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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１６年１０月分
No.３５９

アウトロー 近世遊 俠 列伝
高橋敏 /編 敬文舎 /発行
2016.9 255p 19cm 1750 円
国定忠治に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1982 号】

発行日
発 行

平成 28( 2016)年 11 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

秋の日帰り･一泊関東紅葉ドライブ '１６～'１
７
成美堂出版 /発行
2016.9 143p 26cm 907 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 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。

井伊直虎 戦国井伊一族と東国動乱史
小和田哲男 /著 洋泉社 /発行
2016.9 223p 18cm 860 円
（ 歴史新書 y 062 ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 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。

井伊直虎と直政 一族滅亡の危機を乗り越えた母
と、徳川四天王筆頭へと駆け上った子の生き様！
三才ブックス /発行
2016.9 112p 26cm 1200 円
（ 三才ムック vol.910 ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1982 号】

０ 総記

石山南古墳群 ―多数の人物埴輪を出土した大型
円墳と群集墳の調査―
山下工業(前橋市)/編集･発行
2016.8 50p 図版 16p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教

永遠の今 宇三郎自伝
小野宇三郎 /著
2016.8 211p 21cm
著者は渋川市在住

【受贈】

おでかけさんぽ旅Ｂｅｓｔ！ 首都圏版
ぴあ /発行
2016.10 115p 23cm 650 円
（ ぴあ MOOK ）
四万温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1983 号】
大人旅スタイル 大人だからこだわる 、楽しめる 。
舵社 /発行
2016.9 103p 30cm 1200 円
（ KAZI ムック ）
群馬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1983 号】
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〔 2016.11 〕

大人の日帰り旅 首都圏
JTB パブリッシング /発行
2016.10 111p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
吹割の滝･沼田･川場、富岡製糸場、群馬のすき
焼きに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1980 号】

ぐんま利根沼田紅葉めぐり
群馬県利根沼田振興局 /作製
[2016.10] 二つ折り A3 判

ぐんまの自由民権運動
石原征明･岩根承成 /著 みやま文庫 /発行
2016.2 167p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 221 ）
【購入】

温泉が楽しめる登山詳細ルートガイド 至福の一
湯を求めて登る全２６コース
枻出版社 /発行
2016.9 141p 26cm 1200 円
（ エイムック 3473 ）
至仏山･尾瀬ヶ原、赤城山、谷川岳に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】

古地図で読み解く！城下町の秘密
三栄書房 /発行
2016.10 122p 29cm 778 円
（ サンエイムック ）
門井慶喜(群馬県生まれ)のインタビュー収録
【 TRC 新刊案内 1979 号】
真田信繁の書状を読む
丸島和洋 /著 星海社 /発行
2016.9 285p 18cm 900 円
（ 星海社新書 95 ）【 TRC 新刊案内 1982 号】

おんな城主直虎と井伊家の歴史 井伊達夫の独自
視点で読み解く「直虎」像
井伊達夫 /監修 キネマ旬報社 /発行
2016.10 128p 29cm 1000 円
（ キネマ旬報ムック ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1983 号】

真田信之 父の知略に勝った決断力
平山優 /著 PHP 研究所 /発行
2016.9 414p 18cm 940 円
（ PHP 新書 1064 ）【 TRC 新刊案内 1981 号】

おんな城主井伊直虎の生涯 お家断絶の危機を救
った戦国女性の波瀾の人生
洋泉社 /発行
2016.10 107p 29cm 900 円
（ 洋泉社 MOOK ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1980 号】

自然を楽しむ温泉＆ウォーキング関東周辺
JTB パブリッシング /発行
2016.10 191p 21cm 1500 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1980 号】

片品村古文書研究 第十七集
片品村古文書研究会･片品村教育委員会 /編集･
発行
2016.2 1 冊 26cm
【受贈】

自転車ビギナーでもＯＫ！首都圏「絶景」サイク
リングガイド 全３２コース４６絶景スポット
ルートナビ付きで完全ガイド
オークラ出版 /発行
2016.9 110p 30cm 1300 円
（ OAK MOOK 606 ）
碓氷峠、わたらせ渓谷に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】

関東一円古城址ハイキング 関八州つわものども
が夢のあと歩き
内田栄一 /著 新ハイキング社 /発行
2016.9 251p 21cm 1800 円
（ 新ハイキング選書 第 37 巻 ）
「白井城とその城下 」、「太田金山城から八王
子山 」、「岩櫃城から岩櫃山 」、「箕輪城とその
城下」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

下仁田まる分かりガイドブック
下仁田町･下仁田町観光協会 /製作
[2016.10] 58p
【上毛 10/24】
首都圏発日帰り大人の小さな旅 特別編集１
昭文社 /発行
2016.10 95p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
わたらせ渓谷に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

倉賀野中里前遺跡２ ―工場建設に伴う条里水田
遺跡の発掘調査―
山下工業(前橋市)/編集
高崎市教育委員会 /発行
2015.11 21p 30cm
【受贈】

昭和期の内閣と戦争指導体制
関口哲矢 /著 吉川弘文館 /発行
2016.10 6,300,8p 22cm 9000 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1982 号】

群馬県万能地図 マイカーに、オフィスに、家庭
に、県民必携の生活地図
上毛新聞社 /編集･発行
1993.5 97p 30cm 3884 円
【受贈】

〔 2016.11 〕

【上毛 10/17】

-2-

昭和天皇御召列車全記録
原武史 /監修 日本鉄道旅行地図帳編集部 /編
新潮社 /発行
2016.9 159p 27cm 2800 円
「御召列車 2 編成が走った群馬･栃木大演習」
収録
【 TRC 新刊案内 1982 号】

都道府県のかたちを絵でおぼえる本
造事務所 /編 実務教育出版 /発行
2016.10 103p 21cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1983 号】

昭和･平成「 政局 」の真実 最高権力「 総理大臣 」
の座をめぐるドラマ
浅川博忠 /文 宝島社 /発行
2016.10 111p 26cm 1000 円
（ 別冊宝島 2503 ）
福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】
戦国を生きた姫君たち
火坂雅志 /著 KADOKAWA/発行
2016.9 170p 15cm 600 円
（ 角川文庫 ひ 20-25 ）
小松姫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

梅寿記
星野志か /著
講談社出版サービスセンター /製作
1989.10 217p 20cm
著者は片品村生まれ

【受贈】

幕末の侠客 国定忠治
三鷹工事編集部[/編集]
[2007.3] 14p 26cm 300 円(税込)

【受贈】

はにわ
まりこふん /著 青月社 /発行
2016.9 142p 21cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1979 号】

戦後日本首相の外交思想 吉田茂から小泉純一郎
まで
増田弘 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
2016.9 9,460,11p 22cm 4500 円
福田赳夫、中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1979 号】

[ぷらっとときめき旅 群馬県長野原町観光ガイ
ドブック]
長野原町[/発行]
[2016.10] 12p A4 判
【上毛 10/22】

代表的日本人
内村鑑三 /著 藤田裕行 /訳 アイバス出版 /発行
2016.9 221p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1979 号】

【毎日 10/6】

ブルーノ･タウトと高崎
大木紀元 /著 セレレ館 /発行
2016.10 112p 2000 円

ＰＲＯＦＩＬＥ ＯＦ ＧＵＮＭＡ [第８版] 改
訂版
群馬県広報課 /編集･発行･著作
2016.8 63p 26 × 26cm 629 円
付属資料：「 群馬県の概要」 1 枚
【受贈】

超現代語訳戦国時代 笑って泣いてドラマチック
に学ぶ
房野史典 /著 幻冬舎 /発行
2016.9 257p 19cm 1300 円
真田一族に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1979 号】

「道の駅」旅案内 関東版 創刊号
関東「道の駅」連絡会 /監修 ゼンリン /発行
[2016.10] 32p B4 変型判
ららん藤岡、上州おにしに関する記述あり
【上毛 10/8】

超図解！戦国武将事典
小和田哲男 /監修 大泉書店 /発行
2016.9 255p 21cm 1400 円
真田昌幸、真田信之に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1979 号】

見て、学んで、力がつく!こども日本地図 写真
とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道
府県を学ぼう！ ２０１７年版
永岡書店編集部 /編 永岡書店 /発行
2016.9 135p 26cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1980 号】

デンマーク人牧師がみた日本 明治の宗教指導者
たち
カール･スコウゴー =ピーターセン /原著
長島 要一 /訳･編注 思文閣出版 /発行
2016.8 14,309p 20cm 3700 円
内村鑑三、海老名弾正に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】

明治･大正の日本論･中国論 比較文化学的研究
藤田昌志 /著 勉誠出版 /発行
2016.10 285,6p 22cm 3500 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1983 号】
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〔 2016.11 〕

明治知識人としての内村鑑三 その批判精神と普
遍主義の展開
柴田真希都 /著 みすず書房 /発行
2016.9 8,499p 22cm 7500 円
【 TRC 新刊案内 1981 号】

4 自然科学
関東病院情報 東京･神奈川･千葉･埼玉･群馬･栃
木･茨城 ２０１６年版
医事日報 /発行
2016.9 1213p 26cm 24000 円
【 TRC 新刊案内 1982 号】

るるぶ温泉＆宿関東 信州 新潟 伊豆箱根 '１７
JTB パブリッシング /発行
2016.9 234p 26cm 1000 円
（ るるぶ情報版 ）
草津に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】

きくいただき ４３号
日本野鳥の会吾妻[/発行]
2016.5 46p 26cm

【受贈】

後期高齢者医療疾病分類統計表(平成２７年５月
診療分) 平成２８年度
群馬県後期高齢者医療広域連合 /作成
2016.9 26p 30cm
【 自 館 作 成】

3 社会科学

前橋市医師会医学講演集録
３９集）
前橋市医師会 /編集･発行
2016.9 133p 30cm

群馬県議会会議録 平成２８年第２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
2016.9 278p 30cm
【 受贈 】

平成２７年度版（第
【 自 館 作 成】

群馬県統計年鑑 第６２回 平成２８年刊行
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2016.9 284p 30cm
【受贈】
少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３８回
吾妻教育事務所 /発行
2016.9 13p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

平成２８年度

木材需給の現況 平成２８年版
群馬県環境森林部[/発行]
[ 2016.9] 71p 30cm

【受贈】

№４４
【受贈】

税務概要 平成２８年度
総務部税務課･納税課 /編集 渋川市 /発行
2016.9 39p 30cm
【受贈】
定例県議会議案(附 予算説明書)
群馬県[/発行]
[2016] 98p 30cm

第３回前期

6 産業

【受贈】

未来につなげる地方創生 ２３の小さな自治体の
戦略づくりから学ぶ
内閣府地方創生人材支援制度派遣者編集チーム
/編 日経 BP 社 /発行
2016.10 223p 図版 16p 21cm 2000 円
「群馬県みなかみ町 観光振興は地域の総力戦
で」収録【上毛 10/23、 TRC 新刊案内 1983 号】

〔 2016.11 〕

おいしい群馬再発見
[県内の食品事業者 22 社･エーコープ関東･ヨシ
ダ(高崎市)/共同製作]
[2016.10] 4p A4 判【上毛 10/5･ 28】
学研まんがＮＥＷ世界の歴史 別巻 世界遺産学
習事典
学研プラス /発行
2016.9 256p 23cm 1800 円
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】
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ＫＩＲＹＵ ＦＡＳＨＩＯＮ ＷＥＥＫ ２０１６
公式ガイドブック
桐生ファッションウィーク実行委員会 /発行
[2016.10] 36p B5 判 100 円
【桐生タイムス 10/27】

二本あしのワンコすみれちゃん、生きる
すみれのしっぽ /著 セブン &アイ出版 /発行
2016.9 95p 20cm 1300 円
著者は群馬わんにゃんネットワークが母体とな
っている柴犬･すみれちゃんを応援するボラン
ティアの仲間たち
【上毛 10/23、 TRC 新刊案内 1980 号】

ＫＩＲＹＵ ＦＡＳＨＩＯＮ ＷＥＥＫ ２０１６
リーフレット
桐生ファッションウィーク実行委員会 /発行
[2016.10] 八つ折り A2 判
【桐生タイムス 10/27】

日本の世界遺産 イラスト図解と写真でよくわか
る！
山口正 /監修 朝日新聞出版 /発行
2016.9 207p 29cm 2000 円
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1980 号】

世界遺産ガイド 日本編２０１７改訂版
古田陽久･古田真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2016.8 204p 21cm 2778 円
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1978 号】

宥座の器 グンゼ創業者波多野鶴吉の生涯
四方洋 /著 あやべ市民新聞社 /発行
2016.10 318p 19cm 1200 円
世界遺産・富岡製糸場と郡是のつながりに関す
る記述あり
【 TRC 新刊案内 1982 号】

世界遺産事典 ２０１７改訂版 １０５２全物件
プロフィール
古田陽久･古田 真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2016.9 222p 21cm 2778 円
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

世界遺産データ･ブック ２０１７年版
古田陽久･古田 真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2016.9 174p 21cm 2600 円
（ 世界遺産シリーズ ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

葦原 渡良瀬遊水地の四季を歩く 岩崎充男写真
集
岩崎充男 /著･発行
2016.10 117p 25 × 27cm 4800 円
著者は太田市在住
【受贈、上毛 10/5】
永遠の野球少年 古希野球に命を懸ける７０代の
“球児”たち
中大輔 /著 竹書房 /発行
2016.9 254p 19cm 1500 円
西毛安中クラブに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1981 号】

全国農村サミット ２０１５ 域学連携と教育
地域で活躍する人材を育成する教育とは
全国農村サミット運営委員会 /編集
農林統計協会 /発行
2016.8 2,235p 21cm 2800 円
「全国農村サミット in 群馬県みなかみ町」の
記録
【 TRC 新刊案内 1982 号】

淡彩画ありがとうの花束 花と実と歌で綴る
木村敏子 /著 日貿出版社 /発行
2016.9 95p 30cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1979 号】

地域創生イノベーション 企業家精神で地域の活
性化に挑む
忽那憲治･山田幸三 /編著 中央経済社 /発行
2016.10 259p 19cm 2500 円
「第 3 章 地域産業のネットワークとオープン
マインド―群馬県･太田市における産業集積の
地元パターン」収録【 TRC 新刊案内 1982 号】

トレイルラン ２０１６/２０１７ＡＵＴＵＭＮ/
ＷＩＮＴＥＲ 特集トレイルランニングの基本Ｑ
＆Ａ１００
山と溪谷社 /発行
2016.10 136p 30cm 1200 円
（ マウンテンスポーツマガジン VOL.6 ）
「田中正人･田中陽希･小野雅弘、 EAST WIND
の挑戦」収録
EAST WIND はイーストウインド･プロダクシ
ョン(みなかみ町)が運営するプロチーム
【 TRC 新刊案内 1983 号】

徹底カラー図解東武鉄道のしくみ
マイナビ出版編集部 /編
東武鉄道株式会社 /協力 マイナビ出版 /発行
2016.10 223p 21cm 1590 円
伊勢崎線、桐生線、上毛電鉄 &わたらせ渓谷鐡
道に関する記述あり【 TRC 新刊案内 1980 号】

-5-

〔 2016.11 〕

私がいちばん大切にしたいもの 混声合唱組曲
大田桜子 /作曲 星野富弘 /詩 音楽之友社 /発行
2016.10 39p 30cm 1600 円
（ 合唱 ）
星野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1983 号】

タマタン
神宮輝夫 /作 長新太 /絵 復刊ドットコム /発行
2016.9 33p 23cm 1800 円
神宮氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1979 号】
てつどうだいしゅうごう
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2016.10 1 冊 15 × 15cm 450 円
（ のりもの 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1980 号】

8 語学

手の中のビー玉
中村保子 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.9 179p 22cm 980 円
著者は前橋赤十字病院元内科部長
【上毛 10/1、 TRC 新刊案内 1983 号】
十津川警部哀しみの吾妻線
西村京太郎 /著 祥伝社 /発行
2016.9 249p 16cm 590 円
（ 祥伝社文庫 に 1-51 ）
【 TRC 新刊案内 1980 号】

9 文学
片品村戦後五十周年記念誌
大久保勝実 /監修 片品村遺族会 /編
1995.9 341p 22cm

【受贈】

日本文学全集 ２９ 近現代詩歌
池澤夏樹 /個人編集 河出書房新社 /発行
2016.9 468p 20cm 2600 円
萩原朔太郎の詩を収録
【 TRC 新刊案内 1982 号】

彼の来た路 そして行く路
島田裕子[/著･発行]
[2016.10] 84p 四六判 1000 円
島田氏は高崎市在住
【上毛 10/21】

【受贈】

向日葵ちゃん追跡する
友井羊 /著 新潮社 /発行
2016.9 285p 16cm 550 円
（ 新潮文庫 nex と -30-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1978 号】

真田合戦記 ６ 京洛の妻問
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2016.10 324p 15cm 650 円
真田一族の栄枯盛衰を描く小説
【 TRC 新刊案内 1983 号】

風景を見る犬
樋口有介 /著 中央公論新社 /発行
2016.9 425p 16cm 740 円
（ 中公文庫 ひ 21-12 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1981 号】

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 ）
著者は高崎市在住
【上毛 10/30、 TRC 新刊案内 1985 号】

ぼくはまだ、横浜でキスをしない
樋口有介 /著 角川春樹事務所 /発行
2016.9 333p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1978 号】

立松和平の文学
黒古一夫 /著 アーツアンドクラフツ /発行
2016.10 351p 22cm 3500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1983 号】

【受贈、上毛 6/12】

逆流の中の歌
伊藤信吉 /著 七曜社 /発行
1964.2 304p 19cm 700 円
著者は前橋市生まれ

〔 2016.11 〕

老健 句集
栁澤もとじ /著･発行
2016.6 12,65p 19cm
著者は旧箕郷町長

わすれて、わすれて
清水杜氏彦 /著 早川書房 /発行
2016.9 318p 20cm 1600 円
著者は前橋市出身
【上毛 10/30、 TRC 新刊案内 1981 号】
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草野球の教科書 勝てるのはどっち！？
本間正夫 /著 主婦の友社 /発行
2016.10 175p 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1982 号】

県関係者の一般著作
あっというまに
竹内海南江 /著 ベストセラーズ /発行
2016.10 199p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 10/16、 TRC 新刊案内 1981 号】

子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた『男の
子ママ』の悩みをぶっとばす言葉
須藤暁子 /著 KADOKAWA/発行
2016.9 269p 17cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1981 号】

歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり
戸所隆 /編著 古今書院 /発行
2016.9 8,207p 21cm 3200 円
（ 地域づくり叢書 4 ）
戸所氏は高崎経済大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1979 号】

残業なしで成果をあげるトップ営業の鉄則
菊原智明 /著 明日香出版社 /発行
2016.9 231p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1980 号】
自分の番を生きるということ 人生のおさらい
佐々木正美 /著 相田みつを /書 小学館 /発行
2016.10 124p 22cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1983 号】

オスマン朝宮殿の建築史
川本智史 /著 東京大学出版会 /発行
2016.8 7,265,25p 22cm 6600 円
著者は前橋市生まれ【 TRC 新刊案内 1978 号】

生と死のケルト美学 アイルランド映画に読むヨ
ーロッパ文化の古層
桑島秀樹 /著 法政大学出版局 /発行
2016.9 11,253p 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1979 号】

男めし入門 ６０からの手習い
加藤和子 /著 講談社 /発行
2016.8 79p 26cm 1350 円
（ 講談社のお料理 BOOK ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1978 号】

芹沢銈介･装幀の仕事
芹沢銈介 /作 小林真理 /編著 里文出版 /発行
2016.8 173p 21cm 2800 円
小林氏は伊勢崎市生まれ
【上毛 10/16、 TRC 新刊案内 1977 号】

オペラ座のお仕事 世界最高の舞台をつくる
三澤洋史 /著 早川書房 /発行
2016.9 242p 16cm 700 円
（ ハヤカワ文庫 NF 477 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1981 号】

そこでだ、若旦那！
立川談四楼 /著
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2016.10 303p 19cm 1500 円
（ BURRN!叢書 11 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1982 号】

介護事故をなくすためにやっておくべき５１のル
ール 事故防止･再発防止の視点とリスクを察知
するケア力の高め方
田中元 /著 ぱる出版 /発行
2016.10 223p 21cm 1800 円
（ NEW HEALTH CARE MANAGEMENT ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1983 号】

たった２０項目で学べるスキンケア
安部正敏 /編著 学研メディカル秀潤社 /発行
2016.9 136p 26cm 1900 円
（ 皮膚科学看護スキルアップシリーズ 4 ）
安倍氏は群馬大学大学院医学研究科博士課程修
了
【 TRC 新刊案内 1979 号】

解説裁判員法 立法の経緯と課題
池田修･合田悦三 /著 弘文堂 /発行
2016.9 9,280p 21cm 2700 円
合田氏は前橋地方裁判所･判事
【 TRC 新刊案内 1979 号】

地域マーケティングの核心 地域ブランドの構築
と支持される地域づくり 新版
佐々木茂･石川和男 /編著 同友館 /発行
2016.9 12,258p 21cm 2400 円
佐々木氏は高崎経済大学経済学部教授
【 TRC 新刊案内 1980 号】

ギター音楽リスナーズ･バイブル まるごと１冊
クラシック･ギターの本！
朝川博 /著 アルテスパブリッシング /発行
2016.8 243,47p 19cm 1900 円
（ いりぐちアルテス 006 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1978 号】
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〔 2016.11 〕

はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック
自分の「怒り」タイプを知ってコントロールする
安藤俊介 /著
ディスカヴァー･トゥエンティワン /発行
2016.9 223p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1980 号】

電子資料
事業概要 平成２８年度版 平成２７年度実績
（CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所[/発行]
[ 2016]
【受贈】

ベジカフェオーナーが教えるおうちで簡単ベジご
はん
橋本ゆかり /著 すばる舎リンケージ /発行
2016.9 143p 21cm 1300 円
著者は片品村生まれ、ベジカフェ Naturellement
(高崎市)のオーナーシェフ
【受贈、 TRC 新刊案内 1981 号】

前橋市医師会医学講演集録 平成２７年度版（第
３８集 ）（CD-ROM）
前橋市医師会 /編集･発行 朝日印刷工業 /制作
2016.9
【受贈】

まちづくりの仕事ガイドブック まちの未来をつ
くる６３の働き方
饗庭伸･小泉瑛一 /編著 学芸出版社 /発行
2016.9 207p 19cm 1900 円
小泉氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1978 号】
ＭＥＹＨＡＮＥ ＴＡＢＬＥ 家メイハネで中東
料理パーティー
サラーム海上 /著 LD&K/発行
2016.5 94p 26cm 1600 円
著者は高崎出身
【朝日ぐんま 10/14】
立証の実務 証拠収集とその活用の手引 改訂版
群馬弁護士会 /編 ぎょうせい /発行
2016.9 14,360p 26cm 3700 円
【 TRC 新刊案内 1982 号】

視聴覚資料
ｍａｎｉｃ ｗｏｒｋｓ（マニック･ワークス）
（CD）
根岸良貴 /企画
WM Design(みなかみ町) /ジャケットデザイン
[2016.10] [10 曲] 1000 円
北毛地域を拠点に活動する 5 バンドのコンピレ
ーションアルバム
根岸氏は昭和村在住
【上毛 10/4】
私とあなたの物語（CD）
国貞雅子 /ボーカル
保坂修平 /[作曲･ピアノ･]制作
真下純 /[作詞･]制作
[2016.10] [10 曲]

〔 2016.11 〕

【上毛 10/21】
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