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青い川 上巻 青年教師の刹那の恋と涙の川
渡部平吾/著 ごま書房新社/発行
2012.8 200p 19cm 1300 円
著者は群馬大学学芸学部卒業
【TRC 新刊案内 1778 号】

平成 24(2012)年 9 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196
発行日
発 行

青い川 下巻 大和太郎の行動力と実践の山脈
渡部平吾/著 ごま書房新社/発行
2012.8 200p 19cm 1300 円
著者は群馬大学学芸学部卒業
【TRC 新刊案内 1778 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。

A Sequel to the Manga Story of Jo Niijima
The Challenge to Establish the First Private
University in Japan
Yasuhiro MOTOI/監修 Shigeru NODA/画
同志社大学/発行 コトコト/発売
2012.6 231p 21cm 952 円
新島襄の後半生をマンガで描く
【TRC 新刊案内 1777 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。

いろいろあるさ生きてっからね
奥野敦士/著 実業之日本社/発行
2012.7 199p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1776 号】
E23a三本木大谷Ｂ遺跡 E23b三本木中道東Ｂ遺跡
E23c三本木中道東Ｃ遺跡（さんぼんぎおおやびー
いせき さんぼんぎなかみちひがしびーいせき
さんぼんぎなかみちひがししーいせき） 三本木
工業団地造成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
群馬県藤岡市教育委員会/発行
2012.3 [11,]314p 写真図版 2,84p 30cm
【受贈】

０ 総記

1 哲学･宗教

江戸の天才数学者 世界を驚かせた和算家たち
鳴海風/著 新潮社/発行
2012.7 189p 20cm 1100 円
（ 新潮選書 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1777 号】

諸国一ノ宮山歩
若山聡/著 風媒社/発行
2012.7 246p 21cm 1600 円
上野国一ノ宮に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1776 号】
スピリチュアリスト・大村真吾が選ぶ開運つなが
るパワースポット
大村真吾/著 セルバ出版/発行
2012.7 159p 19cm 1400 円
榛名神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1777 号】
にんげん ３００号
船戸義澄/発行
[2012.8]
船戸氏は安養寺(桐生市)住職
【桐生タイムス 8/22】
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えりあぐんま 第１８号 ２０１２
群馬地理学会/編集･発行
2012.6 84p 26cm

【受贈】

伯父佐藤緑葉の覚書 若山牧水の親友
佐藤正子(東吾妻町)/編集
上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.3 219p 21cm
佐藤緑葉氏は旧吾妻郡東村生まれ

【受贈】

〔2012.9〕

尾瀬の保護と復元 第２９号
福島県特殊植物等保全事業調査報告書 ２０１２
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
2012.3 [5,]80p 30cm
【受贈】

しゃぼん玉 旦尾雅子遺稿集並びに追悼集
[中野正子･宮川啓子･原澤春代/制作･発行]
2012.5 128p 22cm
旦尾氏は前橋市立第二保育所の元園医【受贈】
出土文字資料と古代の東国
高島英之/著 同成社/発行
2012.8 9,307p 22cm 6400 円
（ ものが語る歴史 28 ）
著者は群馬県教育委員会文化財保護課勤務
【TRC 新刊案内 1779 号】

駆け抜けた一生－追悼－金井久
金井治子/著･発行 あさを社(高崎市)/編集
2012.7 142p 22cm
金井久氏は藤岡市生まれ
【受贈】
揖取素彦読本（かとりもとひことくほん） 吉田
松陰との絆を活かして、新しい群馬の扉を開いた
人
揖取素彦顕彰会(前橋市)/編集
揖取素彦顕彰賛助会/発行
2012.8 4,99p 21cm 300 円(税込)
【受贈、上毛 8/29、読売 8/31】

白石北原遺跡（しろいしきたはらいせき）（旧石
器時代編）
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2012.3 63p 写真図版 11p 30cm
【受贈】
西部エリア 高崎市･富岡市･安中市･甘楽町･南牧
村･下仁田町･藤岡市･神流町･上野村 ググっとぐ
んま観光キャンペーンエリア別ガイド
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会西部地域部
会/発行
[2012.7] 16p 30cm
【 受贈】

川除屋敷裏遺跡･神田丸沢遺跡･神田叺谷戸遺跡･
神田池田遺跡･神田神明遺跡･神田叺谷戸Ｂ遺跡
（かわよけやしきうらいせき･じんだまるさわい
せき･じんだかますがいといせき･じんだいけだい
せき･じんだしんめいいせき･じんだかますがいど
びーいせき） 平成２０･２１年度 県営経営体
育成基盤整備事業に伴う藤岡南部地区遺跡群埋蔵
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
2012.3 [19,]381p 写真図版 74p 付図 3 枚
30cm
【受贈】

高木仁三郎セレクション
高木仁三郎/著 佐高信/編 岩波書店/発行
2012.7 11,377,4p 15cm 1360 円
（ 岩波現代文庫 ）
著者は前橋市出身
【上毛 8/19、TRC 新刊案内 1777 号】
館林市内遺跡発掘調査報告書 平成２３年度各種
開発に伴う埋蔵文化財調査
館林教育委員会文化振興課文化財係/編集･発行
2012.3 34p 30cm
（ 館林市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 48 集 ）
【受贈】

ぐんま急速充電マップ
群馬県環境政策課/作成
[2012.8] A2 判
【上毛･桐生タイムス 8/6】
ぐんま ググっとぐんま観光キャンペーン総合ガ
イドブック 2012年7月1日(日)－9月30日(日)
[ググっとぐんま観光宣伝推進協議会/発行]
[2012.6] 55p 30cm
【受贈】

秩父蜂起 秩父事件その実像
倉田次郎/著 新人物往来社/発行
2012.8 399p 22cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1779 号】

心の聖地 スポーツ闘いの記憶
共同通信社/編 岩波書店/発行
2012.7 10,194p 20cm 1800 円
中嶋常幸氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1777 号】

新島八重 スペンサー銃からバイブルへ八十七年
の軌跡
笹川壽夫/著 新潟日報事業社/発行
2012.7 93p 21cm 1000 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1776 号】

里見の郷再発見伝 里見氏のルーツを尋ねて
田中直司/編集
里見の郷(さと)委員会(高崎市)/発行
2012.7 16p 30cm 477 円
田中氏は前橋市在住
【受贈、上毛 8/2】

日本における近代農学の成立と伝統農法 老農船
津伝次平の研究
内田和義/著 農山漁村文化協会/発行
2012.8 204p 22cm 3200 円
【TRC 新刊案内 1779 号】

市内遺跡ⅩⅧ（しないいせきじゅうはち）
群馬県藤岡市教育委員会/編集･発行
2012.3 26p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

〔2012.9〕
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日本の偉人100人 上
寺子屋モデル/編著 致知出版社/発行
2012.7 289p 20cm 1800 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1777 号】

前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
５ 山王廃寺と総社古墳群へ
昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 37 × 26cm
【受贈】

日本の元気印・新島八重
本井康博/著 思文閣出版/発行
2012.6 225,11p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 別巻 1 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1776 号】

前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
６ 上泉伊勢守と市場エリアめぐり
昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 37 × 26cm
【受贈】
前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
７ 赤城山ハイキングコース
昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 37 × 26cm
【受贈】

年報（２７）
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発
行
2012.3 17p 30cm
【 受贈 】

前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
８ 大胡城を囲む史跡めぐりコース
[大胡歴史研究会/発行]
[2012] 三つ折り 26 × 37cm
【受贈】

姫路城主「名家のルーツ」を探る
播磨学研究所/編
神戸新聞総合出版センター/発行
2012.7 285p 19cm 1700 円
前橋に転封した松平氏、前橋から入封した酒井
氏に関する記述あり【TRC 新刊案内 1776 号】
ヒロスケ回想録 １９４０～２０１１
小林洋右/著
2012.7 291p 22cm
著者はエフエム群馬取締役会長

松本山雅劇場 松田直樹がいたシーズン
宇都宮徹壱/著 カンゼン/発行
2012.7 287p 19cm 1600 円
松田氏は桐生市出身【TRC 新刊案内 1776 号】

【受贈】

無教会キリスト教と南原繁
南原繁研究会/編 EDITEX/発行
2012.7 7,237p 22cm 2100 円
（ to be シリーズ ）
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1779 号】

前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
１ 江戸時代最後の築城再築前橋城をめぐるコー
ス
前橋観光ボランティアの会/協力 昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 37 × 26cm
【受贈】

山登り365日 首都圏起点240コース
山と溪谷社/発行
2012.8 319p 21cm 2500 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
群馬県の山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1779 号】

前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
２ 萩原朔太郎と詩をめぐるコース
文学館友の会解説ボランティア部/協力
昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 26 × 37cm
【受贈】
前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
３ 大室公園歴史さんぽ
大室古墳(つか)の語り部/協力 昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 26 × 37cm
【受贈】
前橋市まちあるきMAP 地元ガイドおすすめその
４ 敷島公園花めぐりコース
前橋ばらガイドの会/協力 昭文社/製作
前橋観光コンベンション協会/発行
2012.2 三つ折り 37 × 26cm
【受贈】
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〔2012.9〕

群馬県 男女間の暴力に関する実態調査報告書
２０１１【概要版】
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2012.3 19p 30cm
【 受 贈】

3 社会科学
太田市くらしの便利帳
サイネックス/編集 太田市/発行
[2012.8] 143p A4 【毎日 8/31、上毛 9/3】

群馬県犯罪被害者等基本計画 第２次
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2012.3 52p 30cm
【 受 贈】

覚えておきたい総理の顔 歴代総理のガイドブッ
ク
本間康司/著 清水書院/発行
2012.8 214p 26cm 1500 円
福田赳夫氏、中曽根康弘氏、小渕恵三氏、福田
康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1779 号】

群馬県犯罪被害者等基本計画 第２次 概要版
[群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行]
[2012.3] [4p] 30cm
【受贈】
ぐんま県民カレッジ講座一覧 平成２４年度
群馬県生涯学習センター｢ぐんま県民カレッジ
事務局｣/発行
2012.7 59p 30cm
【受贈】

学校法人昌賢学園論集 第１０号 ２０１１年
群馬医療福祉大学･群馬医療福祉大学短期大学
部/発行
2012.3 63,220p 26cm
【受贈】

【受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果（確報）
平成２３年度
群馬県企画部統計課/発行
2012.5 13[,9]p 30cm
【受贈】

群馬県立女子大学 ２０１３
群馬県立女子大学/発行
[2012] 57p 30cm
ぐんま高齢社会白書 ’１２
群馬県健康福祉部介護高齢課/発行
2012.6 [6,]154p 21cm

【受贈】

学校要覧 平成２４年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2012.7 55p 30cm
【 受贈 】

ぐんま防災ハンドブック ２０１２
エフエム群馬･パリッシュ出版/作製
2012
【上毛 8/27】

関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２０集
関東学園大学紀要 Liberal Arts 刊行委員会/編集
関東学園大学/発行
2012.3 130p 26cm
【受贈】

国勢調査産業等基本集計結果の概要（群馬県の労
働力状態、産業別就業者数等） 平成２２年
統計課人口社会係/発行
2012.7 4p 30cm
付属資料：国勢調査産業等基本集計結果統計表
平成２２年 [5p]
【受贈】

関東学園大学経済学紀要 第３７集
関東学園大学経済学紀要編集担当/編集
関東学園大学/発行
2012.3 275p 26cm
【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２４年度版
国立大学法人群馬大学総務部総務課広報係/編
集
2012.6 49p 30cm
【 受 贈】

関東短期大学紀要 第５５集
学術図書刊行委員会/編集 関東短期大学/発行
2012.3 134p 26cm
【受贈】
共愛学園前橋国際大学論集 第１２号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2012.3 134p 30cm
群馬県訟務年報 平成２４年度版
群馬県総務部学事法制課/発行
2012 7p 30cm

国立のぞみの園紀要 第５号 平成２３年度
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/編集･
発行
2012.6 135p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

【受贈】

群馬県 男女間の暴力に関する実態調査報告書
２０１１
群馬県生活文化部人権男女共同参画課/発行
2012.3 252p 30cm
【受贈】

〔2012.9〕
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財政のあらまし 平成２４年６月
群馬県/発行
2012.6 48p 30cm

【受贈】

少年非行 平成２２年の
[群馬県警察本部/発行]
[2011] [4p] 30cm

【受贈】

消防年報 ２０１２年(平成２４年)刊行
高崎市等広域消防局通信指令課/編集
高崎市等広域消防局/発行
2012.6 88p 30cm
【受贈】
スケッチ近代群馬の社会事業のあゆみ
事業から厚生事業へ
一倉喜好/著
2012.8 460p 19cm
（ 朝倉だより 7 ）
著者は前橋市在住
対談 中曽根康弘･元内閣総理大臣
院前議員会会長
青雲塾(高崎市)/発行
2012.7 14p 21 × 30cm
（ 青雲塾レポート 第 60 号 ）
定例県議会議案 平成２４年５月
群馬県/発行
2012.5 115p 30cm

下

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2012.3 197p 30cm

社会

【受贈】

田村元･衆議

第１５号
【 受 贈】

前橋市小中学校校長会会誌 第６６号
前橋市小中学校校長会/発行
2012.7 45p 21cm

【受贈】

要覧 平成２４年度
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2012 22p 30cm

【受贈】

老健ぐんま １２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
2011.9 164p 30cm

【 受 贈】

老健ぐんま １３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
2012.3 158p 30cm

【 受 贈】

【受贈】

【 受贈 】

天まで響け八木節音頭 新編
岡田幸夫/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.7 193p 21cm 1200 円
桐生八木節に関する記述あり
著者は桐生市生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1776 号】

4 自然科学

特定非営利活動法人設立手続の手引 第９版
群馬県 NPO･多文化共生推進課/発行
2012.6 113p 30cm 500 円(税込)
【受贈】

きくいただき No.３８
日本野鳥の会吾妻/発行
2011.5 46p 26cm

日本災害資料集 水害編第3巻 昭和十年群馬県
風水害誌 復刻
吉越昭久/編･解説 クレス出版/発行
2012.7 14,494,4p 22cm 15000 円
【TRC 新刊案内 1778 号】

桐生市とその付近の帰化植物
鳴神塾/発行
[2012.8] 56p A4 判 1000 円
【桐生タイムス 8/7】

バリアフリーぐんま障害者プラン５ 群馬県障害
者計画･第３期群馬県障害福祉計画
群馬県健康福祉部障害政策課/編集･発行
2012.3 126p 30cm
【受贈】

群馬医学 第９５号 平成２３年度群馬県医学会
特別講演
群馬県医学会/編集･発行
2012.6 32,16p 26cm
【受贈】

犯罪概況書 平成２３年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課/発行
[2012] 244p 30cm
【受贈】

日本災害資料集 水害編第6巻 カスリン台風の
研究 復刻
吉越昭久/編･解説 クレス出版/発行
2012.7 6,3,445,3p 27cm 19000 円
【TRC 新刊案内 1778 号】

防犯ハンドブック 平成２４年度版 犯罪被害に
遭わないために
群馬県/発行
2012.7 21p 30cm 100 円(税込)
【受贈】
補正予算説明書 平成２４年度
群馬県/発行
2012.5 221p 21 × 30cm

【受贈】

フィールド･バイオロジスト １９巻２号
（２０１１年２月）
群馬野外生物学会/編集･発行
2011.2 42p 26cm
【受贈】

５月定例県議会
【受贈】
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群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
[2012] 44p 30cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
会報 第３９号
群馬県食品工業協会/発行
2012.3 26p 30cm

平成２３年度
【受贈】

ぐんまの観光果樹園もぎたて案内
群馬県/作成
[2012.8] A1 判
【読売 8/21】

【 受贈 】

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２３年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2012.7 53p 30cm
【受贈】

群馬の農業 平成２４年度
群馬県農政部農政課/編集･発行
2012 34p 30cm

群馬県都市計画審議会議案 第１６２回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2012.6 6p 30cm
別添資料：添付図面 15p 参考資料 4p 【受贈】

産地市場・産地仲買人の展開と産地形成 関東平
野の伝統的蔬菜園芸地帯と業者流通
新井鎮久/著 成文堂/発行
2012.7 3,209p 22cm 2700 円
邑楽台地･板倉低地帯の果菜園芸、上武蔬菜園
芸地帯に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1776 号】

利根川流域別下水道整備総合計画書
群馬県/発行
2011.3 12p 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚
利根川流域別下水道整備総合計画
群馬県/発行
2011.3 297p 付図 1 枚 30cm
付属資料：CD-ROM1 枚

【受贈】
計画説明書
【受贈】

評伝田中正造
大澤明男/著 幹書房/発行
2012.7 879p 22cm 5000 円
足尾鉱毒事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1776 号】

【受贈】

しぶかわ宅配サービス店ガイド
子持･赤城･北橘地区版
渋川市/作成
[2012.8] A4 判

伊香保･小野上･

しぶかわ宅配サービス店ガイド
渋川市/作成
[2012.8] A4 判

渋川地区版

【上毛 8/31】

【上毛 8/31】

鉄さんぽ 首都圏版
交通新聞社/発行
2012.8 112p 29cm 838 円
（ 散歩の達人 MOOK ）
わたらせ渓谷鉄道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1776 号】

前橋市住宅補助制度のご案内
前橋市建築住宅課/作成
[2012.8]
【群馬建設 8/17】

日本絹の里紀要 第１４号（２０１１）
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2012.3 68p 30cm
【 受 贈】
発見！ぐんま絹遺産 リーフレット
群馬県/作製
[2012.8] 折りたたみ
【上毛 8/24】

6 産業

ぶらりローカル線の旅 ４７都道府県ノスタルジ
ック鉄道１００
枻出版社/発行
2012.7 128p 21cm 552 円
上毛電鉄、吾妻線、わたらせ渓谷鐡道に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 1777 号】

碓氷関所事歴 再復刊
安中市の学習の森ふるさと学習館/発行
[2012.8] A5 判 500 円
初版は臼井尋常高等小学校発行
【東京 8/1】
[「尾瀬ブランド」認定商品紹介パンフレット]
改訂版
[片品村/発行]
[2012.8]
【上毛 8/11】

〔2012.9〕
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

9 文学

ドキュメント単独行遭難
羽根田治/著 山と溪谷社/発行
2012.8 221p 19cm 1600 円
「尾瀬･尾瀬ヶ原 2010 年 1 月」の遭難事例収
録
【TRC 新刊案内 1776 号】

足裏の泉
磯部道昭/著
[2012.8]
著者は伊勢崎市在住

あたらしいとっきゅう
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2012.8 14p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1779 号】

日常 １～７
あらゐけいいち/画 角川書店/発行
2007.7 ～ 2011.10 18cm
（ 角川コミックス･エース ）
舞台の「時定高校」は伊勢崎商業高校がモデル
あらゐ氏は伊勢崎商業高校卒業 【上毛 8/30】
日刊スポーツ 特報版
日刊スポーツ新聞社/発行
2012 [4p] 55 × 41cm
ザスパ草津に関する特報

伊香保温泉殺人事件
吉村達也/著 実業之日本社/発行
2012.8 421p 16cm 686 円
（ 実業之日本社文庫 よ 1-2 ）
【TRC 新刊案内 1778 号】

【受贈】

藤岡の文化財探訪
藤岡市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.3 118p 30cm
【受贈】
文化財地図 たてばやし
館林教育委員会文化財振興課/発行
2012.3 八つ折り 42 × 60cm

【上毛 8/23】

インパール作戦従軍記
松本幸雄/著
[2012.8]
著者は伊勢崎市在住

【上毛 8/14】

風の街 第３７号
嶋田誠三/編集･発行
2012.7 104p 21cm 500 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

【受贈】

【受贈】

北二十二条西七丁目 歌集
田村元/著 本阿弥書店/発行
2012.7 194p 20cm 2600 円
（ りとむコレクション 76 ）
著者は新里村生まれ
【上毛 8/18、TRC 新刊案内 1776 号】

8 語学
とっさの方言
小路幸也･大崎善生/ほか著 ポプラ社/発行
2012.8 373p 16cm 700 円
（ ポプラ文庫 ん 1-1 ）
絲山秋子氏(高崎市在住)による群馬の方言に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 1778 号】

作品集 やまびこ七百号記念俳書展
やまびこ俳句会(高崎市)/発行
2012.6 78p 30cm

【 受 贈】

残照の朱 歌集
松本孝子/著 砂子屋書房/発行
2012.7 239p 20cm 3000 円
著者は太田市在住

【受贈】

信濃追分紀行－わが青春の思い出 信濃追分は健
在なり－
宮沢肇･大石規子･鈴木豊志夫･秋谷千春･久保木
宗一/執筆 鈴木豊志夫/表紙画他
久保木宗一/編集･発行 風塵舎(前橋市)/発行
2012.4 68p 21cm 2000 円(税込)
「軽井沢紀行」･「堀辰雄-秋谷豊-堀多惠…め
ぐりゆくもの…」久保木宗一(前橋市在住)/著
収録
【受贈】
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純粋言語論
瀬尾育生/著 五柳書院/発行
2012.7 197p 20cm 2000 円
（ 五柳叢書 95 ）
「山村暮鳥と萩原朔太郎」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1777 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
2012.3 99p 26cm

幡随院長兵衛
平井晩村/著 国書刊行会/発行
2012.8 175p 20cm 2100 円
（ 義と仁叢書 3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1779 号】
光への階段 １５歳の自由帳
宮下自由/著 銀の鈴社/発行
2012.6 102p 22cm 1200 円
（ 小さな鈴シリーズ 3 ）
著者は群馬県立藤岡中央高校在籍
【TRC 新刊案内 1776 号】

第２４号
【 受贈 】

螺の道 歌集
阿部拓山/著 砂子屋書房/発行
2012.7 197p 20cm 2800 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 8/13】

冬日の力 句集
武藤あい子/著 文學の森/発行
2012.7 195p 20cm 2476 円
（ 文學の森ベストセラーシリーズ 第 5 期 第
18 巻 ）
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 8/25】

天才までの距離
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2012.8 304p 16cm 590 円
（ 文春文庫 か 48-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1778 号】

負けるもんか
川合真紀/著 泰文堂/発行
2012.8 255p 19cm 1200 円
（ オープンブックス ）
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 8/10、TRC 新刊案内 1776 号】

飛火 第４２号
飛火の会/編集･発行
2012.7 126p 21cm 1000 円
｢詩二篇｣中野完二(高崎市出身)/著収録【受贈】
日常の小説
あらゐけいいち/原作 椎出啓/著
角川書店/発行
2011.8 223p 15cm 552 円
（ 角川文庫 ）
あらゐ氏は伊勢崎商業高校卒業
【上毛 8/30、TRC 新刊案内 1728 号】

無心の詩学 大橋政人、谷川俊太郎、まど・みち
おと文学人類学的批評
大熊昭信/著 風間書房/発行
2012.7 4,312p 21cm 3500 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1778 号】
わたしの昔かたり [複合媒体資料]
宮川ひろ/作 童話屋/発行
2012.7 94p 21cm 2000 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1778 号】

猫の本棚
木村衣有子/著 平凡社/発行
2011.7 181p 20cm 1400 円
「遊興一匹 迷い猫あずかってます」金井美恵
子(高崎市出身)/著に関する記述あり
【朝日 8/14】
のりものどれがすき? 0・1・2さいむき
小賀野実/写真 ひかりのくに/発行
2012.8 18p 15 × 15cm 552 円
（ 写真がたっぷり! ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1777 号】
はたらくのりものどれがすき? 0・1・2さいむき
小賀野実/写真 ひかりのくに/発行
2012.8 18p 15 × 15cm 552 円
（ 写真がたっぷり! ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1777 号】

〔2012.9〕
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もうひとつの旬を楽しむレシピ 新しい野菜の味
みつけた!
岡田比呂実/著 NHK 出版/発行
2012.7 191p 21cm 1500 円
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 8/17、TRC 新刊案内 1777 号】

県関係者の一般著作
UNU JUNECO AUTOBIOGRAFIA ROMANO
Gosoku Kiĵi(斎藤仁一)/著
上毛新聞社事業局出版部/制作
2012.3 140p 21cm
著者は前橋市在住

よくわかる最新高周波技術の基本と仕組み 高周
波数の電気を扱う技術の基礎を学ぶ
小暮裕明･小暮芳江/著 秀和システム/発行
2012.8 255p 21cm 1800 円
（ 図解入門 How ‐ nual ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内号 1778】

【受贈】

教材・教具を活用した算数授業づくり アイデア
集
田中博史/編著 文溪堂/発行
2012.7 127p 26cm 2000 円
（ hito*yume book ）
田中氏は共愛学園前橋国際大学講師
【TRC 新刊案内 1777 号】
教師･親のための子ども相談機関利用ガイド も
うひとりで悩まないで! ３訂版
小林正幸･嶋崎政男/編 ぎょうせい/発行
2012.8 11,311p 21cm 2476 円
小林氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1779 号】

視聴覚資料
IKAHO HURA（CD）
カワイカプオカラニ･ヒューエット/制作
[2012.8] 5 曲
渋川市伊香保町をテーマにフラの曲を収録した
アルバム
ヒューエット氏は伊香保ハワイアンフェスティ
バルの行事「ハワイアンセミナー」の講師
【上毛 8/23】

麴 でつくる甘酒のレシピ
堀澤宏之/著 池田書店/発行
2012.8 95p 21cm 1200 円
著者は料理工房ほのじ(伊勢崎)店主
【TRC 新刊案内 1779 号】

最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよ～くわか
る本 業界人、就職、転職に役立つ情報満載
田中元/著 秀和システム/発行
2012.8 223p 21cm 1400 円
（ How ‐ nual 図解入門 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1777 号】

ぐんま一番 ＃６赤城山の箱入り娘
平成２４年５月２５日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

図解・台風の科学 発生・発達のしくみから地球
温暖化の影響まで
上野充･山口宗彦/著 講談社/発行
2012.7 238p 18cm 880 円
（ ブルーバックス B-1778 ）
山口氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1777 号】

【受贈】

ぐんま一番 ＃７きらめく群馬のみずば
平成２４年６月１日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃８小さくて大きな白い宝石
平成２４年６月１５日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】

都会でできる自然観察 動物編
唐沢孝一/著 明治書院/発行
2012.7 178p 19cm 1200 円
（ 学びやぶっく 66 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1776 号】
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ぐんま一番 ＃９おおた１００系
平成２４年６月２２日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

電子資料
【受贈】

ぐんま一番 ＃１１決定！ぼくきみあなたのスイ
ーツ＋１
平成２４年７月２０日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 特別編 新エネルギーと環境学習
平成２４年７月１３日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま絹遺産 地域の文化遺産を活かした観光振
興･地域活性化事業（DVD）
[群馬県／ぐんま絹遺産ネットワーク活用実行
委員会/制作]
[2012.6] 18 分
【受贈】
源氏物語（CD）
木村健司/録音 [橋爪穣/発行]
[2011.8]
1952 年[桐生]天満宮御開帳で上演されたから
くり人形芝居「源氏物語」の録音の CD 化
木村氏は元桐生小型映画研究会会長
橋爪氏は桐生からくり人形芝居保存会会員
【桐生タイムス 8/21】
タカラ/未来の力 富岡製糸場･ユネスコ世界遺産
登録応援ソング（CD）
広瀬さちや/作詞 大河原力/作曲･編曲
佐藤美幸/歌 帯水庵音響工房[/制作]
2012.3 4 曲 1200 円(税込)
広瀬氏は高崎市在住 大河原氏は前橋市在住
【受贈、8/1】
前橋市旧町名めぐりうた 前橋市制施行１２０周
年記念曲（CD）
加藤守善/作詞 小暮哲朗/作曲･唄 TKM/発売
2012.8 2 曲
加藤氏は前橋市内で小学校長を務めた
小暮氏は前橋市を拠点に活動するシンガー･ソ
ングライター 【受贈、上毛 8/23、朝日 9/5】

〔2012.9〕
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