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江木北土井遺跡 ―分譲住宅造成に伴う埋蔵文化
財発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2015.1 24p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

平成 28( 2016)年 9 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
発行日
発 行

江木南土井遺跡 ―建売分譲住宅建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.3 8p 写真図版 3p 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。

えりあぐんま 第２２号 ２０１６
群馬地理学会 /編集･発行
2016.6 84p 26cm

・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。

覚えておきたい総理の顔 歴代総理のガイドブッ
ク スマート版
本間康司 /著 清水書院 /発行
2016.8 214p 21cm 1500 円
鈴木貫太郎 、福田赳夫 、中曽根康弘 、小渕恵三 、
福田康夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 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。

覚えておきたい人と思想１００人 世界の思想家
ガイドブック スマート版
本間康司 /絵と文 越田年彦 /執筆･監修
清水書院 /発行
2016.8 211p 21cm 1500 円
内村鑑三と田中正造に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 号】

０ 総記

親分子分<俠 客>の盛衰史 町奴･火消･札差=旦那･
博徒=義賊
白柳秀湖 /著 国書刊行会 /発行
2016.7 336,17p 20cm 3700 円
（ 義と仁叢書 8 ）
大前田英五郎、国定忠治に関する記述あり
「浅間山の噴火と罹災民の一揆」収録
【 TRC 新刊案内 1973 号】

1 哲学･宗教
『上野国神社明細帳』の成立と名望家
丑木幸男 /著 2016.3 [21p] 21cm
『群馬歴史民俗 第 37 号』抜刷
著者は高崎市在住

【受贈】

貝沢･島遺跡 ―宅地分譲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
2016.3 22p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

【受贈】

楫取素彦と功徳碑
手島仁[ /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
2016.7 72p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 7 ）
著者は前橋市文化スポーツ観光部参事
【受贈、 TRC 新刊案内 1976 号】
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〔 2016.9 〕

上佐野舟橋遺跡５
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.7 29p 写真図版 8p 30cm

柴崎屋敷遺跡 ―宅地建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.6 24p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

【受贈】

上中居岡西遺跡３ ―店舗建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.6 47p 写真図版 13p 30cm
【受贈】

週刊日本の名寺をゆく 仏教新発見
寺 改訂版
朝日新聞出版 /発行
2016.4 35p 30cm 537 円
（ 朝日ビジュアルシリーズ ）
等順に関する記述あり

上中居宇名室遺跡２ ―集合住宅建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査―
高崎市教育委員会 /編集･発行
2016.6 50p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

桐生史苑 第五十五号
桐生文化史談会 /発行
2016.3 117p 21cm

玉村町の環濠
【受贈】

新後閑遺跡３ ―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
2016.3 26p 写 真図版 2,8p 30cm 【受 贈】

【受贈】

総理の値打ち 新版
福田和也 /著 新潮社 /発行
2016.8 233p 18cm 760 円
（ 新潮新書 680 ）
鈴木貫太郎 、福田赳夫 、中曽根康弘 、小渕恵三 、
福田康夫に関する記述あり
【産経 8/28、 TRC 新刊案内 1976 号】

ぐんまがいちばん！ ぐんまちゃんが案内する群
馬の魅力 ４版
群馬県広報課ぐんまイメージアップ推進室 /発
行
2016.5 48p 30cm
【 受贈 】

館林市史 通史編２ 近世館林の歴史
館林市史編さん委員会 /編集 館林市 /発行
2016.3 539p 27cm 3000 円(頒価)
【受贈、産経 8/1、上毛 8/19、毎日 8/20】

【受贈】

館林市内遺跡発掘調査報告書―平成２６･２７年
度各種開発に伴う埋蔵文化財調査―
館林市教育委員会文化振興課文化財係 /編集･発
行
2016.3 27p 写真図版[ 12p] 30cm 【受贈】

考古学講演会･講座の記録 １ 大室古墳の教室
前橋市教育委員会事務局文化財保護課 /発行
2016.2 134,4p 30cm
【受贈】

旅に出たくなる地図 関東甲信越
帝国書院編集部 /著 帝国書院 /発行
2016.7 136p 30cm 1500 円
（ 旅に出たくなる ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1972 号】

古代東国文化シンポジウム 東アジアから見た前
二子古墳記録集･資料集 大室古墳の教室
前橋市教育委員会[/発行]
[ 2015.2] 209p 30cm
【 受贈】
サムライたちの幕末･明治 幕府とともに戦い敗
れた最後の大名･家臣の「その後」とは？
歴史 REAL 編集部 /編 洋泉社 /発行
2016.8 189p 18cm 900 円
（ 歴史新書 ）
酒井忠清、小栗忠順に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1975 号】

〔 2016.9 〕

【受贈】

白井掛岩遺跡 独立行政法人国立病院機構西群馬
病院新築設備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･発行
2016.1 196p 写 真 図 版 2,62p 30cm【 受 贈 】

倉賀野長賀寺山古墳 ―長屋住宅建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2015.6 37p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

群馬名峰の旅クイズ
金山幸雄 /著 歩行社 /発行
2016.5 207p 31cm 3000 円

善光

宿大類村西遺跡２ ―建売分譲に伴う埋蔵文化財
発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.10 23p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

神流川 ふるさとの山と川のものがたり
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務
所[/発行]
2016.3 126p 30cm
【受贈】
企画展 平成２８年度 第２１回
屋敷と城館
玉村町歴史資料館[/編集･発行]
[ 2016.7] 30p 30cm

１６

嬬恋村の自然と文化
松島榮治 /著 嬬恋郷土資料館 /編集･発行
[出版年不明] 106p 30cm
著者は嬬恋郷土資料館名誉館長
【受贈】
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天明の災にかがやく恩恵
鎌原区･鎌原観音奉仕会 /編集･発行
1992.8 87p 26cm

道の駅ナビ 全国版 ２０１７
交通タイムス社 /発行
2016.9 225p 30cm 1111 円
（ CARTOP MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 号】

【 受贈 】

とことん親切マップで登る３時間登山 首都圏の
見晴らしがいい山２５
中田真二 /著 誠文堂新光社 /発行
2016.7 190p 21cm 1300 円
（ 山の達人徹底コースガイド ）
鳴神山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1972 号】

みどり市内遺跡 ７
みどり市教育委員会 /編集･発行
2016.3 103p 30cm

棟高南寝暮窪遺跡 ―店舗建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2015.7 20p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

都道府県がわかるご当地怪獣大図鑑
ご当地怪獣調査隊 /編著 西東社 /発行
2016.9 191p 21cm 1000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 号】

八幡宮ノ後遺跡 ―宅地建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.8 18p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

利根川近現代史
松浦茂樹 /著 古今書院 /発行
2016.8 21,491p 22cm 9500 円
【 TRC 新刊案内 1973 号】

４０代から始めるトレッキングガイド 厳選コー
ス３３
日本トレッキング協会 /監修
プレジデント社 /発行
2016.7 95p 28cm 900 円
（ PRESIDENT MOOK ）
本白根山、赤城山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1973 号】

中山道浪漫の旅 東編
岸本豊 /著 信濃毎日新聞社 /発行
2016.7 153p 19 × 26cm 2000 円
【 TRC 新刊案内 1974 号】
日本の『数学教育』の源流を探る
２１世紀の
変容を乗り越える「教育」のために
町田彰一郎 /著 創英社 /発行
2016.8 166p 19cm 1500 円
『 4 章 日本を代表する数学者「関孝和 」』収録
【 TRC 新刊案内 1974 号】
はるかな尾瀬 ｖｏｌ.３０
尾瀬保護財団 /発行
2016.6 12p 30cm

【 受 贈】

らくらく山さんぽ 低山から高山まで季節別３４
コース+α
交通新聞社 /発行
2016.8 144p 21cm 800 円
（ 旅の手帖 MOOK ）
荒船山 、谷川岳 、日光白根山 、妙義山･中間道 、
トーミの頭、至仏山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1973 号】

【受贈】

林道ツーリングガイドブック ２０１６～２０１
７
実業之日本社 /発行
2016.8 111p 26cm 1200 円
（ ブルーガイド･グラフィック ）
秋鹿大影林道、万沢林道、林道東御荷鉾線、栗
原川林道、三沢林道、林道山田入線、林道湯沢
線に関する記述あり【 TRC 新刊案内 1973 号】

１００人の聖書
篠原元 /著 イーグレープ /発行
2016.7 178p 19cm 1300 円
新島襄、中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1975 号】
ブラタモリ ２ 富士山 東京駅 真田丸スペシャ
ル(上田・沼田)
NHK「ブラタモリ」制作班 /監修
KADOKAWA/発行
2016.7 143p 21cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1974 号】

るるぶ群馬 草津 伊香保 富岡 '１７
JTB パブリッシング /発行
2016.8 161p 26cm 840 円
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1973 号】

松本の念仏塔と念仏行事 調査報告書
松本市教育委員会 /発行
2016.3 57p 30cm
浅間山噴火により観音堂を残して全滅した鎌原
村で等順が行った現地の救援活動に関する記述
あり
【受贈】

零戦と名機 第２次世界大戦“空戦”のすべて
宝島社 /発行
2016.8 111p 30cm 1200 円
（ 別冊宝島 2480 ）
堀越二郎(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1973 号】
-3-
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連雀町遺跡 ―多機能型住居整備事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査―
毛野考古学研究所 /編集･発行
2016.6 92p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

3 社会科学

群馬県立女子大学 ２０１７
群馬県立女子大学[/発行]
[2016] 57p 30cm

【受贈】

群馬歴史民俗 第３７号
群馬歴史民俗研究会 /編集･発行
2016.3 108p 21cm

【 受 贈】

公営企業の概要 平成２８年度
群馬県企業局 /編集･発行
[2016] 67p 30cm

【受贈】

上州路の民話と諺･謎掛けの民俗を訪ねて
酒井正保 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.7 9,141p 21cm 1200 円
著者は前橋市在住
【上毛 8/15･ 23、 TRC 新刊案内 1976 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２８年第１回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2016.6 278p 30cm
【 受贈 】
伊勢崎市統計書 平成２７年版
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係 /編集
2016.6 81p 30cm
【受贈】

消防年報 ２０１６年(平成２８年)刊行
総務課 /編集 高崎市等広域消防局 /発行
2016.6 84p 30cm
【受贈】

大泉町くらしの便利帳 ２０１５ ▶ ２０１７
大泉町･サイネックス /発行
2015.12 119p 30cm
【受贈】

全４７都道府県幸福度ランキング ２０１６年版
寺島実郎 /監修 日本総合研究所 /編
東洋経済新報社 /発行
2016.8 15,309p 26cm 3500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 号】

各市町村文化協会等活動概要 平成２７年度
群馬県文化協会連合会[/発行]
[ 2015.6] 66p 30cm
【受贈】
各市町村文化協会等活動概要 平成２８年度
群馬県文化協会連合会[/発行]
[ 2016.6] 66p 30cm
【受贈】

東京福祉大学赤い羽根共同募金部会設立１０周年
記念誌
[東京福祉大学(伊勢崎市)/発行]
[2015] [30p] 30cm
【受贈】

革命の地図 戦後左翼事件史
山野車輪 /作･画 イースト･プレス /発行
2016.8 255p 21cm 1300 円
あさま山荘事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1975 号】

利根沼田生涯学習･社会教育要覧 平成２８年度
群馬県教育委員会利根教育事務所[/発行]
[2016] 48p 30cm
【受贈】

学校保健統計確報（ 学校保健統計調査の結果確報 ）
群馬県結果 平成２７年度
群馬県企画部統計課[/発行]
[2016.5] 13[ ,12p] 30cm
【受贈】

野栗の民俗―群馬県多野郡上野村 ２０１５年度
調査報告書
中央大学総合政策学部民俗調査ゼミナール /編
中央大学総合政策学部岩田重則研究室 /発行
2016.7 91p 21cm
【 受 贈】

学校要覧 平成２８年度
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2016.6 57p 30cm
【受贈】

文化ふじおか 第１号
協会誌編集委員会 /編集
2016.5 18p 30cm

共愛学園前橋国際大学論集 第１６号
共愛学園前橋国際大学 /編集･発行
2016.3 176p 30cm
【 受贈 】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学 /発行
2016.3 121p 30cm

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成２８年
度
群馬県教育委員会事務局高校教育課[/発行]
[ 2016] [ 2p] 30cm
【受贈】

前橋市公民館事業概要 平成２７年度実績
前橋市教育委員会[/発行]
[ 2016] 302p 30cm
【受贈】

〔 2016.9 〕
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藤岡市文化協会 /発行
【 受 贈】

第１９号
【受贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第７４号
前橋市小中学校校長会 /発行
2016.7 50p 21cm
要覧 平成２８年度
群馬県教育文化事業団[/発行]
[ 2016.5] 30p 30cm
老健ぐんま １９巻
「老健ぐんま」編集委員会 /編集
群馬県老人保健施設協会 /発行
2016.6 134p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学

【受贈】

神流川 防災ブック
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務
所[/発行]
2016.3 25p 21cm
【 受 贈】

【受贈】

軍用機製造の戦後史 戦後空白期から先進技術実
証機まで
福永晶彦 /著 芙蓉書房出版 /発行
2016.7 114p 21cm 2000 円
富士重工業に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1973 号】

【 受贈 】

会報 第４３号
群馬県食品工業協会 /発行
2016.3 28p 30cm

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

【受贈】

建築物の清掃から排出される廃棄物の適正処理手
引書
剥離廃液を適正に処理する会(伊勢崎市) /発行
2016.5 24p 30cm
【受贈、上毛 6/25】

【受贈】

群馬県産鳥類の標本化と各種計測値について
清水伸彦 /著 2016 [9p] 30cm
『群馬県立自然史博物館研究報告 20 号』抜刷
著者は群馬県立自然史博物館所属
【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０５
レヴォーグＳＴＩスポーツは乗り味極上！！/土
屋圭市が新旧ＢＲＺ乗り比べ
交通タイムス社 /発行
2016.9 145p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1975 号】

群馬県立自然史博物館研究報告 ２０号
群馬県立自然史博物館 /編集･発行
2016.3 215p 30cm
【 受贈 】

たてばやしと鉱毒事件 （第７刷）
館林市教育委員会文化振興課 /発行
2016.3 10p
21cm

群馬生物 第６４号
会誌編集委員会 /編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会 /発行
2015.5 42p 30cm
【受贈】

【受贈】

ＲＡＬＬＹ ＣＡＲＳ １３ ＳＵＢＡＲＵ ＩＭ
ＰＲＥＺＡ ５５５ 頂点へと飛躍した新世代マ
シン
三栄書房 /発行
2016.9 115p 29cm 1200 円
（ サンエイムック ）【 TRC 新刊案内 1974 号 】

群馬生物 第６５号
会誌編集委員会 /編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会 /発行
2016.5 60p 30cm
【受贈】

零戦五二型 レストアの真実と全記録
藤森篤 /著･撮影･監修 枻出版社 /発行
2016.8 95p 29cm 2400 円
（ エイムック 3447 ）
付属資料： DVD ビデオディスク 1 枚
【 TRC 新刊案内 1974 号】

古第三紀･新第三紀･第四紀の生物 上巻
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2016.8 183p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 9 ）
【 TRC 新刊案内 1974 号】
古第三紀･新第三紀･第四紀の生物 下巻
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2016.8 173p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 10 ）
【 TRC 新刊案内 1974 号】
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〔 2016.9 〕

前橋市観光農業マップ
前橋市 /作製
[ 2016.8] [折りたたみ]

6 産業

A3 判【上毛 8/14】

必ず一度は訪れたい！日本の世界遺産ガイド
かみゆ歴史編集部 /編 彩図社 /発行
2016.8 95p 30cm 880 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 1974 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

群馬県欧州プロモーション実績報告書 平成２７
年度
群馬県ミラノ国際博覧会出展等協議会[ /発行]
[ 2016.3] 94p 30cm
【 受贈】

馬鑑 山口晃展
馬の博物館学芸部 /編集 馬の博物館 /発行
2016.4 47p 19 × 26cm
山口氏は桐生市に育つ
【受贈】

群馬県交通安全計画 第１０次 （平成２８年度
～平成３２年度）
群馬県県土整備部交通政策課 /編集･発行
群馬県交通安全対策会議 /発行
2016.6 47p 30cm
【受贈】

風の旅 星野富弘の詩画による
なかにしあかね /作曲 星野富弘 /作詩
カワイ出版 /発行
2016.8 16p 30cm 1100 円
富弘美術館開館 25 周年記念の歌「 風の旅 」の 、
同声 2 部合唱版、独唱版の楽譜を収録
【 TRC 新刊案内 1973 号】

群馬県交通安全実施計画 平成２８年度
群馬県県土整備部交通政策課 /編集･発行
群馬県交通安全対策会議 /発行
2016.6 2,42p 30cm
【受贈】

群馬県 山のグレーディング ～無雪期･天候良
好時の「登山ルート別 難易度評価」～
群馬県産業経済部観光局観光物産課･群馬県山
岳団体連絡協議会 /作成
2016.8 1 枚 42 × 30cm 【受贈、上毛 8/3】

群馬県産業振興基本計画～複数の峰を持つ“強い
ぐんまの産業”をめざして～ 平成２８年度―平
成３１年度
群馬県産業経済部産業政策課[/発行]
[ 2016.3] 153p 30cm
【受贈】

県民芸術祭報告集 第３９回（平成２７年度）
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2016.5 32p 30cm
【受贈】

群馬県産業振興基本計画～複数の峰を持つ“強い
ぐんまの産業”をめざして～ 平成２８年度―平
成３１年度 概要版
群馬県産業経済部産業政策課[/発行]
[2016] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

杉戸信雄画集 ２０１５
杉戸信雄[/画]
2015.5 73p 31cm
杉戸氏は桐生美術協会会員

大切なものは 目に見えない
美谷島邦子[/作･絵]
[2016.8] 37p
日航機墜落事故後の日々などを描いた絵本
墜落現場「御巣鷹の尾根」(上野村)の写真収録
著者は日航機墜落事故の遺族会「 8･12 連絡会 」
事務局長
【読売 8/11】

杉戸信雄 クロッキー･デッサン集
杉戸信雄[/画]
[2016.3] 48p 30cm
杉戸氏は桐生美術協会会員

２０１６
【受贈】

第１９回 書画一人展 図録(カタログ)
浦野惠司 /著
[2016] 1 冊 13 × 19cm
著者は渋川市生まれ、前橋市在住
【受贈】

テーマ別日本切手カタログ Ｖｏｌ.２ 世界遺
産･景観編
日本郵趣協会 /発行
2016.7 175p 21cm 1570 円
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する切手収録
【 TRC 新刊案内 1973 号】

玉村町の文化財
玉村町歴史資料館 /編集
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /発行
2016.3 73p 30cm
【 受 贈】

はばたけ群馬観光プラン ２０１６－２０１９
オール群馬で創ろう！魅力あふれる観光県ぐんま
群馬県観光振興計画
群馬県[/発行]
[ 2016.3] 89p 30cm
【受贈】

〔 2016.9 〕

【受贈】
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力を引き出す高校野球監督の名言
田尻賢誉 /著 ベースボール･マガジン社 /発行
2016.7 287p 19cm 1400 円
桐生第一・福田治男、前橋育英･荒井直樹、県
大高崎･青柳博文の 3 監督の言葉を収録
【上毛 8/7、 TRC 新刊案内 1971 号】

カーテン(幕) 風雲の富岡製糸場
召祭薫 /著
2016.8 386p 四六判 1200 円
富岡製糸場を舞台にした長編推理小説
著者は高崎市在住
【上毛 8/2】
季刊 遠近 第３０号
遠近の会[/発行]
2006.11 176p 21cm 762 円
「春の夢―東山温泉にて―」安西昌原(群馬県
生まれ) /著収録
【受贈】

夏の甲子園完全ガイド “最高”に熱い夏を 、“
最高”に楽しむ。
コスミック出版 /発行
2016.9 127p 26cm 1000 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1974 号】

季刊 遠近 第５０号
遠近の会[/発行]
2013.6 262p 21cm 952 円
安西昌原 /著の「 岩村 蓬さんと私 」、
「 銀河図譜 」
収録
安西氏は群馬県生まれ
【受贈】

年報 第４５集 平成２６年度文化財調査報告書
前橋市教育委員会事務局文化財保護課 /発行
2015.11 41p 29cm
【受贈】

季刊 遠近 第６０号
遠近の会[/発行]
2016.5 182p 21cm 920 円
安西昌原 /著の小説「 歌の終わり 」、コラム「 昭
和基地からのハガキ 」、「編集後記」収録
安西氏は群馬県生まれ
【受贈】

8 語学

北一輝と萩原朔太郎 「近代日本」に対する異議
申し立て者
芝正身 /著 御茶の水書房 /発行
2016.8 9,336,5p 21cm 3000 円
【上毛 8/21、産経 8/28、 TRC 新刊案内 1976 号】

全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集
第３０回
法務省人権擁護局 /発行
2011.2 60p 21cm
「忘れてはならないこと」大井海琴(群馬大学
教育学部附属中学校三年)作文収録 【受贈】

斜度 歌集
鶴岡美代子 /著 現代短歌社 /発行
2016.5 176p 20cm 2315 円
（ 軽雪叢書 第 52 篇 ）
著者は前橋市生まれ
【受贈、毎日 6/6】
朱武者伝 本巻
小幡正一郎 /著
2016.6 196p 19cm
物語の舞台として群馬県に関する記述あり
著者は富岡市在住
【受贈】

9 文学
あしあと 歌集
今泉八重 /[著･]発行 今泉良雄 /編集･作製
[2016] 168p A4 判
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 8/24、上毛 8/29】
杏

吉田鈴江句集
吉田鈴江 /著 一莖書房 /発行
2016.3 210p 20cm
著者は高崎市在住

シュンスケ！
門井慶喜 /著 KADOKAWA/発行
2016.7 415p 15cm 720 円
（ 角川文庫 か 76-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1973 号】
戦国秘史 歴史小説アンソロジー
伊東潤･風野真知雄 /著 KADOKAWA/発行
2016.7 389p 15cm 720 円
（ 角川文庫 時 -い 69-51 ）
「伏見燃ゆ鳥居元忠伝」武内涼(群馬県出身) /
著収録
【 TRC 新刊案内 1973 号】

【受贈】

風のうた―偏見と差別解消が芽吹きする 藤田三
四郎詩文集
藤田三四郎 /著 新葉館出版 /発行
2016.8 297p 20cm 2000 円
著者は国立ハンセン病療養所「 栗生楽泉園 」(草
津町)の入園者自治会長 【受贈、上毛 8/28】
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〔 2016.9 〕

玉依姫
阿部智里 /著 文藝春秋 /発行
2016.7 338p 20cm 1500 円
（ [八咫烏シリーズ 5] ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1973 号】

ファイティング寿限無
立川談四楼 /著 祥伝社 /発行
2016.7 368p 16cm 670 円
（ 祥伝社文庫 た 35-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1972 号】

田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館 /発行
2016.3 61p 26cm

小さな自分史 思いでつづり 第八号（終刊号）
ぐんま自分史の会 /発行
2016.7 119p 21cm 700 円(頒価) 【受贈】

ふゆのゆうれい 詩集
金井裕美子 /著
詩的現代出版部(富岡市)/編集･制作
書肆山住 /発行
2016.6 103p 21cm 2000 円
（ 詩的現代叢書 17 ）
著者は高崎市在住

透明なペガサス 歌集
田村奈織美 /著 短歌研究社 /発行
2016.6 174p 20cm 2500 円
（ 新かりん百番№ 89 ）
著者は沼田市在住

本のパーキング ２３号
hashoma-do/発行
2016.6 14p 21cm 200 円(頒価)
『「 ハック」の冒険は終わらない』アラマキマ
リコ(前橋市在住) /著収録
【受贈】

第２８号

夏空 詩集
浦野惠司 /著
[2016] 41p 13 × 19cm
著者は渋川市生まれ、前橋市在住

【受贈】

【受贈】

第８０号

萩原朔太郎研究会 会報 ＳＡＫＵ
新装第２号
萩原朔太郎研究会 /発行
2016.5 74p 21cm

第８１号

淵

○△□ぼしものがたり
あんびるやすこ /作･絵 銀林浩 /監修
チャイルド本社 /発行
2016.8 36p 26 × 27cm 972 円
（ スーパーワイドチャレンジえほん 2 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1972 号】

【受贈】

萩原朔太郎研究会 会報 ＳＡＫＵ
新装第１号
萩原朔太郎研究会 /発行
2015.5 58p 21cm

【 受贈 】

迷宮と精霊の王国 ３
塔ノ沢渓一 /著 アルファポリス /発行
2016.7 277p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1973 号】

【 受贈 】

彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第二十四回
白井宿彌酔の句会実行委員会(渋川市)/発行
2016.7 43p 21cm
【受贈】

第２１３号
淵の会 /発行
2016.6 47p 21cm 500 円
松田治男(群馬県在住)/著の「 恵みの時間 」「
･ 前
号の歌の鑑賞」収録
【受贈】

八月五日の白い鳥
大川優 /作 まさひろ /絵
熊野神社･千代田町三丁目自治会 /発行
2015.8 23p 15 × 21cm
前橋空襲を題材にした絵本
大川氏は熊野神社(前橋市)氏子会会長
【受贈、朝日 8/5】

県関係者の一般著作
海の寄生･共生生物図鑑 海を支える小さなモン
スター
星野修･齋藤暢宏 /著 築地書館 /発行
2016.7 107p 20cm 1600 円
齋藤氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1973 号】

八月五日の白い鳥 第２版
大川優 /作 まさひろ /絵
熊野神社･千代田町三丁目自治会 /発行
2016.8 23p 15 × 21cm
前橋空襲を題材にした絵本
大川氏は熊野神社(前橋市)氏子会会長
【受贈、朝日 8/5】

〔 2016.9 〕

【受贈】

基本から学ぶラテン語
河島思朗 /著 ナツメ社 /発行
2016.8 303p 21cm 2000 円
別冊付録：「 練習問題」 48p
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1972 号】
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９９%のための経済学入門 マネーがわかれば社
会が見える 第２版
山田博文 /著 大月書店 /発行
2016.7 236p 21cm 1900 円
（ 大学生の学びをつくる ）
著者は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1973 号】

ぬりっこ [２０１６]夏号
大和ホーム(高崎市)[/発行]
[2016] 4p A4 判
塗り絵が楽しめるオリジナルの年 4 回の季刊誌
【ぐんま経済 8/27】
仏典に耳を澄ませ、菩薩を学び、共に生きる
菅沼晃 /著 国書刊行会 /発行
2016.7 369,2p 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1973 号】

教育紙芝居集成 高橋五山と「幼稚園紙芝居」
高橋洋子 /編著 川戸道昭 /論考
国書刊行会 /発行
2016.7 356p 31cm 28000 円
編著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1974 号】

屋久島の少女アニカ 薬草がくれたおくりもの
しおうらしんたろう /さく･え
鈴木恵美香 /かんしゅう ポトス出版 /発行
2016.7 40p 19cm 1200 円
しおうら氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1974 号】

金利が上がらない時代の「金利」の教科書
小口幸伸 /著 フォレスト出版 /発行
2016.8 179p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1973 号】

わが家は低塩･無添加のお漬物 プロ技伝授
大島貞雄 /著 東京農業大学出版会 /発行
2016.7 76p 24cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1972 号】

現場で使える認知症ケア便利帖
田中元 /著 翔泳社 /発行
2016.7 159p 21cm 1800 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1973 号】
子どもの心の育てかた
佐々木正美 /著 河出書房新社 /発行
2016.7 141p 20cm 1300 円
著者は前橋市出身
【上毛 8/18、 TRC 新刊案内 1974 号】

視聴覚資料
桐生機街詩の街／夜のサンロード（CD）
舞川るみ /歌 ナカヤマプロモーション /発売
2016.8 2 曲 1000 円(税込)
舞川氏は桐生出身
【桐生タイムス 8/5】

シンボルの魔術 あなたの人生はあなたが創る
今井雅晴 /著 知道出版 /発行
2016.7 242p 19cm 1500 円
著者はイマイ建築設計事務所(高崎市)社長
【ぐんま経済 8/25、 TRC 新刊案内 1972 号】

群馬県中学校総合体育大会開会式 第５１回
（DVD）
[群馬県 /発行] [群馬テレビ /制作］
[ 2016]
【受贈】

世界の美しいモスク
深見奈緒子 /文･監修 エクスナレッジ /発行
2016.7 163p 25cm 1800 円
深見氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1974 号】
大學私衡訓釈
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓釈
2016.7 131p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立赤堀中学校 平成２８年６月２８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】

須賀昌五 /発行

みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
中央中学校 平成２８年６月２８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】

【受贈】

次の「 震度７ 」はどこか！ 熊本地震の真相は「 熱
移送」
角田史雄 /著 藤和彦 /聞き手 PHP 研究所 /発行
2016.8 227p 18cm 1050 円
著者は東吾妻町出身
【上毛 8/10、 TRC 新刊案内 1973 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
城東小学校 平成２８年７月１２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】

-9-

〔 2016.9 〕

みんなの時間 地域が支える小中学校 館林市立
第五小学校 平成２８年７月５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 富岡市立
額部小学校 平成２８年７月１９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】

電子資料
出会いのカタチ 群馬にみる多様化す る現代 の
「結婚」 （電子書籍）
上毛新聞社[/編集] ブックビヨンド /発売
2016.8 324 円
上毛新聞 2016 年 1 月～ 6 月に紙面上で展開し
た大型連載の電子書籍化
【上毛 8/26】

〔 2016.9 〕
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