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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１５年３月分
No.３４０

いたずらっ子人生
柴本天二 /著 あさを社 /発行
2015.1 219p 22cm
著者は草津町在住

発行日
発 行

平成 27( 2015)年 4 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

尾瀬の自然保護 第３７号
群馬県自然環境尾瀬保全推進室 /発行
2015.3 72p 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。

尾瀬の保護と復元 第３１号
福島県特殊植物等保全事業調査報告書
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
2014.3 74p 30cm

・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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

２０１４
【受贈】

温故知新
「三方良し」の会(みどり市)/製作
[2015] 16p 300 円
大間々の移り変わりを紹介している写真集
【上毛 3/18】

・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。

片品村誌
片品村 /発行
2014.12 865p

【 受贈 】

27cm

「咸臨丸難航図」を描いた幕府海軍士官 激動の
幕末での海軍士官の半生
粟宮一樹 /著 文芸社 /発行
2015.3 325p 20cm 1600 円
鈴藤勇次郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1905 号】

０ 総記
双文 第３１号
群馬県立文書館 /編集･発行
2014.3 46p 30cm

【受贈】

【 受贈 】

喜多町遺跡 ３
伊勢崎市 /発行
2015.1 127p 写真図版 30p

30cm

【受贈】

群馬 草津･伊香保･みなかみ '１６
昭文社 /発行
2015.3 159p 26cm 800 円
付 :富岡製糸場 BOOK( 20p)
（ まっぷるマガジン ）
【 TRC 新刊案内 1904 号】

1 哲学･宗教

群馬学の確立にむけて ６ 群馬学連続シンポジ
ウム
群馬県立女子大学 /編
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.3 247p 21cm 1550 円
【上毛 3/30、 TRC 新刊案内 1908 号】
ぐんま観光マップ
群馬県 /発行
2014.2 60 × 84cm
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【 受贈 】

〔 2015.4 〕

ぐんまの温泉
群馬県観光局観光物産課[/発行]
[2014.3] 18p 30cm

【 受贈 】

富岡製糸場とぐんま周遊観光ガイドブック
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 /発行
[2014.9] 22p 30cm
【 受贈 】

群馬の山歩き１３０選 安心して登れるコースガ
イド
安中山の会 /調査執筆 上毛新聞社 /編集
[ 2015] 4,268p B6 判変型 1000 円
【上毛 3/29】

西横野中部地区遺跡群発掘調査概報 ６ 行田二
本杉原東遺跡 県営農地整備事業松義中部地区
(第３工区)に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
安中市教育委員会 /編集･発行
2014.12 10p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

至誠の人楫取素彦
畑野孝雄 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.3 321p 22cm 1500 円
著者は太田市在住
【受贈、上毛 3/22･ 27、 TRC 新刊案内 1908 号】

日本空襲の全貌
平塚柾緒 /編著 洋泉社 /発行
2015.3 191p 26cm 2300 円
太田の航空機工場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

下淵名遺跡 １３
伊勢崎市 /発行
2013.10 40p 写真図版 9p

日本の世界遺産めぐり 見どころからグルメまで
旅のポイントまるわかり！
昭文社 /発行
2015 79p 30cm 1000 円
富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

30cm

【受贈】

松陰の妹を妻にした男の明治維新
富澤秀機 /著 徳間書店 /発行
2015.3 301p 20cm 1800 円
楫取素彦の生涯を描いた本
富岡製糸場に関する記述あり
著者は前橋市在住
【毎日･産経 3/21、 TRC 新刊案内 1907 号】

花の歳時記マップ
学校組合立利根商業高校パソコン部 /協力
[群馬]県利根沼田行政県税事務所 /作成
[ 2015] A3 判
【朝日 3/19】

白倉上野遺跡(下小塚Ⅴ遺跡) 新規統合中学校建
設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
甘楽町教育委員会 /編集･発行
2015.3 340p 写真図版 123p 30cm 【受贈】

浜町今昔さんぽ～濱から浜への橋渡し～
浜町まちづくりの会(太田市)/編集
[2015.2] [100p] B5 判
【上毛 3/20、読売･東京 3/21】

全国直売所ガイド１４３１
キョーハンブックス /発行
2015.2 159p 21cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1904 号】

はるかな尾瀬 Vol.２６
尾瀬保護財団 /発行
2015.2 11p 30cm

東上之宮遺跡
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.12 75p 写真図版 15p 30cm 【受贈】

ＺＯＮＥ ＭＡＰ 高崎市 高崎市中心部
刊行社 /作製
2014.7 52 × 73cm 1000 円
【受贈】

町遺跡 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書第４５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.1 148p 写真図版 36p 30cm 【受贈】

ＺＯＮＥ ＭＡＰ 前橋市 前橋市中心部
刊行社 /作製
2014.12 52 × 73cm 1000 円
【受贈】
手島仁の「群馬学」講座 人物１００話
手島仁 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.2 8,222p 21cm 1500 円
【受贈、東京 3/20、 TRC 新刊案内 1904 号】
利根川文化研究 ３８
利根川文化研究会 /編集･発行
2014.12 102p 26cm

〔 2015.4 〕

【受贈】

【 受贈 】
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ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２３回
群馬県･公益財団法人群馬県児童健全育成事業
団 /編集･発行
2015.3 103p 21cm
【 受 贈】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録
伊勢崎市議会議長 /発行
2015.2 159p 30cm
えがおの花
飯塚祥則 /著
[2015.3] 212p A5 判
著者は渋川市在住

平成２６年第５回

ぐんま就職応援Ｎａｖｉ
群馬県 /作製
[2015.3] 50p A4 判

【受贈】

1000 円
【上毛 2/27】

太田フレックス高校十年史
「太田フレックス高校十年史」係 /編集
群馬県立太田フレックス高等学校 /発行
2015.2 118p 30cm
【 受贈 】
学校におけるいじめ防止プログラム－ＳＮＳ編
高崎市教育委員会 /作成
2015.3 44p A4 判
【上毛 3/27】

【 受贈】

平成２７年

消防白書 平成２６年
桐生市消防本部[/発行]
[ 2015] 15p 30cm

【受贈】

定例県議会議案 第１回
群馬県[/発行］
[ 2015] 161p 30cm

２０１５年版
【上毛 3/20】

第１回定例県議会
【 受贈 】

平成２７年
【受贈】

定例県議会議案 第１回(附予算説明) 企業局関
係 平成２７年
群馬県[/発行］
[ 2015] 166p 30cm
【受贈】

平成２６年第３回後
【 受贈 】

群馬県税務統計 平成２６年度版（ 平成２５年度 ）
群馬県総務部税務課[/発行]
[ 2014.12] 126p 30cm
【 受贈 】
群馬県労働委員会年報 平成２６年版
群馬県労働委員会事務局[/発行]
[ 2015] 66p 30cm

【受贈】

地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査 平成２５会計
年度
群馬県教育委員会事務局総務課 /編集･発行
2015.3 50p 30cm
【 受 贈】

群馬県議会会議録 平成２６年第３回定例会
群馬県議会事務局 /発行
2015.2 544p 30cm
【受贈】
群馬県議会時報 第６５巻
期定例会
群馬県議会事務局 /発行
2015.2 77p 30cm

研究の記録 平成２６年度
伊勢崎市教育研究所[/発行]
2015.3 1 冊 30cm

知事発言要旨 平成２７年
群馬県[/発行]
[2015] 22p 30cm

群馬県移動人口調査結果(年報) 平成２６年
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2015.1 62p 30cm
【 受贈 】

群馬県議会議案 第１回
群馬県[/発行]
[ 2015.2] 161p 30cm

【 受 贈】

館林市暮らしのガイド市民便利帳
館林市 /作製
[2015.3] 104p A4 判

川和の民俗 群馬県多野郡上野村
中央大学総合政策学部岩田重則研究室 /発行
2015.2 99p 21cm
【 受贈 】

【受贈】

群馬の県民経済計算 平成２４年度
群馬県企画部統計課 /編集
2015.2 99p 30cm

選挙の記録 平成２６年７月２７日執行 群馬県
議会議員補欠選挙(北群馬郡選挙区)
群馬県選挙管理委員会 /編集･発行
2015.1 58p 30cm
【 受贈】

学校保健統計調査 群馬県結果(速報) 平成２６
年度
統計課人口社会係[/発行]
[ 2015.2] 14p 30cm
【 受贈】

群馬県会社要覧 ２０１５
群馬経済研究所 /発行
2014.2 274p 21cm 4000 円

【上毛 3/20】

【受贈】
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定例県議会議案 第１回(附予算説明) 病院局関
係 平成２７年
群馬県[/発行］
[ 2015] 50p 30cm
【受贈】
定例県議会議案 第１回(平成２６年度関係) 平
成２７年
群馬県[/発行］
[ 2015] 98p 30cm
【受贈】

〔 2015.4 〕

定例市議会議案書 平成２７年第１回
案を除く第１次送付分）
前橋市[/発行]
[2015] 125p 30cm

（予算議

4 自然科学
【受贈】

定例市議会議案説明資料 平成２７年 第１回
（第１次送付分 ）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2015] 112p 30cm
【受贈】

アドバンテスト ビオトープ草花図鑑
アドバンテストグリーン /作成
[2015.3] 54p A5 判
アドバンテスト群馬Ｒ＆Ｄセンター(明和町)内
で整備しているビオトープの植物 152 点を紹介
【上毛 3/22】

補正予算説明書 平成２６年度
会
群馬県[/発行]
[2015] 235p 30cm

群馬県衛生環境研究所年報 NO.４６
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2015.1 67p 30cm

第１回定例県議
【受贈】

群馬県立がんセンター年報 第４２号(平成２５
年度)
群馬県立がんセンター /編集･発行
2014.12 199p 30cm
【受贈】

平成２６年度
３月補正予算説明

こころの健康センター所報(第２５号) ２０１３
年度(平成２５年度)
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2015.1 47p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書） 平成２７年度
前橋市[/発行]
[2015] 593p 30cm
【受贈】
前橋市当初予算市長説明
前橋市[/発行]
[ 2015] 23p 30cm

平成２７年度

マネートラブルにかつ！
勝又長生 /監修
2014.3 30p 30cm

群馬版

優良企業等取組事例集
群馬県 /作成
[ 2015.3]

受診サポートメモリー
群馬県 /作成
2015.3

【 受贈 】

ダイジェスト版

認知症にならない、負けない生き方
山口晴保 /著 サンマーク出版 /発行
2014.11 260p 19cm 1300 円
（ 日本屈指の名医が教える「健康に生きる」
シリーズ ）
著者は群馬大学大学院保健学研究科教授
【上毛 3/19、 TRC 新刊案内 1892 号】

【ぐんま経済 3/19】
第１回定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２７年度当初予算
群馬県[/発行]
[ 2015.2] 390p 30cm
【受贈】

フィールド・バイオロジスト ２２巻Ⅰ号
群馬野外生物学会 /編集･発行
2014.2 24p 26cm
【 受贈 】

予算附属説明書 平成２７年度当初予算
前橋市[/発行]
[2015] 492p 30cm
【受贈】

〔 2015.4 〕

【上毛 3/22】

天使すぎるかわいさオコジョ
世界文化社 /発行
2015.2 71p 14 × 15cm 920 円
尾瀬に関する記事あり
【受贈、 TRC 新刊案内 1902 号】

【ぐんま経済 3/19】

予算説明書 平成２７年度
群馬県[/発行]
[ 2015] 350p 30cm

改訂版

食品の安全等に関する県民意識調査 調査結果報
告書 平成２６年度
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課[/発
行]
[2014.12] 1 冊(ページ付なし) 30cm【受贈】

【受贈】

優良企業等取組事例集
群馬県 /作成
[ 2015.3]

【 受 贈】

群馬県食品安全検査センター業務報告 第５号
群馬県食品安全検査センター /編集･発行
2015.1 51p 30cm
【 受 贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書 平成２６年
度 （３月補正予算議案及び同説明書）
前橋市[/発行]
[2015] 411p 30cm
【受贈】
前橋市各会計補正予算の概要
平成２７年第１回定例市議会
資料
前橋市[/発行]
[ 2015] 26p 30cm

２０１４
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5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾を語る会会報 第１７号
足尾を語る会 /発行
2015.3 51p 21cm

6 産業
【 受贈 】

環境法案内
坂口洋一 /著
Sophia University Press 上 智大学出版 /発行
2015.2 401p 21cm 2500 円
足尾鉱毒事件についての記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

【受贈】

群馬県畜産試験場研究報告
群馬県畜産試験場 /発行
2014.12 125p 30cm

【受贈】

第２１号

ぐんまの園芸 ２０１５
群馬県農政部蚕糸園芸課[/発行]
2015.2 15p 30cm

近代日本の意匠図面 殖産興業から始まるデザイ
ン 第３巻 東日本編
ネオテクノロジー /発行
2015.1 321p 30cm 30000 円
群馬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

【 受 贈】

国道１２０号 椎坂バイパス建設事業工事誌
群馬県県土整備部道路整備課･沼田土木事務所 /
発刊
2015.1 206p 30cm
【受贈】
西毛地域森林計画書(西毛森林計画区)
群馬県[/発行]
[ 2015] [ 94p] 30cm

群馬県都市計画審議会議案 第１７２回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2015] 41p 30cm
別添資料：添付図面[42p] 参考資料 3p 【 受贈 】

【受贈】

地域森林計画変更計画書(平成２６年度)
群馬県[/発行]
[ 2015] [ 20p] 30cm
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１７３回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2015] 11p 30cm
別添資料：添付図面[18p] 参考資料 2p 【 受贈 】

畜産施策の実績 平成２５年度
群馬県農政部畜産課 /発行
[ 2014] 38p 30cm

ぐんまの住まいづくり VOL.８ ２０１５ 早春
号
㈱ライフポート /発行
2014.12 32p 30cm 454 円
【受贈】
３０代で建てる群馬の家 VOL.７
夏
㈱ニューズ･ライン /発行
2015.3 272p 30cm 350 円

群馬県森林業統計書 平成２６年版
群馬県環境森林部林政課 /発行
2014.12 118p 30cm

【受贈】

東武鉄道の世界 身近な鉄路の“本格派”雑学
交通新聞社
2015.4 168p 29cm 1800 円
(トラベル MOOK) 【 TRC 新刊案内 1905 号】

２０１５春・
特用林産物生産･流通の実態 平成２６年版(２０
１４年)
群馬県環境森林部林業振興課[/発行]
[ 2014] 41p 30cm
【受贈】

【受贈】

しあわせお菓子＆上州富岡フレン家(チ)ＭＡＰ
富岡製菓組合･富岡商工会議所 /作成
[ 2015.3]
【上毛 3/27】

鈍行最終気まぐれ列車 １９７０－８０懐かしの
汽車旅へ 種村直樹傑作選
種村直樹 /著 実業之日本社 /発行
2015.3 306p 19cm 1800 円
足尾銅山、上越国境の山岳駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

前橋･高崎･桐生すてきなカフェさんぽ
A･ R プレス /著 メイツ出版 /発行
2015.3 128p 21cm 1600 円
【 TRC 新刊案内 1905 号】

日航機墜落事故真実と真相
御巣鷹の悲劇から
３０年正義を探し訪ねた遺族の軌跡
小田周二 /著 文芸社 /発行
2015.3 459p 22cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1904 号】

４０年の歩み
桐生管工事協同組合 /発行
[ 2015.3]
【桐生タイムス 3/26】
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〔 2015.4 〕

日本鉄道史 幕末･明治篇
老川慶喜 /著 中央公論新社 /発行
2014.5 227p 18cm 820 円
（ 中公新書 2269 ）
中山道鉄道、両毛の織物に関する記述あり
【朝日 3/31】
文天周辺商工会ガイドブック２０１５
文天周辺商工会[/発行]
[ 2015] 79p 21cm

きのう･今日 掛川孝夫展
富岡市立美術博物館･福沢一郎記念美術館 /編集
･発行
2015.2 47p 30cm
【 受贈 】
三遊亭円朝と江戸落語
須田努 /著 吉川弘文館 /発行
2015.3 159p 21cm 2000 円
(人をあるく)
「塩原多助一代記 」、沼田、中之条･四万に関
する記述あり
著者は高崎市出身
【上毛 3/29、 TRC 新刊案内 1904 号】

【受贈】

平成２６年の林業災害
群馬県環境森林部森林保全課[/発行]
[ 2015.3] 17p 30cm
【 受贈】

絶景!ふるさとの富士
森田敏隆 /写真 光村推古書院 /発行
2015.3 167p 17 × 17cm 1800 円
谷川岳、榛名山に関する記述あり
【上毛 3/15、 TRC 新刊案内 1904 号】

変容する青果物産地集荷市場
木村彰利 /著 筑波書房 /発行
2015.2 4,171p 21cm 2800 円
群馬県中･東毛地域に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】
民有林林道事業の概要 平成２６年度
群馬県環境森林部林政課[/発行]
[2015] 110p 30cm

榛名図式 桑原辰雄詰将棋作品集
桑原辰雄 /著 双峰社 /発行
2015.2 246p 18cm 1300 円
【 TRC 新刊案内 1904 号】

【受贈】

ぴあJリーグ観戦ガイド ２０１５ 特集１
満喫！Jリーグ×旅行 特集２ 全国うまいものめ
ぐり
ぴあ /発行
2015.3 159p 26cm 1000 円
( ぴあ MOOK )
【 TRC 新刊案内 1904 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

美術手帳 ４月号
美術出版社 /発行
2015.3 1600 円
山口晃氏に関する記述あり

ウェストンと歩く日本アルプス 古き絵葉書より
上田剛 /著 里文出版 /発行
2015.3 119p 21cm 2000 円
( 関西絵葉書研究会叢書 第 1 輯 )
【 TRC 新刊案内 1904 号】
お前はまだグンマを知らない ３
井田ヒロト /著 新潮社 /発行
2015.2 1 冊(ページ付なし) 19cm
( BUNCH COMICS )
著者は高崎市在住

百年の風貌 新藤監督との対話
小野民樹 /著 芸術新聞社 /発行
2015.2 265p 20cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1904 号】

500 円
【受贈】

俺んちのぐとこ。
渡辺圭祐 /漫画 竹書房 /発行
[2015.3] 100p A5 判 650 円
主要キャラクターの名前に群馬の地名を使用
渡辺氏はみどり市在住 【桐生タイムス 3/26】
風の谷を下る 沼田から前橋まで
丸橋有象 /著
[2015] 128p 2700 円
著者は前橋市在住

〔 2015.4 〕

【産経 3/18】

8 語学

【上毛 3/16】
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9 文学

県関係者の一般著作

近代文学草稿･原稿研究事典
日本近代文学館 /編 八木書店古書出版部 /発行
2015.2 7,383,20p 22cm 12000 円
坂口安吾、田山花袋、萩原朔太郎に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1904 号】

一流企業で続々活躍、早稲田超人気･森川ゼミの
２０代で１０倍差をつけるエリート養成講座
森川友義[/著]
ディスカヴァー･トゥエンティワン /発行
2015.2 255p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1904 号】

サンカの民を追って 山窩小説傑作選
岡本綺堂 /[ほか]著 河出書房新社 /発行
2015.3 240p 15cm 840 円
( 河出文庫 お 2-7 )
田山花袋に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1905 号】

記紀の表記と文字表現
瀬間正之 /著 おうふう /発行
2015.2 470p 22cm 12000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1905 号】

雪中父母 句集
林桂 /著 鬣の会(前橋市)/発行
2015.2 134p 15cm 1000 円
著者は前橋市在住

ことばの借用
沖森卓也･阿久津智 /編著 朝倉書店 /発行
2015.2 4,156p 21cm 2600 円
（ 日本語ライブラリー ）
阿久津氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1905 号】

【受贈】

世界俳句 第１１号(２０１５)
夏石番矢･世界俳句協会 /編 七月堂 /発行
2015.2 142,8,135p 21cm 1600 円
上毛ジュニア俳壇年間優秀句 12 句を掲載、英
訳も収録
【上毛 3/26、 TRC 新刊案内 1908 号】

新養護概説 第８版
釆女智津江 /編集代表 少年写真新聞社 /発行
2015.3 254p 30cm 2400 円
付： CD-ROM( 1 枚 12cm)
著者は群馬県立高等学校養護教諭
【 TRC 新刊案内 1904 号】

ちいさな城下町
安西水丸 /著 文藝春秋 /発行
2014.6 229p 20cm 1400 円
安中市と沼田市に関する記述あり
【朝日 3/24、 TRC 新刊案内 1871 号】
つゞれ織り
葛生章 /著
2014.3 80p 19cm
著者は館林市在住

タバコは全身病 完全版
淺野牧茂 /著 少年写真新聞社 /発行
2015.3 119p 27cm 2400 円
（ ビジュアル版新体と健康シリーズ ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1904 号】
できることをしよう。 ぼくらが震災後に考えた
こと
糸井重里･ほぼ日刊イトイ新聞 /著
新潮社 /発行
2015.3 525p 16cm 750 円
（ 新潮文庫 い -36-8 ）
糸井氏はは群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1905 号】

【受贈】

藤村と花袋 すべては「山の中」と「平野の中の
摺鉢の底」から始まった 館林市制施行６０周年
記念･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
2014.10 32p 21cm
【受贈】

暇と退屈の倫理学 増補新版
國分功一郎 /著 太田出版 /発行
2015.3 437p 18cm 1200 円
著者は高崎経済大学経済学部准教授
【 TRC 新刊案内 1905 号】
村 百姓たちの近世
水本邦彦 /著 岩波書店 /発行
2015.2 11,209,12p 18cm 780 円
（ 岩波新書 新赤版 1523 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1904 号】

人斬り草 妖草師
武内涼 /著 徳間書店 /発行
2015.3 394p 15cm 670 円
（徳間文庫 た 61-2 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1905 号】
ひろば百選 続
松沢十一 /作製
[2015.3] 158p A4 判
松沢氏は高崎市在住

【上毛 3/22】
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〔 2015.4 〕

明治･大正の広告メディア <正月用引札>が語る
もの
熊倉一紗 /著 吉川弘文館 /発行
2015.3 6,327,8p 図版 48p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1904 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立境小学校 平成２７年３月１０日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
綿打小学校 平成２７年３月３日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

柳田国男の歴史社会学 読書空間の近代 続
佐藤健二著 せりか書房 /発行
2015.2 411p 20cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1904 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
黒保根中学校 平成２７年１月２７日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

ワーキングストレスに向き合う力 ストレスコン
トロール手法<コーピング>でビジネスに強くなる
坂上隆之 /著 日刊工業新聞社 /発行
2015.2 186p 19cm 1400 円
（ B&T ブックス ）
著者は桐生市出身
【上毛 3/30、 TRC 新刊案内 1904 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
北小学校 平成２７年２月３日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

私たちの障害者権利条約と聴覚障害者支援
薗部英夫･近藤幸一 /著 文理閣 /発行
2015.3 125p 19cm 1050 円
（ 全通研学校講義集 手話を学ぶ人たちの学習
室 11 ）
薗部氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1905 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 嬬恋村立
田代小学校 平成２７年２月２４日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
赤城北中学校 平成２７年１月１３日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 沼田市立
白沢中学校 平成２７年２月１７日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

視聴覚資料

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
朝倉小学校 平成２７年２月１０日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

ＧＯLＤＥＮ ＶＯＩＣＥ(CD)
秋川雅史 /歌
2015.3
伊勢崎市在住の小林章悟氏が作詞作曲を手掛け
た「ありがとう」を収録
【上毛 3/19】
上州の子どもの遊び(DVD)
群馬テレビ /制作
2015.1 58 分

【受贈】

ほどほど(CD)
詩季 /歌･ピアノ シムズ･ミュージック･エンタ
ーテイメント /発売 1080 円
詩季は前橋市在住の夫婦デュオ 【上毛 3/25】

電子資料

みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
後閑小学校 平成２７年１月２０日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

〔 2015.4 〕
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