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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１６年９月分
No.３５８
発行日
発 行

平成 28( 2016)年 10 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

2 歴史･伝記･地理
井野高縄遺跡２ 特別養護老人ホーム建設に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
高崎市教育委員会文化財保護課 /発行
2016.3 39p 図版 10p 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。

温泉やど関東･甲信越 '１７
昭文社 /発行
2016.9 224,15p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
草津、みなかみに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1976 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。

軽井沢･草津 ２０１６改訂２版
JTB パブリッシング /発行
2016.8 191p 21cm 880 円
（ 楽楽 楽しい旅でニッポン再発見 ）
【 TRC 新刊案内 1977 号】
近世旅行史の研究 信仰･観光の旅と旅先地域･温
泉
高橋陽一 /著 清文堂出版 /発行
2016.8 451p 22cm 9800 円
「近世の旅先地域と諸営業 上野国吾妻郡草津
村を事例に 」、「旅先地域と客引き 近世後期の
上野国吾妻郡草津村を事例に」収録
【受贈、 TRC 新刊案内 1977 号】

０ 総記
高崎市の図書館 平成２８年度（２０１６年度）
版
高崎市立中央図書館 /発行
2016.8 57p 30cm
【 受贈 】
要覧 平成２８年度
群馬県立図書館 /編集･発行
2016.7 34p 30cm

ぐる～り利根川まっぷ ぐんま県央
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会県央地域部
会 /企画･編集
[ 2016.8] 折りたたみ 60 × 84cm 【受贈】

【 自館 作成 】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.４ ＳＰＲＩＮＧ
トロワデザイン(高崎市)/編集･制作
ハンプティーダンプティー(前橋市)/発行
2016.4 65p 21cm
【受贈】

ｋｕｒｕｎ まえばしくるん 前橋市観光パンフ
レット
オリエンタル群馬 /企画･編集･制作
前橋市観光振興課 /発行
2016.9 30p 30cm
【受贈、上毛 9/9、産経 9/16、東京 9/19】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.５ ＳＵＭＭＥＲ
トロワデザイン(高崎市)/編集･制作
ハンプティーダンプティー(前橋市)/発行
2016.7 65p 21cm
【受贈】

黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の
案内人」
伊藤博敏 /著 小学館 /発行
2016.8 378p 16cm 670 円
（ 小学館文庫 い 13-1 ）
石原俊介(桐生市生まれ)の半生に迫るノンフィ
クション【上毛 9/18、 TRC 新刊案内 1976 号】

-1-

〔 2016.10 〕

群馬県伊勢崎市安堀町 西太田遺跡４ 小規模多
機能居宅介護施設及び住宅型有料老人ホーム建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら(伊勢崎市)/発行
2016.1 24p 図版 9p 30cm
【受贈】

玉糸製糸の祖 小渕しち
古屋祥子[ /著] 前橋市文化スポーツ観光部文
化国際課歴史文化遺産活用室 /企画
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.8 82p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 9 ）
著者は前橋市富士見町生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1980 号】

群馬県伊勢崎市今泉町二丁目 大谷戸遺跡 分譲
住宅造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら(伊勢崎市)/発行
2016.5 11p 図版 3p 30cm
【受贈】

Ｄｅｃｉｓｉｏｎ 決断
齊藤廣司 /著
2016.8 330p 20cm
著者は前橋市在住

剣崎稲荷塚遺跡４－宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査－
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.5 40p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

【受贈】

天王宿村 今泉家文書
桐生市立図書館 /編
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2016.3 96,3p 30cm
（ 桐生市立図書館郷土資料調査事業資料集 第
2 集 ）
【受贈】

剣崎稲荷塚遺跡５－宅地造成工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査－
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.7 46p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

中泉十王堂遺跡―宅地造成工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.6 26p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

上野三碑 １３００年の時を超えて語りかける
上野三碑世界記憶遺産登録推進協議会[ /発行]
[出版年不明] 二つ折り 30 × 42cm【受贈】
小松姫
金井竹徳 /作 野村たかあき /絵
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.8 33p 27cm 1500 円
小松姫は真田信之妻
金井氏と野村氏は共に群馬県生まれ
【上毛 9/5、 TRC 新刊案内 1978 号】

日本思想の言葉 神、人、命、魂
竹内整一 /著 KADOKAWA/発行
2016.8 259p 19cm 1600 円
（ 角川選書 575 ）
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】
日本百霊山 伝承と神話でたどる日本人の心の山
とよだ時 /著 山と溪谷社 /発行
2016.9 286p 18cm 880 円
（ ヤマケイ新書 YS029 ）
至仏山 、谷川岳 、上州武尊山 、庚申山 、赤城山 、
四阿山、妙義山、荒船山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

古来征戦幾人カ回ル(こらいせいせんいくにんか
かえる) いくさに出れば、帰れないのだ
前澤哲也 /著 あさを社(高崎市)/発行
2016.9 238p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
著者は太田市生まれ
【受贈】
真田と「忍者(しのび)」
加来耕三 /著 講談社 /発行
2016.8 399p 15cm 920 円
（ 講談社 +α文庫 E1-8 ）
真田幸隆、昌幸、信繁の三代に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

速水堅曹と前橋製糸所―その「卓犖不羈(たくら
くふき)」の生き方
速水美智子[ /著] 前橋市文化スポーツ観光部
文化国際課歴史文化遺産活用室 /企画
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.8 82p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 8 ）
著者は速水堅曹研究会代表で「生糸のまち前橋
発信事業」委員
【受贈】

昭和時代 １９８０年代
読売新聞昭和時代プロジェクト /著
中央公論新社 /発行
2016.8 561p 22cm 2700 円
中曽根康弘、日航ジャンボ機墜落事故に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 1976 号】

東平遺跡調査報告書(群馬県吾妻郡嬬恋村今井)
平成１１年度第６次発掘調査報告
群馬県吾妻郡嬬恋村教育委員会 /編集･発行
2016.3 24p 口絵 2p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

高崎街づくり変遷図史
協和街作り研究所(高崎市)/発行
[1990.8] 10p 付図 13 枚 29cm(箱入)
15000 円
【受贈】

〔 2016.10 〕

苦楽の自分史

-2-

ＶＩＳＡ ２０１６年１０月号 通巻第５０９号
VISA 編集室 /発行
2016.10 121p 30cm 379 円
「【 特集 2】戦国武将が愛した名湯 群馬県 /草
津温泉」収録
【受贈】

3 社会科学
あしどり 平成２７年度 年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ[/発行]
[ 2016.8] 39p 30cm
【受贈】

不透明な時代を生き抜く名将の戦略
皆木和義 /著
クロスメディア･パブリッシング /発行
2016.8 255p 19cm 1380 円
真田三代に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1976 号】

新しい民俗資料論の課題―歴史資料と伝承資料の
統合をめざして―
板橋春夫 /著 2015.6 [18p] 21cm
『群馬文化 第三二二号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

Ｐａｕｌ Ｒｅｃｔｏｒ ｗａｓ ａｎ Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ
相崎和文 /[著･]発行
2015.12 172p 26cm
Paul Rector は旧富士見村に住んでいた
相崎氏は藤岡市在
【受贈】

安中市の獅子舞巡り
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.8 38p 21cm

【受贈】

いきいき長寿センターだより [創刊号]
安中市老人福祉センター /発行
[2016.9] A3 判 1 枚
【上毛 9/13】

宮崎駿の「半径３００メートル」と『風立ちぬ』
荻原真 /著 国書刊行会 /発行
2016.8 156p 19cm 1200 円
堀越二郎(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２８年第３回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2015.9 4,146p 30cm
【受贈】
伊勢崎市議会臨時会会議録 平成２８年第２回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2016.9 32p 30cm
【受贈】

吉田松陰 杉･村田家の系譜
熊井清雄 /著 東洋出版 /発行
2016.8 278p 図版 10p 19cm 1800 円
「 第九章 楫取素彦の県令辞任以降 、没年まで 」、
「第十二章 楫取寿子発願の前橋、正覚山清光
寺物語」収録
【 TRC 新刊案内 1977 号】

伊勢崎市の教育 平成２８年度
伊勢崎市教育委員会事務局 /編集
伊勢崎市教育委員会 /発行
2016.9 152p 30cm

両毛の民俗学―今井善一郎の村落への思い―
板橋春夫 /著
2002.3 [6p] 19cm
『街道の日本史 16』抜刷
今井氏は旧北橘村生まれ
板橋氏は伊勢崎市在住
【受贈】

【 受 贈】

いのちの民俗誌試論―群馬県館林市上山林、下山
林地区における誕生と死の儀礼分析から―
板橋春夫 /著 2009.3 [38p] 21cm
『ぐんま史料研究 第二十六号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

私の学んだ富岡学 伝えていきたい富岡学 富岡
学第１期生
富岡学実行委員会 /発行
2016.3 58p 30cm
【 受贈 】

いのちの民俗と個人―誕生と死についての聞き書
きから―
板橋春夫 /著 2009.3 [13p] 21cm
『群馬歴史民俗 第三〇号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
おぜのかみさま インターネットを安全･安心に
使うために 紙芝居
群馬県･群馬県警察[/発行]
[2015] 11 場面 28 × 39cm
【受贈】
学校基本調査の結果速報(群馬県) 平成２８年５
月１日現在
群馬県企画部統計課(人口社会係)/発行
[ 2016.8] 23p 30cm
【 受贈】
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〔 2016.10 〕

学校要覧 平成２８年度
群馬大学教育学部附属小学校 /発行
[2016] 40p 30cm

公有財産に関する調書
在
群馬県[/発行]
[2016] 87p 30cm

【受贈】

冠婚葬祭･贈答･宴会･人寄せ
板橋春夫 /著
2014.4 [20p] 21cm
『新 体系日本史 14 生活文化史』抜刷
群馬県に関する記述あり
板橋氏は伊勢崎市在住
【受贈】

業務概要 平成２７年度
群馬県立点字図書館 /発行
2016.7 23p 30cm

五十五の団子考―厄年と長寿儀礼の民俗―
板橋春夫 /著 2009.7 [16p] 21cm
『群馬文化 第二九九号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
在郷町の天王祭礼 桐生新町と大間々町の事例か
ら
板橋春夫 /著 2002.3 [11p] 30cm
『国立歴史民俗博物館研究報告 第九五号』抜
刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

【自館作成】
【受贈】

酒の民俗
板橋春夫 /著 1998.11 [21p]
『群馬県酒造誌』抜刷
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

26cm

猿追い祭り調査報告
板橋春夫 /著 1980.10 [40p] 26cm
『花咲区有文書目録･猿追い祭り調査報告』抜
刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

ぐんま子育て･若者サポートヴィジョン２０１６
（平成２８～３１年度）
群馬県健康福祉部こども未来局少子化対策･青
少年課[/発行]
2016.3 108p 30cm
【 受贈 】

獅子舞雑記ノート 一〇五
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2016.8 37p 21cm
西善の獅子舞(前橋市)、泉沢獅子舞(東吾妻町)、
沢渡獅子舞(中之条町)、上新田獅子舞(玉村町)
に関する記述あり
【受贈】

ぐんま子育て･若者サポートヴィジョン２０１６
概要版
群馬県こども未来部こども政策課[/発行]
[2016] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】
講演 Ⅰ 群歴民の足跡を振り返って
カンカチと風呂敷ササラ―三匹獅子舞にみる芸態
習得のあり方―
板橋春夫 /著 2014.5 12[,12p] 21cm
『群馬歴史民俗 第三五号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

上州水沼村星野家にみる近世後期の歳時習俗―現
行習俗との比較を通して―
板橋春夫 /著 1993.3 [21p] 21cm
『群馬歴史民俗 第一四号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
消防概要 平成２８年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 /
編集･発行
[ 2016.8] 76p 30cm
【受贈】

郷土部隊写真帳 支那事変･聖戦記念
東京日日新聞社[/発行]
1938.7 1 冊 38cm
（ 東京日日新聞 第 22249 号 附録 ）
群馬県に関する記述あり
【受贈】

〔 2016.10 〕

財政のあらまし 平成２８年６月
群馬県[/発行]
[ 2016.6] 44p 30cm
【受贈】

群馬県民の日記念事業一覧 平成２８年度
群馬県生活文化スポーツ部県民センター相談案
内係[/発行]
[2016] 16p 30cm
【受贈、上毛 9/9、ぐんま経済 9/29】

群馬パース大学紀要 第２０号
群馬パース大学 /発行
2015.9 18p 30cm

【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２８年度版
群馬大学総務部総務課広報係 /編集
2016.6 49p 30cm
【 受 贈】

急病人搬送の民俗―生死の狭間における対応―
板橋春夫 /著
1998.3 [14p] 21cm
『都市民俗研究 第四号』抜刷
「群馬県六合村の病人駕籠」収録
板橋氏は伊勢崎市在住
【受贈】
教育便覧 平成２８年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2016] 76p 30cm

平成２８年３月３１日現

千本木龍頭神舞と学校連携―茂呂小学校における
民俗芸能の活用事例から―
板橋春夫 /著 2006.10 [10p] 21cm
『群馬文化 第二八八号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

【 受贈 】
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高崎健康福祉大学紀要 第１５号
高崎健康福祉大学図書館運営委員会 /編集
高崎健康福祉大学 /発行
2016.3 186p 26cm
【受贈】

前橋市暮らしのガイドブック
前橋市･ゼンリン前橋営業所 /発行
2016.7 134p 30cm

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２８年度作成
前橋市社会福祉協議会[/ 発行]
[2016] 58p 30cm
【受贈】

高崎商科大学コミュニティ･パートナーシップ･セ
ンター紀要 第２号
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
2016.6 140p 30cm
【受贈】

前橋の市政概要 平成２８年度版
前橋市議会事務局 /編集･発行
[ 2016] 298p 30cm

男性産婆の伝承―羞恥心とジェンダーを視野に入
れて―
板橋春夫 /著 2008.3 [10p] 21cm
『群馬歴史民俗 第二九号』抜刷
群馬県に関する記述あり
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

民俗
飯島康夫･永島政彦･板橋春夫 /著
2000.4 [16p] 21cm
『群馬文化 第二六二号』抜刷
永島氏は元群馬県立前橋清陵高校所属
板橋氏は元伊勢崎市役所文書広報課所属
【受贈】

道徳郷土資料集「ぐんまの道徳」読み物資料
ぐんまの道徳 小学校
群馬県教育委員会[/発行]
2014.11 51p 30cm
【受贈】

民俗
板橋春夫･伊藤克枝･永島政彦･横田雅博 /著
2013.1 [8p] 21cm
『群馬文化 第三一三号』抜刷
板橋氏は國學院大學兼任講師で伊勢崎市在住
伊藤氏は富岡市立美術博物館所属
永島氏は群馬県立太田フレックス高等学校所属
横田氏は高崎市立新町第二小学校所属【受贈】

道徳郷土資料集「ぐんまの道徳」読み物資料
ぐんまの道徳 中学校
群馬県教育委員会[/発行]
2014.11 26p 30cm
【受贈】

「民俗野帳から」覚書―広報紙連載を終えて―
板橋春夫 /著 1986.3 [11p] 21cm
『伊勢崎市史研究 第四号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

【受贈】

南牧村まち･ひと･しごと創生総合戦略
～住民一人ひとりが手と手を取り合い、すべての
住民が幸せを感じることができる「幸齢者日本一
の村」を目指して～
群馬県南牧村[/発行]
[ 2016.3] 42p 30cm
【 受贈】
翔(はばたく) 高崎電気工事協同組合
周年記念誌
高崎電気工事協同組合 /編集･発行
2016.7 153p 31cm

【受贈】

水文化と川魚の民俗―群馬県邑楽郡板倉町の事例
から―
板橋春夫 /著 2006.6 [10p] 26cm
『利根川文化研究 第二八号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【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２７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･発行
2016.6 82p 30cm
【受贈】

南牧村過疎地域自立促進計画
[南牧村 /発行]
[ 2016] 24p 30cm

【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税 平成２８年度版
群馬県総務部税務課[/発行]
[2016] 52p 21cm
【受贈】
門付け芸としての春駒 フィールドの風景 其の
一
板橋春夫 /著 2015.3 [13p] 21cm
『上毛国語 第 80 号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

創立５０
【受贈】

八幡南だより 第一号
太田市八幡南町自治会 /発行
2007.6 4p A4 判

保育士がたりない！ 待機児童問題が突きつけた
日本の現実
鶴蒔靖夫 /著 IN 通信社 /発行
2016.8 237p 20cm 1800 円
人材紹介･派遣のアスカ(高崎市)に関する記述
あり
【上毛 9/24、 TRC 新刊案内 1976 号】

【東京 9/15】

養蚕と春駒―群馬県利根郡川場村門前の春駒―
板橋春夫 /著 2008.12 [22p] 21cm
『まつり 70 号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
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〔 2016.10 〕

群馬県企業立地マップ ２０１６ ２０１７
[群馬県産業経済部産業政策課企業誘致推進室 /
発行]
[2016] 折りたたみ 63 × 87cm
【受贈】

4 自然科学
「生命(いのち)」と「生きる」こと ハンセン病
を巡る諸問題を視座として
浅田高明 /著 文理閣 /発行
2016.8 274p 20cm 2500 円
草津湯之沢部落、栗生楽泉園、映画「ここに泉
あり 」、桜井哲夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1976 号】

群馬県鉱工業指数（平成２２年基準） 平成２７
年
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2016.8] 50p 30cm
【受贈】
群馬県循環型社会づくり推進計画 第二次
群馬県環境森林部廃棄物･リサイクル課 /編集･
発行
2016.3 92,14p 30cm
【受贈】

温泉を知る 温泉分析書を道しるべにした温泉案
内
信濃孝一 /著
丸善仙台出版サービスセンター /制作
2016.8 218p 21cm 1850 円
草津温泉、四万温泉、法師温泉、奥万座温泉、
田山花袋、若山牧水、萩原朔太郎に関する記述
あり
【受贈】

群馬県水防計画 平成２８年度
群馬県県土整備部河川課防災係[/発行]
[2016] 452p 付図 1 枚 31cm
【受贈】
群馬のうまいラーメン ２０１６ ▶ ２０１７
ニューズ･ライン /発行
2016.8 132p 26cm 800 円
【受贈、ぐんま経済 9/1】

群馬医学 第１０３号 平成２７年度群馬県医学
会特別講演
群馬県医学会 /編集 群馬県医師会 /発行
2016.8 31,29p 26cm
【受贈】
高崎医学 第６６巻 平成２７年
高崎市医師会 /発行
2016.7 243p 26cm

３０代で建てる群馬の家 ２０１６秋･冬号
Ｖｏｌ.１０
ニューズ･ライン /発行
2016.9 240p 30cm 324 円
【受贈、ぐんま経済 9/8】

【 受贈 】

タワー ランドマークから紐解く地域文化
津川康雄 /著 ミネルヴァ書房 /発行
2016.8 8,254p 21cm 2000 円
（ シリーズ･ニッポン再発見 3 ）
群馬県庁、高崎白衣大観音に関する記述あり
著者は高崎経済大学地域政策学部教授
【 TRC 新刊案内 1977 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾を語る会会報 第１８号
足尾を語る会 /発行
2016.7 50p 21cm 1000 円(送料込み)
【受贈】

地域を守る群馬県建設業協会 台風１３号（Ｈ２
８.９月７日･８日･９日）における災害対応のま
とめ
群馬県建設業協会[/発行]
[2016.9] 4p 30cm
【受贈、群馬建設新聞 9/17】

環境白書 平成２８年版
群馬県環境森林部環境政策課 /編集･発行
2016.9 218p 30cm 1752 円
【受贈、ぐんま経済 9/29】
群馬県環境基本計画 第３期
群馬県 /作製
[2016.9] 12p A4 判

地形で読み解く日本の城 安土城の新説！／地形
を巧みに使った真田の城／現存天主１２城の地形
的特徴…ｅｔｃ
西ケ谷恭弘 /編著 枻出版社 /発行
2016.8 87p 30cm 680 円
「信濃から上野の真田氏の全城 」、「真田氏の
山城 」、「名胡桃城･沼田城」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

概要版
【上毛 9/18】

群馬県企業立地のご案内 ２０１６－２０１７
[群馬県産業経済部産業政策課企業誘致推進室 /
発行]
[2016.8] 41p 30cm
【受贈、桐生タイムス 9/13、上毛 9/17】

〔 2016.10 〕
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鉄道博物館読本 鉄道ライター、鉄道カメラマン
による日本全国こだわり案内
洋泉社編集部 /編 洋泉社 /発行
2016.9 174p 21cm 1700 円
碓氷峠鉄道文化むらに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

6 産業
赤れんがものがたり
今井清二郎 /著 敬文舎 /発行
2016.8 127p 15 × 15cm 741 円
富岡製糸場の歴史を紹介する紙芝居を基にした
絵本
【上毛 8/27、 TRC 新刊案内 1979 号】

前橋の農業 平成２８年度
農政部農林課 /編集 前橋市役所 /発行
2016.8 120p 30cm
【受贈】

英訳 富岡日記 Ｔｏｍｉｏｋａ Ｄｉａｒｙ
和田英 /著
アラン･ルインスキー 麻衣子･ルインスキー /翻
訳 信州教育出版社 /発行
2016.8 111p 21cm 800 円
【受贈】

ローカル鉄道という希望 新しい地域再生、はじ
まる
田中輝美 /著 河出書房新社 /発行
2016.8 204p 19cm 1500 円
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

きたかる再発見 浅間牧場がすばらしい。
北軽井沢じねんびと(長野原町)/発行
[ 2016.9] 32p B5 変型
【上毛 9/30】
業務報告 平成２７年度（２０１５）
群馬県林業試験場 /発行
2016.6 125p 30cm
【 受贈 】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２８年６月１日
現在
群馬県産業経済部商政課[/発行]
[ 2016.6] 17p 30cm
【受贈】
群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場 /発行
[2016] 46p 30cm

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３７回
[関信越音楽協会･草津夏期国際音楽アカデミー
/発行]
[2016.8] 95p 26cm
【受贈】

平成２７年度
【受贈】

群馬県スポーツ推進計画
群馬県生活文化スポーツ部スポーツ振興課[ /発
行]
2016.3 47p 30cm
【 受 贈】

群馬の養蚕と暮らし＜講演抄録＞
板橋春夫 /著 2013.3 [2p] 26cm
『高崎経済大学論集 第 55 巻第 4 号』抜刷
著者は伊勢崎市在住
【受贈】
研究報告 第２０号
群馬県林業試験場 /編集
2016.5 83p 30cm

群馬県スポーツ推進計画 概要版
群馬県生活文化スポーツ部スポーツ振興課[ /発
行]
[ 2016.3] [ 4p] 30cm
【受贈】

【 受贈 】

【受贈】

午前０時、キスしに来てよ 第４巻
みきもと凛 /漫画 講談社 /発行
2016.9 429 円
物語の舞台としてロックハート城(高山村)に関
する記述あり
【朝日ぐんま 9/2】

島村ここに在り 境島村及びぐんま島村蚕種の会
に関する新聞報道等 その７
ぐんま島村蚕種の会[/発行]
[2015] 1 冊 30cm
【受贈】

上毛多胡郡碑帖の板本について
高橋達明 /著 ぺりかん社 /発行
2016.7 103p 20cm 2800 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1977 号】

島村ここに在り 境島村及びぐんま島村蚕種の会
に関する新聞報道等 その８
ぐんま島村蚕種の会[/発行]
[2016] 1 冊 30cm
【受贈】

嬬恋村の文化財
嬬恋村教育委員会 /発行
2016.3 47p 21cm
付属資料：「 嬬恋村の文化財マップ」 1 枚
【受贈】

山村振興計画書 [群馬県
度]
[南牧村 /発行]
[2005] 6p 30cm

南牧村

平成１７年
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道後エトランゼマップ ごく私的迷所ガイド 山
口晃道後百景 ＤＯＧＯ ＡＲＴ ２０１６
山口晃[/著･画]
[2016] 26p 19cm
山口氏は桐生市育ち
【受贈、桐生タイムス 8/6】
風景と記憶 作品集
田中正 /画
[2016] A4 判 2160 円
田中氏は前橋市在住

季刊 遠近 第６１号
遠近の会 /発行
2016.9 119p 21cm 463 円
「二湖映月」安西昌原(群馬県生まれ) /著収録
【受贈】
時間の女神のティータイム
あんびるやすこ /作･絵 ポプラ社 /発行
2016.8 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 70 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1976 号】

【東京 9/17】

別冊フレンド [２０１６年]９月号
講談社 /発行
[2016.9]
収録された「午前０時、キスしに来てよ 第 14
話」の作品の舞台としてロックハート城(高山
村)に関する記述あり
【朝日ぐんま 9/2】

拾遺譚
樋口武二 /著 詩的現代出版部(富岡市) /編集･
制作 書肆山住 /発行
2016.7 117p 21cm 1000 円
（詩的現代叢書 18）
著者は富岡市在住
【受贈】

ライブでキマる！超人気＆定番ソング！
ケイ･エム･ピー /発行
2016.8 247p 26cm 1800 円
（ BAND SCORE ）
back number(メンバーが群馬県出身の 3 人組バ
ンド)の「僕の名前を」と「高嶺の花子さん」
のバンドスコアを収録
【 TRC 新刊案内 1976 号】

上毛国語 第八十一号
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編集･発行
2016.3 128p 21m
【受贈】
人文資料研究 第９号
人文資料学会[/発行]
2016.9 34p 30cm
「≪翻刻≫西岡恭洲編『時雨塚 』」収録
西岡氏は高崎市の人
【受贈】
天狗の笛／ロイの大冒険
武井健一 /文･版画
武井工房(桐生市)/編集･発行
2016.5 26p 30cm
武井氏は桐生市在住

8 語学

【受贈】

トンネルのむこう 大谷榮男 歌集
大谷榮男 /著 青磁社 /発行
2016.5 195p 20cm 2500 円
（ 新かりん百番 84 ）
著者は渋川市出身、県立前橋高校卒業【受贈】

9 文学

能泉寺ケ原 詩集
田口三舩 /著 榛名まほろば出版(榛東村) /発行
2016.8 51p 21cm 1500 円
著者は高崎市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1978 号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あんびるやすこ /作 十々夜 /画 岩崎書店 /発行
2016.8 193p 18cm 650 円
（ フォア文庫 C273 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1977 号】
老イニモ負ケズⅤ
倉田東平 /著
『定年のち時々青春』発行会 /発行
2016.8 336p 19cm 2160 円(頒価)
著者は高崎市在住

〔 2016.10 〕

非戦を貫く三〇〇人詩集
鈴木比佐雄･佐相憲一 /編
コールサック社 /発行
2016.8 431p 21cm 1800 円
萩原朔太郎の作品収録
【 TRC 新刊案内 1977 号】

【受贈】
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ヒワマン日和
吉永南央 /著 光文社 /発行
2016.8 206p 19cm 1300 円
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1977 号】

ゲノム編集とは何か 「ＤＮＡのメス」クリスパ
ーの衝撃
小林雅一 /著 講談社 /発行
2016.8 247p 18cm 800 円
（ 講談社現代新書 2384 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1977 号】

僕はマネキンに恋をする 詩集
柳沢幸雄 /著 明文書房 /発行
2016.8 97p 16cm 1000 円
（ えぽ叢書 ３ ）
著者は伊勢崎市生まれで、群馬詩人クラブ会員
【受贈】

高速道路ファン手帳
佐滝剛弘 /著 中央公論新社 /発行
2016.8 313p 18cm 1100 円
（ 中公新書ラクレ 559 ）
著者は高崎経済大学地域科学研究所特命教授
【 TRC 新刊案内 1976 号】

繭の山河 いぶし飼い夫婦、ぐんまの絹物語
永井佐紺 /編著
上毛新聞社事業局出版部 /制作･発売
2016.9 170p 21cm 1000 円
【受贈、上毛 9/18、 TRC 新刊案内 1978 号】

子どもが、授業が、必ず変わる！「一期一会の道
徳授業」
加藤宣行･岡田千穂 /編著 東洋館出版社 /発行
2016.8 142p 26cm 2300 円
岡田氏は前橋市立大胡中学校教諭
【 TRC 新刊案内 1977 号】

ゆけ、おりょう
門井慶喜 /著 文藝春秋 /発行
2016.8 325p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1976 号】

転んでも、大丈夫 ぼくが義足を作る理由
臼井二美男 /著 ポプラ社 /発行
2016.8 188p 20cm 1200 円
（ ポプラ社ノンフィクション 26 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1976 号】

リカバリー 歌集
大谷榮男 /著 角川書店 /発行
2009.5 185p 20cm 2381 円
（ 新かりん百番 38 ）
著者は渋川市出身、県立前橋高校卒業【受贈】

障害の重い子どもの発達診断 基本と応用
白石正久 /著 クリエイツかもがわ /発行
2016.8 242p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1977 号】

我が愛する詩人の伝記
室生犀星 /著 講談社 /発行
2016.8 277p 16cm 1400 円
（ 講談社文芸文庫 む A9 ）
山村暮鳥、萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1977 号】

新インプラントで復活！食べる幸せ 専門医が解
説！あなたの歯はここまで甦る
中島和敏 /著 現代書林 /発行
2016.6 157p 21cm 1200 円
著者は中島歯科医院(桐生市)院長
【受贈、桐生タイムス 9/1】
生殖医療の衝撃
石原理 /著 講談社 /発行
2016.8 200p 18cm 800 円
（ 講談社現代新書 2383 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【 TRC 新刊案内 1977 号】

県関係者の一般著作
ありがとう！料理上手のともだちレシピ
高橋みどり /著 マガジンハウス /発行
2016.8 191p 21cm 1500 円
著者は群馬生まれ 【 TRC 新刊案内 1977 号】

投機は経済を安定させるのか？ ケインズ『雇用
･利子および貨幣の一般理論』を読み直す
伊藤宣広 /著 現代書館 /発行
2016.8 238p 20cm 2200 円
（ いま読む !名著 ）
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1977 号】

企業人の社会貢献意識はどう変わったのか 社会
的責任の自覚と実践
安齋徹 /著 ミネルヴァ書房 /発行
2016.8 11,278p 22cm 7000 円
著者は群馬県立女子大学国際コミュニケーショ
ン学部教授
【 TRC 新刊案内 1977 号】
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日本国憲法の真実 偽りの起草者ベアテ･シロタ･
ゴードン
高尾栄司 /著 幻冬舎 /発行
2016.8 407p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1976 号】
開かれた『学び合い』はこれで成功する！
水落芳明･阿部隆幸 /編著 学事出版 /発行
2016.8 211p 19cm 1600 円
水落氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1976 号】
ライオンはとてつもなく不味い
山形豪 /著 集英社 /発行
2016.8 198p 18cm 1300 円
（ 集英社新書 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1977 号】

視聴覚資料
サマーソウル～夏魂～（CD）
東洋ギャラクシー /演奏
2016.7 2500 円
東洋ギャラクシーは群馬を拠点に活動するバン
ド
【桐生タイムス 9/29】
使命～ｍｉｓｓｉｏｎ ｉｎ ｌｉｆｅ（CD）
江原隆昭 /ボーカル･作詞 牛房敏秋 /作曲
小林みゆき /編曲
うたりべ /[演奏･]制作
[2016.9] 15 曲 2000 円
うたりべは前橋と桐生に在住する 3 人組音楽グ
ループ
【上毛 9/14】
上州湯の花音頭／恋の伊勢崎からっ風（ レコード ）
野勢かおり /歌
東芝 EMI[ /発売]
[出版年不明] 500 円
【受贈】

電子資料
群馬県水防計画 平成２８年度（CD-ROM)
[群馬県県土整備部河川課 /発行]
[ 2016]
【受贈】

〔 2016.10 〕
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