9/15、受贈】

【受贈】

言葉の降る日
加藤典洋 /著 岩波書店 /発行
2016.10 8,310p 20cm 2000 円
坂口安吾に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1986 号】

レンタサイクルで巡るぐんまの自転車さんぽ 前
橋･高崎･伊勢崎･太田･みどり･桐生･館林･富岡･甘
楽･下仁田
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.10 95p 21cm 1400 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1987 号】

境図書館短歌会合同歌集
境図書館 /発行
2016.10 27p 21cm

8 語学

せきれい 第３８集
【 受 贈】

作詞集
堀越和雄 /著[･発行]
[出版年不明] 72p 21cm
著者は前橋市在住

【受贈】

サトレジがわのおさかなとチャパティ
むらかみまさこ /え･ぶん
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.11 18p 21cm

【受贈】

真田十勇士 ５ 九度山小景
松尾清貴 /著 理論社 /発行
2016.10 221p 19cm 1300 円
【 TRC 新刊案内 1985 号】
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〔 2016.12 〕

障害を持つ息子へ 息子よ。そのままで、いい。
神戸金史 /著 ブックマン社 /発行
2016.10 143p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【毎日 11/17、 TRC 新刊案内 1985 号】

ハムスターのすてきなお仕事
あんびるやすこ /著 岩崎書店 /発行
2016.11 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 53 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1986 号】

小説田中カツ 田中正造の妻と明治の女たち
渡辺順子 /著 随想舎 /発行
2016.9 287p 20cm 1800 円
田中カツは田中正造の妻
【 TRC 新刊案内 1985 号】

美女百景 夕立ち新九郎･ひめ唄道中
睦月影郎 /著 祥伝社 /発行
2016.10 251p 16cm 570 円
（ 祥伝社文庫 む 2-32 ）
登場人物として国定忠治、物語の舞台として高
崎に関する記述あり【 TRC 新刊案内 1984 号】

女性文学の現在 貧困･労働･格差
矢澤美佐紀 /著 菁柿堂 /発行
2016.4 198p 19cm 1800 円
（ 社会文学叢書 ）
絲山秋子の作品に関する記述あり
【朝日 11/16、 TRC 新刊案内 1961 号】

ビル街 詩集
登坂喜三郎 /著 地表短歌社 /発行
2016.10 166p 15cm 1000 円(税込)
（ 地表叢書 第 155 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈】

スイーツレシピで謎解きを 推理が言えない少女
と保健室の眠り姫
友井羊 /著 集英社 /発行
2016.10 358p 16cm 640 円
（ 集英社文庫 と 28-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1985 号】

藤原定家のランニングシューズ 詩集
伊藤信一 /著 明文書房 /発行
2016.9 67p 17cm 1000 円
（ えぽ叢書 7 ）
著者は高崎市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1986 号】

世界の旅人堀さんのエスペラント気ままエッセー
６
堀泰雄 /著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2016.10 224p 26cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈】

細道のアンダンテ 詩集
川島完 /著 明文書房 /発行
2016.9 76p 16cm 1000 円
（ えぽ叢書 4 ）
『上毛新聞』に掲載された作品を収めた詩集
【 TRC 新刊案内 1986 号】

走狗夢の歌日記
堀越和雄 /著[･発行]
[2016] 111p 21cm
著者は前橋市在住

ぼっこちゃんのむぎふみ
むらかみまさこ /え･ぶん
上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.8 12p 21cm

【受贈】

月明りに照らされて
池田佳史 /さく･え 文芸社 /発行
2016.11 22p 16 × 22cm 1000 円
池田氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1986 号】

【 受 贈】

真青 抜井諒一句集
抜井諒一 /著 文學の森 /発行
2016.10 173p 19cm 1667 円
著者は高崎市生まれ
【上毛 11/15、 TRC 新刊案内 1985 号】

とおくへ 鈴木宏幸詩集
鈴木宏幸 /著 土曜美術社出版販売 /発行
2016.10 106p 21cm 2000 円
著者は高崎市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1986 号】

まどさんへの質問
大橋政人 /著 思潮社 /発行
2016.10 111p 22cm 2400 円
著者はみどり市在住
【上毛 11/15、 TRC 新刊案内 1985 号】

十津川警部長野新幹線の奇妙な犯罪
西村京太郎 /著 講談社 /発行
2016.10 256p 15cm 600 円
（ 講談社文庫 に 1-121 ）
物語の舞台として安中市に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1984 号】

村上鬼城顕彰 小中学生俳句大会入選作品集 第
２９回
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2016.9 67p 26cm
【受贈】

トンネル
石井忠二 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.8 666p 19cm 2000 円
物語の舞台として碓氷峠に関する記述あり
著者は安中市在住
【受贈】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第３０回
第２９回村上鬼城賞作品集
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局 /編集
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2016.9 74p 26cm
【受贈】

〔 2016.12 〕
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屋敷稲荷 大塚史朗短篇集
大塚史朗 /著 土曜美術社出版販売 /発行
2016.9 201p 19cm 2000 円
著者は吉岡町在住
【受贈】

<憧憬>の明治精神史 高山樗牛･姉崎嘲風の時代
長尾宗典 /著 ぺりかん社 /発行
2016.10 364p 22cm 6000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1984 号】

令樹庵漢詩集訓釈
須賀楠舟 /訓釈 須賀昌五 /発行
2016.8 103p 22cm
「令樹庵詩集」鈴木愛三(前橋市生まれ) /著の
漢詩部分の訓釈
須賀昌五氏は草津町在住
【受贈】

設計力が身につくＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ基礎講座
木村昇 /著 オーム社 /発行
2016.10 14,304p 26cm 3200 円
著者は群馬県の工業高校を中心に講座を担当
【 TRC 新刊案内 1985 号】
たった６秒で怒りを消す技術 アンガーマネジメ
ント×怒らない体操
安藤俊介･デューク更家 /著 集英社 /発行
2016.10 142p 19cm 1300 円
安藤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1986 号】

わずか一しずくの血
連城三紀彦 /著 文藝春秋 /発行
2016.9 348p 20cm 1600 円
伊香保に関わるミステリー
【上毛 11/13、 TRC 新刊案内 1980 号】

つくって楽しむわら工芸 生活用具･飾り物･縁起
物
瀧本広子 /編 大浦佳代 /取材･執筆
農山漁村文化協会 /発行
2016.10 78p 26cm 1800 円
大浦氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1984 号】

県関係者の一般著作

日本からの報告 １９ 東日本大震災５年目
２０１５年３月－２０１６年２月
堀泰雄 /著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2016.5 269p 21cm 1300 円
著者は前橋市在住
【受贈】

浅草公園凌雲閣十二階 失われた<高さ>の歴史社
会学
佐藤健二 /著 弘文堂 /発行
2016.2 415p 22cm 4200 円
著者は高崎高校出身
【朝日 11/2、 TRC 新刊案内 1949 号】

夫婦関係調停条項作成マニュアル 文例･判例と
執行までの実務 第６版
小磯治 /著 民事法研究会 /発行
2016.10 29,257p 21cm 2700 円
著者は前橋地方裁判所静岡民事首席書記官
【 TRC 新刊案内 1986 号】

エスペラント語を使って集めた世界の平和メッセ
ージ
堀泰雄 /編 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2016.10 191p 30cm 1500 円
堀氏は前橋市在住
【受贈】

リズム表現曲集 １ 改訂版
丸山亜季 /監修 音楽教育の会常任委員会 /編
子どもの未来社 /発行
2016.10 94p 30cm 2000 円
丸山氏は群馬県に住んでいた
【 TRC 新刊案内 1984 号】

究極にうまいクラフトビールをつくる～キリンビ
ール『異端児』たちの挑戦
永井隆 /著 新潮社 /発行
2016.10 189p 20cm 1300 円
著者は桐生市出身
【 TRC 新刊案内 1986 号、桐生タイムス 11/25】

リズム表現曲集 ２ 改訂版
丸山亜季 /監修 音楽教育の会常任委員会 /編
子どもの未来社 /発行
2016.10 45p 30cm 1500 円
丸山氏は群馬県に住んでいた
【 TRC 新刊案内 1984 号】

今日から使える読み聞かせテクニック [複合媒
体資料]
景山聖子 /著
ヤマハミュージックメディア /発行
2016.11 165p 19cm 1800 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1985 号】
気療講座 ２ 「気療現象の原理」の発見
神沢瑞至 /著 文芸社 /発行
2016.10 297p 21cm 500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1985 号】
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〔 2016.12 〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 沼田市立
沼田南中学校 平成２８年１０月４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】

視聴覚資料
安中経営塾公開セミナー「世界連結経営と経理･
財務＆ＣＦＯ 」（DVD）
金児昭氏(信越化学工業株式会社顧問)/講師
安中経営塾[/発行]
[ 2012.9]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
大胡中学校 平成２８年９月６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】

光の中へ（CD）
poison/作詞･作曲･演奏
[出版年不明] 1 曲
poison(ポァゾン)は桐生市を拠点とする音楽ユ
ニット
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
第一中学校 平成２８年１０月１８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】

ＢＯＮ ＶＯＹＡＧＥ 『ボンボヤージュ―出航
(たびだち)の詩(うた)』（CD）
早坂華織 /作詞 岡田清光 /作曲･編曲
POISON/演奏
[出版年不明] 1 曲
POISON(ポァゾン)は桐生市を拠点とする音楽
ユニット
【受贈】

電子資料

みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
臼井小学校 平成２８年９月１３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 太田市立
西中学校 平成２８年９月２７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 渋川市立
伊香保小学校 平成２８年１１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】
みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
新高尾小学校 平成２８年１０月２５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
箕郷東小学校 平成２８年９月２０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①
「地方オーケストラのパイオニア群馬交響楽団～
音楽の魅力を子どもたちに！～ 平成２８年１０
月１１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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