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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１５年４月分
No.３４１

間之原遺跡 間之原東遺跡 国道３５４号大泉邑
楽バイパス社会資本総合整備交付金(活力創出基
盤整備事業)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 400p 写真図版 102p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 27( 2015)年 5 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

荒砥諏訪西遺跡Ⅰ 昭和５８年度県営圃場整備事
業荒砥北部地区に係わる埋蔵文化財発掘調査報告
書
群馬県教育委員会･群馬県埋蔵文化財調査事業
団 /編集･発行
2002.10 2 分冊 30cm
第 1 分冊：竪穴住居本文編 165p 写真図版 54p
第 2 分冊：竪穴住居遺物観察表編 52p
【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。
・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。

石神遺跡 単独７軸道路整備推進(国)１２２号
(八重笠道路)事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 426p 写真図版 138p 付図 4 枚 30cm
【受贈】
石関西田Ⅱ遺跡 県立前橋工業高等学校移転整備
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.9 154p 写真図版 40p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

０ 総記
北群馬渋川ミュージアムガイド
県渋川行政県税事務所 /発行
[ 2015.4] 16p [ 30cm]

市城塔本遺跡 社会資本総合整備(広域連携)(国
道３５３号市域)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.2 49p 写真図版 20p 30cm
【受贈】

【上毛 4/10】

館林市立資料館年報１１
平成２２年度～平成
２４年度
館林市教育委員会文化振興課[/発行]
2014.12 8p 30cm
【受贈】

お元気ですか 年金と暮らしの情報誌 ２０１５
年４月
ビスタ /企画･制作 ろうきん[/発行]
2015.4 19p 26cm
富岡製糸場と伊香保温泉に関する記事あり
【受贈】
おでかけ群馬 ２０１５－２０１６
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2015.3 174p 29cm 800 円
【受贈、ぐんま経済 4/2】

1 哲学･宗教

温泉の朝ごはん ぐんまの源泉４９軒 旅館･ホ
テル･ペンション
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.4 120p 21cm 1000 円
【受贈】
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〔 2015.5 〕

上佐野樋越遺跡 上佐野県営住宅建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 25p 写真図版 9p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

ぐんまがいちばん！ ぐんまちゃんが案内する群
馬の魅力 ３版
群馬県 /発行
2015.3 48p 30cm 160 円【受贈、上毛 4/12】
研究紀要３３
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 172p 30cm
【受贈】

上滝榎町北遺跡 北関東自動車道(高崎～伊勢崎)
地域埋蔵文化財発掘調査報告書第９集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.10 3 分冊 付図 7 枚 30cm
第 1 分冊：平安時代～近世･近代編 524p
第 2 分冊：古墳時代編[601p]
第 3 分冊：写真図版編 353p
【受贈】

古代国家形成期の東国
眞保昌弘 /著 同成社 /発行
2015.3 4,240p 27cm 9000 円
上野三碑に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1909 号】

上滝榎町北遺跡･上滝Ⅱ遺跡 主要地方道前橋長
瀞線地方特定道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 390p 写真図版 90p 付図 6 枚 30cm
【受贈】

小八木志志貝戸遺跡４ ２区 縄文時代･４～６区
縄文時代～平安時代編 主要地方道高崎渋川線改
築(改良)工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第
８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 210p 写真図版 71p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

上福島尾柄町遺跡 主要地方道藤岡･大胡線単独
道路改築(改良)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 13p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

塩川砂井戸遺跡 (都)３．３．２吉井北通り線社
会資本整備総合交付金(防災･安全/活力基盤)事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 152p 写真図版 46p 付図 2 枚 30cm
【受贈】

カメラが撮らえた幕末･明治の肖像
『歴史読本』編集部 /編 KADOKAWA/発行
2015.3 143p 21cm 2000 円
（ ビジュアル選書 ）
楫取素彦に関する記事あり
【 TRC 新刊案内 1908 号】

至誠の人 群馬の礎を築いた名県令 楫取素彦
前橋デザイン会議 /協力 上毛新聞社 /発行
2015.4 32p 30cm 680 円
【受贈、上毛 4/17、産経 4/21】

関東条里の研究
関東条里研究会 /編 東京堂出版 /発行
2015.3 3,255p 27cm 9200 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1908 号】

下斎田重土薬師遺跡文化財発掘調査報告書２ 下
斎田ガソリンスタンド建設にに伴う埋蔵
技研コンサル /編集 高崎市教育委員会 /発行
2014.9 18p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

久々戸遺跡･中棚Ⅱ遺跡･下原遺跡･横壁中村遺跡
－天明三年浅間災害に埋れた畑地景観と中世遺構
の発掘調査－ 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３集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2003.8 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 433p 写真図版 24p
第 2 分冊：別刷付図 1 冊
【受贈】

下仁田ＭＡＰ 荒船風穴からまちなかへ！
下仁田町商業協同組合 /作成
[2015.4]
日本語･英語版あり
【上毛 4/4、毎日 4/9】
宿横手三波川遺跡 北関東自動車道側道建設工事
に伴うに埋蔵文化財発掘調査報告書第１集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
1999.2 20p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

熊野堂遺跡(２)
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
1991.3 4 分冊 付図 4 枚 26cm
第 1 分冊：遺構編１ 298p 写真図版 94p
第 2 分冊：遺構編１ [94p] 写真図版[35p]
第 3 分冊：遺物編 310p 写真図版 50p
第 4 分冊：まとめ編 161p 写真図版 8p
【受贈】

〔 2015.5 〕

白井大宮Ⅱ遺跡 渋川工業用水道天日乾燥床増設
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 132p 写真図版 31p 30cm 【受贈】
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新田上遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 344p 口絵 2p 写真図版 88p 付図 1
枚 30cm
【受贈】

鶴光路榎橋遺跡 北関東自動車道(高崎～伊勢崎)
地域埋蔵文化財発掘調査報告書第１３集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 201p 写真図版 41p 30cm 【受贈】
寺尾町下遺跡 住宅宅地関連公共施設整備促進事
業(主要地方道高崎万場秩父線)に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 62p 写真図版 18p 30cm
【受贈】

関根細ヶ沢遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 2 分冊 30cm
第 1 分冊 545p
第 2 分冊 [78p] 写真図版 184p
【 受贈 】

稲荷台北金尾遺跡２ 病院建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
技研コンサル /編集 高崎市教育委員会 /発行
2014.12 20p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

高原遺跡 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書
シン技術コンサル /発行
2015.3 16p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

同志社談叢 第３５号
同志社社史資料センター /編集･発行
2015.3 98,53p 21cm 1000 円

滝原Ⅳ遺跡 熊川線№３３～№４９鉄塔化工事に
伴う発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2014.12 26p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

徳川家康の生涯と真田一族～宿命～
メディアックス /発行
2015.4 109p 30cm 880 円
（ メディアックス MOOK 489 ）
【 TRC 新刊案内 1909 号】

訪ねて見よう！日本の戦争遺産
安島太佳由 /著
角川 SS コミュニケーションズ /発行
2009.3 239p 18cm 1100 円
（ 角川 SSC 新書 065 ）
みどり市と高崎市に関する記述あり
【朝日 4/21】

中内村前遺跡(１)－１～４区－ 北関東自動車道
(高崎～伊勢崎)地域埋蔵文化財発掘調査報告書第
１５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 418p 写真図版 114p 30cm 【受贈】

館林城ジオラマ制作活動報告書 館林市制６０周
年記念事業
館林城ジオラマ制作委員会 /発行
2015.3 123p 30cm
【受贈】

中里見遺跡群 中里見中川遺跡 中里見根岸遺跡
中里見原遺跡 上里見井ノ下遺跡 北陸新幹線建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第１５集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2000.3 3 分冊 付図 9 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 323p
第 2 分冊：図版編 404p
第 3 分冊：写真図版編 178p
【受贈】

田部井大根谷戸遺跡 ＪＲ両毛線国定駅南口整備
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.9 121p 30cm
【受贈】

長野原一本松遺跡(１) 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１集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 3 分冊 付図 9 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 318p
第 2 分冊：図版編 355p
第 3 分冊：一覧表･写真図版編 107,163p【 受贈 】

地域文化 №１０７
八十二文化財団 /発行
2014.1 33p 28cm 328 円
『特集－信州と隣県－「信州と上州 」』収録
【受贈】
町内遺跡ⅩⅢ 平成２４年度埋蔵文化財緊急発掘
調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2015.10 15p 写真図版 11p 30cm
【受贈】

新島研究 第１０６号
同志社社史資料センター第一部門研究 /編集
同志社大学同志社社史資料センター /発行
2015.2 201p 21cm
【受贈】

町内遺跡ⅩⅣ 平成２５年度埋蔵文化財緊急発掘
調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2015.10 10p 写真図版 8p 30cm
【受贈】
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西善尺司遺跡 北関東自動車道(高崎～伊勢崎)地
域埋蔵文化財発掘調査報告書第８集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2001.3 438p 写真図版 134p 付図 6 枚 30cm
【受贈】

野間遺跡 分譲住宅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(前橋市)/編集･発行
2015.2 48p 写真図版 13p 30cm
【受贈】

西長岡南遺跡Ⅱ･Ⅲ 一級河川蛇川小規模河川改
修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書４
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
1997.3 198p 写真図版 63p 30cm 【受贈】

幕末･明治名将言行録 詳注版
近世名将言行録刊行会 /編 原書房 /発行
2015.3 437p 20cm 2800 円
天野八郎(上野国甘楽郡生まれ)に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1908 号】

西日本発北陸新幹線の旅 北陸へ、その先へ(福
井、石川、富山、新潟、長野、群馬、岐阜)
交通新聞社西日本支社 /発行
2015.4 130p 29cm 648 円
（ 旅の手帖 MOOK ）【 TRC 新刊案内 1906 号 】

波志江中野面遺跡(２)－縄文時代編－ 北関東自
動車道(高崎～伊勢崎)地域埋蔵文化財発掘調査報
告書 第１４集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 166p 写真図版 65p 30cm 【受贈】

二之宮洗橋遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
1994.3 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 143p
第 2 分冊：写真図版 観察表編 49,43p 【 受贈 】

波志江中屋敷東遺跡 北関東自動車道(高崎～伊
勢崎)地域埋蔵文化財発掘調査報告書 第１０集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2002.3 333p 写真図版 112p 付図 3 枚 30cm
【受贈】
はじめての絶景山ハイク 関東周辺
JTB パブリッシング /発行
2015.4 127p 21cm 1200 円
（ POCAPOCA ）
谷川岳、本白根山、日光白根山に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1906 号】

日本古代地域編成史序説
関口功一 /著 岩田書院 /発行
2015.3 425p 22cm 9900 円
（ 古代史研究叢書 9 ）
上毛野地域に軸足を置いて解明している
著者は群馬県立前橋工業高校教諭
【受贈、 TRC 新刊案内 1908 号】

八崎日影山遺跡･分郷八崎上浅ヶ原遺跡
技研コンサル /編集 渋川市 /発行
2015.3 16,258p 写真図版 2,48p 30cm
【受贈】

日本製糸業の先覚 速水堅曹を語る
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
2015.3 83p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 1 ）
【受贈、上毛 4/11、東京 4/19】

羽鳥重郎・羽鳥又男読本 台湾で敬愛される富士
見出身の偉人
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
2015.3 71p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 2 ）
【受贈、上毛 4/11、東京 4/19】

日本地理データ年鑑 ２０１５
松田博康 /監修 小峰書店 /発行
2015.3 215p 26cm 3500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1906 号】

馬場東矢次Ⅱ遺跡 新川鏑木遺跡 井出二子山古墳
保渡田八幡塚古墳
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2000.3 230p 写真図版 67p 30cm 【受贈】
【受贈】

橳島川端遺跡 公田東遺跡 公田池尻遺跡 (主)前
橋長瀞線道路改築(改良)工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書第２集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集
1997.3 3 分冊 付図 20 枚 30cm
第 1 分冊：本文編 183p
第 2 分冊：遺構･遺物図編 345p
第 3 分冊：写真図版編 173p
【受贈】

〔 2015.5 〕
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林地区遺跡群 水源地域整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書
群馬県吾妻郡長野原町教育委員会 /発行
2015.3 3 分冊 30cm
第 1 分冊：上原Ⅱ遺跡 上原Ⅲ遺跡 中棚Ⅰ遺跡
口絵 8p 387p
第 2 分冊：上原Ⅰ遺跡Ⅱ 上原Ⅳ遺跡Ⅳ 林中原
Ⅰ遺跡ⅩⅠ 林中原Ⅱ遺跡Ⅹ 489p
第 3 分冊：自然科学分析 考察･総括 写真図版
80p 写真図版 144p
【受贈】

元総社西川遺跡 史跡上野国分寺進入路建設工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2001.12 138p 口絵 2p 写真図版 42p 付図 1
枚 30cm
【受贈】
山遊び入門サポートＢＯＯＫ シアワセが待つ週
末の山へ！
ネコ･パブリッシング /発行
2015.3 97p 30cm 926 円
（ NEKO MOOK 2291 ）
谷川岳、日光白根山に関する記述あり
【ＴＲＣ新刊案内 1909 号】

東上之宮遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパス
社会資本総合整備(活力創出基盤整備)に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 3 分冊 付図 20 枚 30cm
第 1 分冊：中･近世編 428p
第 2 分冊：古墳時代～平安時代[508p]
第 3 分冊：自然科学分析・総括・遺構一覧表・
遺物観察表･写真図版編[ 134p] 写
真図版 249p
【受贈】

3 社会科学

引切塚遺跡 青柳宿上遺跡 一般国道１７号(上武
道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その
３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.3 291p 写真図版 108p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

安中教育 第９号
安中市教育委員会 /発行
2015.3 63p 30cm

【受贈】

育英短期大学研究紀要 第３２号
図書･紀要委員会 /編集 育英短期大学 /発行
2015.3 104p 26cm
【受贈】

変化の時代に生まれて 今、記録に残しておきた
い事
安藤震太郎･小池賢子･安藤賢次･安藤明[/著]
安藤震太郎(高崎市)[/発行]
2014.12 157p 21cm
【受贈】

いずみ 第６６号
群馬大学教育学部附属中学校 /発行
2015.3 203p 21cm

【受贈】

ぼくはいかにしてキリスト教徒になったか
内村鑑三 /著 河野純治 /訳
2015.3 372p 16cm 1080 円
（ 光文社古典新訳文庫 KB ウ 2-1 ）
【 TRC 新刊案内 1906 号】

いせさきくらしの便利帳２０１５
伊勢崎市･ゼンリン前橋営業所 /発行
2015.4 118p 30cm
【受贈、上毛 4/8】

本郷畑内遺跡 (都)３．３．２吉井北通り線社会
資本整備総合交付金(防災･安全/活力基盤)事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.1 250p 写真図版 61p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

学校教育の指針 平成２７ 年度
群馬県教育委員会 /発行
[ 2015.3] [ 4p] 30cm

【受贈】

学校における人権教育 第１８集
安中市教育委員会 /発行
2015.2 37p 30cm

【受贈】

桐生大学紀要 第２５号（２０１４）
桐生大学紀要編集委員会 /編集 桐生大学 /発行
2014.12 117p 30cm
【受贈】

三ッ木越戸遺跡 国道３５４号(境バイパス)地域
内埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /発行
1981.3 21p 写真図版 8p 26cm
【受贈】

群馬県立伊勢崎高等学校創立１０周年記念誌
群馬県立伊勢崎高等学校創立 10 周年記念誌編
纂委員会 /編集 群馬県立伊勢崎高等学校創立
10 周年記念事業実行委員会 /発行
2015.2 92p 30cm
【 受 贈】

元島名Ｂ･吹屋遺跡 関越自動車道(新潟線)地域
埋蔵文化財発掘調査報告書第４集
群馬県教育委員会･群馬県埋蔵文化財調査事業
団 /発行
1982.3 137p 写真図版 55p 30cm 【受贈】
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〔 2015.5 〕

群馬県立県民健康科学大学紀要 第１０巻
群馬県立県民健康科学大学 /発行
2015.3 146p 30cm
【 受贈 】

研修講座案内 平成２７年度
群馬県総合教育センター /発行
2015.3 128p 30cm

群馬県立女子大学紀要 第３６号
群馬県立女子大学紀要委員会 /編集
群馬県立女子大学 /発行
2015.2 38,220p 26cm

国立･私立小学校進学のてびき 平成２８年度版
首都圏･東日本 東京･神奈川･埼玉･千葉･北海道･
福島･新潟･栃木･群馬･静岡･山梨･茨城
日本学習図書 /発行
2015.2 335p 26cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1906 号】

【受贈】

群馬高専レビュー 第３２号(２０１３)
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
2014.3 106,4p 30cm
【受贈】

こまちウエディング２０１５夏号
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
[2015.4] 300 円
付属資料：別冊「こまちウエディング mini」
【ぐんま経済 4/30】

群馬高専レビュー 第３３号(２０１４)
群馬工業高等専門学校教育研究委員会 /編集
群馬工業高等専門学校 /発行
2015.3 120,16p 30cm
【受贈】

事業概要 平成２６年度（平成２５年度実績）
群馬県女性相談所･三山寮[/発行]
[2014] 33p 30cm
【受贈】

群馬大学教育学部紀要 芸術･技術･体育･生活科
学編 第５０巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2015.2 155p 26cm
【 受贈 】
群馬大学教育学部紀要 自然科学編
群馬大学教育学部 /編集･発行
2015.2 39p 26cm

「資源ごみ分別体験ボランティア」活動報告書
身近なことから環境を考えよう！体験講座 平成
２６年度
高崎市寺尾公民館 /編集･発行
2014.12 52p 30cm
【受贈】

第６３巻
【受贈】

施策の概要 平成２７年度
群馬県教育委員会生涯学習課[/発行]
2015 58p 30cm
【受贈】

群馬大学教育学部紀要 人文･社会科学編
第６４巻
群馬大学教育学部 /編集･発行
2015.2 245p 26cm
【受贈】

獅子舞雑記ノート ９１
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2015.3 42p 21cm
ぐんまの獅子舞シンポジウムに関する記述あり
【受贈】

群馬大学地域貢献事業 平成２６年度
群馬大学主催 こども体験教室「群馬ちびっこ大
学」実施報告書
群馬大学地域連携推進室[/発行]
2015.3 2,89p 30cm
【受贈】
ぐんまの獅子舞調査報告書
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2015.3 [ 10,] 87p 30cm

下請企業活き活き事例１００選
全国下請企業振興協会 /発行
1996
中里スプリング製作所(高崎市)に関する記述あ
り
【上毛 4/10】

【受贈】

群馬保健学紀要 第３５巻
群馬大学大学院保健学研究科 /発行
2015.3 108p 30cm

【受贈】

研究紀要 第３５号 平成２６年度
前橋市小中学校校長会研究部 /発行
2015.3 76p 26cm

【受贈】

首都圏高校受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１６年度用
晶文社学校案内編集部 /編集
2015.4 1625p 21cm 2200 円
【 TRC 新刊案内 1909 号】
首都圏中学受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１６年度用
晶文社学校案内編集部 /編集
2015.4 923p 21cm 1900 円
【 TRC 新刊案内 1909 号】

健康福祉研究 第１１巻第１号（２０１４）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
2014.11 48p 26cm
【 受贈 】

〔 2015.5 〕

【 受 贈】
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少年非行 平成２６年の
[群馬県警察本部 /発行]
[ 2015] [ 4p] 30cm

沼田市暮らしの便利帳 市制６０周年記念号
[改訂版]
沼田市･サイネックス /発行
2015.3 120p 30cm
【受贈、朝日 4/9、上毛 4/11】

【受贈】

「じんけんの花」写真集 平成２６年度
前橋地方法務局人権擁護課 /発行
2015.2 22p 30cm
【受贈】

板木 群馬県へき地教育研究資料 第６３集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会[/発行]
[ 2015.3] [ 8,] 53p 30cm
【受贈】

住み慣れたわが家で 在宅医療･介護支援パンフ
レット
群馬県医療ソーシャルワーカー協会 /協力
群馬県健康福祉部介護医療局 /編集･発行
[2015.4] 29p 30cm
【受贈、上毛 4/23、朝日 4/29】
館林市 暮らしのガイド 市民便利帳２０１５
館林市･ゼンリン前橋営業所 /発行
2015.4 104p 30cm
【受贈、読売 4/2】
「地方創生」!それでも輝く地方企業の理由
野口秀行･谷田貝孝一 /著 ベストブック /発行
2015.3 191p 19cm 1400 円
有限会社 BMZ(群馬県利根郡)に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1908 号】
定例市議会議案書 平成２７年第１回
（第２次送付分）
前橋市[/発行]
[ 2015] 1p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２７年第１回
（第３次送付分）
前橋市[/発行]
[ 2015] 40p 30cm

【受贈】

定例市議会議案説明資料
（第３次送付分）
前橋市[/発行]
[2015] 111p 30cm

【受贈】

【 受贈 】

藤岡市勢要覧 ２０１５
藤岡市 /企画･編集
2015.3 37p 30cm
付属資料：資料編 8p

【受贈】

防災ガイドブック
大泉町 /作成
[2013]
災害時に役立つ情報を日本語とポルトガル語で
紹介
【上毛 4/15】
防災マップ
大泉町 /作成
[2013] 1 枚
災害時に役立つ情報を片面を日本語、もう片面
をポルトガル語で表記
【上毛 4/15】
ｐｏｃｋｅｔ(ポケット) 創刊号 群馬発！学生
フリーペーパー
モテコ出版(前橋市)/発行
2015.4 26cm
【 受贈 、 読売 4/14】

平成２７年第３回

まえばしスマイルプラン～老人福祉計画･第６期
介護保険事業計画～(平成２７年度～平成２９年
度)
前橋市 /発行
2015.3 282p 30cm
【 受 贈】

できるよねノート
群馬県信用金庫協会[/発行]
[2015.4] 40p A4 判
小学新 1 年生に配布する防犯ノート
保護者向けに群馬県警からのメッセージを掲載
【上毛 4/6】

まえばしの子ども会 創立５０周年記念誌
前橋市子ども会育成団体連絡協議会 /発行
2015.2 54p 30cm
【 受 贈】
臨江 第３４号 明寿大学同窓会誌
度
明寿大学同窓会(前橋市)/発行
2015.3 151p 26cm

伝統文化継承事業調査報告書 平成２６年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2015.3 62p 30cm
【受贈】
統計おおた 平成２６年版
企画部企画政策課統計係 /編集
太田市役所 /発行
2015.1 [5,]106p 30cm

坂東太郎 第１５０号
群馬県立前橋高等学校 /発行
2015.3 168p 21cm

平成２６年
【 受 贈】

【受贈】
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〔 2015.5 〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

赤城姫 第２７号
赤城姫を愛する集まり(前橋市)/発行
2015.3 4,105p 26cm
【受贈】

活動報告書 第１４号 平成２６(２０１４)年度
南橘の自然観察と環境を守る会[/発行]
[ 2015.3] 39p 30cm
【受贈】

太田市医療マップ
太田市 /製作
2015.3 折りたたみ 60 × 84cm
ポルトガル語･スペイン語･中国語･英語版の４
種類
【受贈、読売 4/7】

ぐんまカレーが好きだ。
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.3 125p 21cm 1200 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1912 号】
群馬県の工業 平成２５年工業統計調査結果報告
書
群馬県企画部統計課 /発行
2015.3 161,3,37p 30cm
【受贈】

学術調査研究調査報告温泉科学 平成２６年度
群馬県高崎市域(旧榛名町域と旧倉渕村域)にある
温泉の化学成分について
群馬県温泉協会[/発行]
2015.3 26p 30cm
【受贈】
学術調査研究調査報告温泉科学
地蔵温泉の温泉地質
群馬県温泉協会[/発行]
2015.3 8p 30cm

現場から学ぶ 現場での課題･問題点について対
応策を話し合う。(三者合同の勉強会の成果)
県土整備部建設企画課[/発行]
[ 2015.3] 2,75p 30cm【受贈、群馬建設 4/1】

平成２６年度
【 受贈】

渋川市まちなかランチマップ～高崎経済大学学生
お勧めの店！～ リニューアル版
高崎経済大学 /協力
渋川市中心市街地まちづくり市民サポーター /
作成
[ 2015.4]
【上毛 4/6】

感染症発生動向調査報告書 平成２６年
群馬県感染制御センター /編集･発行
2015.3 60p 30cm
【受贈】
群馬県立ぐんま昆虫の森収蔵資料目録１ 七五三
木 伸二 蛾類コレクションⅠ 鱗翅目ヤガ科
群馬県立ぐんま昆虫の森 /編集･発行
2015.3 42p 30cm
【受贈】

新町屑糸紡績所資料集～設立の経緯とその後の経
営概観～
温井眞一 /編集
よみがえれ !新町紡績所の会 /発行
2015.3 471p 30cm
【受贈】

ぐんま知っ得食品表示 Ｖｏｌ.１
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課 /発行
2015.4 [2p] A4 判
【上毛 4/24】

新町屑糸紡績所の意義及び現況と課題
温井眞一 /著
2015.1 [18p] 21cm
「群馬文化」第 321 号抜刷

ぐんま知っ得食品表示 Ｖｏｌ.２
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課 /発行
2015.4 [2p] A4 判
【上毛 4/24】

【受贈】

中島飛行機の終戦
西まさる /著 新葉館出版 /発行
2015.3 254p 19cm 1800 円
【上毛 4/26、 TRC 新刊案内 1906 号】

渡良瀬遊水地昆虫ガイドブック
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 /発行
[ 2015.4] 70p A5 判 100 円 【上毛 4/14】

日本復活への企画書 ロボット産業が自動車産業
を超える日…群馬発
高橋憲行 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.3 255p 21cm 1800 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1908 号】
みさとＡｇｅ(アゲ)×Ａｇｅ(アゲ)グルメガイド
ブック
高崎市箕郷商工会青年部 /発行
[2015.4] [30p] 30cm
【受贈、上毛 4/2】

〔 2015.5 〕
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水循環保全再生政策の動向 利根川流域圏内にお
ける研究
佐藤寛･林健一 /著 成文堂 /発行
2015.2 9,174p 21cm 3100 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1906 号】
ランチパスポート 前橋･高崎
クルール･プロジェ /発行
[2015.4] 112p 994 円

ぐんまグリーン･ツーリズムガイドブック 首都
圏から日帰りでも楽しめるぐんまの農村 体験農
園･体験施設･農家民宿･農家レストラン･農産物直
売所
群馬県 /作成
[2015.4] 47p 30cm
【受贈、朝日 4/23、ぐんま経済 4/30】

Ｖｏｌ.５
群馬県信連誌
群馬県信用農業協同組合連合会 /発行
2015.3 [ 16,] 273p 31cm
【受贈】

【上毛 4/10】

群馬農林水産統計年報 平成２５～２６年
関東農政局統計部 /編集･発行
2015.3 220p 30cm
【 受 贈】
主要農作物作況調査成績書（水稲、コンニャク、
小麦） 平成２６年度
[群馬県農政部技術支援課 /発行]
[2015.4] 72p 30cm
【受贈】

6 産業
「荒船風穴蚕種貯蔵所跡」－貯蔵所と冷風発生の
壮大な仕組みと魅力－ 【普及版】
下仁田町ふるさとセンター 歴史民俗資料館 /
編集 下仁田町教育委員会 /発行
2014.12 68p 30cm 1000 円
付属資料：「 世界遺産 荒船風穴の冷風と白雲
の神秘」(DVD1 枚)
【受贈、読売 4/2】

知られざる鉄道遺産首都圏 街角の鉄道遺構探訪
池口英司･斉木実 /著 交通新聞社 /発行
2015.4 111p 21cm 1300 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 002 ）
上毛電気鉄道、碓氷峠鉄道文化むら、 JR 上越
線水上･湯檜曽･土合駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1908 号】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書３ 群馬県甘楽
郡下仁田町国指定史跡荒船･東谷風穴蚕種貯蔵所
跡
下仁田町ふるさとセンター /編集
下仁田町教育委員会 /発行
2014.12 81p 30cm
【 受贈 】

高崎まちなか逸品マップ
高崎商工会議所 /作製
[2015.4] 30p A6 判

地域文化 №１１２
八十二文化財団 /発行
2015.4 33p 28cm 328 円
『富岡日記 』、富岡製糸場に関する記述あり
【受贈】

ＮＨＫタイムスクープハンター 歴史の真実を探
れ！ Ｖｏｌ.３ 緊急警備 、辻斬りを阻止せよ！
江戸時代レポート ２
2015.4 63p 27cm 2950 円
勝川春章『かゐこやしない草第十二』(群馬県
立図書館所蔵)の画収録
【受贈、ＴＲＣ新刊案内 1909 号】

富岡製糸場 写真集 改訂
吉田敬子 /撮影 片倉工業 /発行
2015.3 157p 30cm 2500 円
吉田氏は前橋市生まれ
富岡製糸場総合研究センター所長兼名誉顧問の
今井幹夫氏と前県世界遺産課長の松浦利隆氏が
寄稿している
【受贈、上毛 4/18】

おりひめバス 路線図･時刻表 平成２７年４月
１日改正
[桐生市 /発行]
[ 2015.3]
【日刊きりゅう 3/22】
国指定名勝楽山園保存管理計画書
甘楽町教育委員会 /編集･発行
2015.3 73p 30cm

【上毛 4/4】

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ ４
維新後の富岡製糸場の政治史的意味 富国強兵と
殖産興業をどう見るか
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.2 68p 21cm 600 円
【受贈、 TRC 新刊案内 1906 号】

【受贈】
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〔 2015.5 〕

ニッポン産業遺産の旅
二村悟 /監修 平凡社 /発行
2015.4 95p 26cm 1200 円
（ 別冊太陽 ）
足尾銅山、碓氷峠鉄道施設、富岡製糸工場に関
する記述あり
【 TRC 新刊案内 1909 号】
韮塚直次郎と韮塚製糸場の建築遺構
町田睦 /著
2015.1 [17p] 21cm
「群馬文化」第 321 号抜刷
町田氏は富岡製糸場世界遺産伝道師

【受贈】

ポケット関東農林水産統計
関東農政局統計部 /発行
2015.3 [ 24,] 170p 19cm

【受贈】

群馬青年ビエンナーレ２０１５
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2015.2 [ 30p] 30cm

群馬のバスケットボール２０１５総集編
ありがと！ Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2015.3 66p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時増刊号 Vol.55 ）
【受贈】
ＧＵＮＭＡマンガ･アニメフェスタ作品集 第２
回 平成２６年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2015.2 116p 22cm
付属資料： DVD1 枚
【受贈】

平成２６年版

群馬陸上競技年鑑 平成２７年
群馬陸上競技協会 /編集･発行
2015.3 356p 30cm
廣習流人形陶芸 時の流れ
新藤廣子 /発行
[2015.4] 108p A4 判変型
新藤氏は沼田市在住

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
開館４０周年記念展
群馬県立近代美術館 /発行
2014 27cm
第 1 部：「 BORN IN 1974」 95p
第 2 部：「 1974 A Turning Point in Postwar
Japanese Art」 167p
【受贈】

【 受 贈】

1400 円(税込)
【上毛 4/9】

雪月花 水墨･墨彩画集
木暮恵蘭 /著
2014.3 119p 24cm
著者は高崎市在住、群馬水墨画協会会長
【受贈】
探幽３兄弟展 狩野探幽･尚信･安信
板橋区立美術館･群馬県立近代美術館･読売新聞
社･美術館連絡協議会 /発行
2014.2 239p 30cm
【受贈】

監督と甲子園 ７ 強豪私学の智将たち
藤井利香 /著 日刊スポーツ出版社 /発行
2015.4 268p 19cm 1500 円
荒井直樹監督(前橋育英)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1909 号】

栃木･群馬「いい川」渓流ヤマメ･イワナ釣り場
つり人社書籍編集部 /編 つり人社 /発行
2015.4 143p 21cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1907 号】

「鬼頭健吾 Reflection"反映"/Symbiosis"共生"
/Migration"回遊"」展示記録
群馬県立近代美術館 /発行
2015.3 三つ折り 30 × 93cm
【受贈】

能美彰英 画文集 －内なる原風景を通して－
能美彰英[/著･発行]
2015.3 43p 23cm
能美氏はみどり市在住
【受贈】

機動破壊 健大高崎勝つための走塁･盗塁９３の
秘策
田尻賢誉 /著 竹書房 /発行
2015.3 359p 19cm 1500 円
高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部に関
する本
【 TRC 新刊案内 1906 号】

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ「あとのまつり」
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2015.4 175p 26cm 3000 円
（ バンド・スコア ）
back number(メンバーが群馬県出身の３人組バ
ンド)のアルバム「あとのまつり」のバンドス
コア
【ＴＲＣ新刊案内 1909 号】

群馬県立近代美術館年報 平成２５年度
群馬県立近代美術館 /編集･発行
2014.6 73p 30cm
【 受贈 】

〔 2015.5 〕

【受贈】
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半世紀の足あとから 創立五十周年記念誌
群馬県レクリエーション協会 /発行
2015.3 [20,] 127p 31cm
【受贈】

9 文学

福沢一郎展 沖縄の子どもたちへ贈られた３４点
福沢一郎記念館･富岡市立美術博物館 福沢一郎
記念美術館 /協力
那覇市市民文化部文化振興課 /編集･発行
2015.3 89p 30cm
【 受贈 】

出で湯ふたたび 歌集
長島さち子 /著 地表短歌社(前橋市)/発行
2015.3 195p 22cm
（ 地表叢書 第 153 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/16】

私の懐かしい思い出 [絵手紙集]
河井十紀子 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2015.3 47p 26cm
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/28】

花信風 古屋祥子歌集
古屋祥子 /著 柊書房 /発行
[2015.4] 2484 円
著者は前橋市在住

【上毛 4/26】

企画展 第８７回
近代を駆け抜けた作家たち～文豪たちの文字は語
る～
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2015.1 16p 30cm
【 受 贈】
キッズタクシー
吉永南央 /著 文藝春秋 /発行
2015.3 281p 16cm 610 円
（ 文春文庫 よ 31-5 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1906 号】

8 語学
一からはじめる英和辞典 メタ認知能力を身につ
けよう
中山夏恵･大崎さつき /著
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.3 67p 21cm 750 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 6 ）
【受贈、 TRC 新刊案内 1909 号】

群馬県高校生文学賞作品集 第９集
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部 /編集･発行
2015.3 54p 21cm
【受贈】

中学生の「税についての作文」入選作品集 平成
２６年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会[/発行]
[2015] [4,] 48p 30cm
【受贈】

群馬県文学賞作品集 第５２回 平成２６年度
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2015.3 238p 19cm 1000 円
【受贈】

[指さし会話集]
関越交通(渋川市)[/発行]
[2015.4]
日本語、英語、ハングル、中国語(簡体字･繁体
字)、タイ語の 5 カ国語に対応
【日経 4/8】

恋づくし 宇野千代伝
工藤美代子 /著 中央公論新社 /発行
2015.3 336p 20cm 1700 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1906 号】
真田幸村 戦国太平記
井口朝生 /著 学陽書房 /発行
2015.4 520p 15cm 800 円
（ 人物文庫 い 4-1 ）
【ＴＲＣ新刊案内 1909 号】
シャーロック･ホームズ事件の年譜
鈴木利男 /著･発行
2015.2 368p 22cm
著者は高崎市在住
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改訂増補版
【受贈】

〔 2015.5 〕

震災の記憶 写真と詩
堀泰雄 /著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2015.3 176p 30cm 1500 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/26】

文豪たちの関東大震災体験記
石井正己 /著 小学館 /発行
2013.8 253p 18cm 740 円
（ 小学館 101 新書 175 ）
「東京震災記」田山花袋 /著に関する記述あり
【朝日 4/28、 TRC 新刊案内 1827 号】

太宰治の辞書
北村薫 /著 新潮社 /発行
2015.3 215p 20cm 1500 円
作中に前橋や群馬県立図書館、萩原朔太郎が取
り上げられている
【受贈、 TRC 新刊案内 1909 号】
旅ごころ 夢ごころ 詩集
鈴木きよえ /[著･]発行
2008.8 1 冊 26cm
鈴木氏はみどり市出身

文人御馳走帖
嵐山光三郎 /編 新潮社 /発行
2014.8 373p 16cm 630 円
（ 新潮文庫 あ -18-51 ）
「雲雀料理」･「閑雅な食慾」萩原朔太郎 /著収
録
【朝日 4/7、 TRC 新刊案内 1876 号】
みずひきの咲く庭
杉田多津子 /著 丸善プラネット /発行
2015.3 294p 20cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【受贈】

【受贈】

田山花袋記念文学館年報９ 平成２２～２４年度
館林市教育委員会文化振興課[/発行]
2014.12 8p 30cm
【受贈】

迷宮と精霊の王国
塔ノ沢渓一 /著 アルファポリス /発行
2015.3 283p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1909 号】

にしきのなかの馬
やえがしなおこ /作 つかさおさむ /絵
童心社 /発行
2015.3 [32p] 26 × 26cm 1700 円
（ 童心社の絵本 ）
つかさ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1907 号】

リフォーム支店本日休業
あんびるやすこ /著 岩崎書店 /発行
2015.3 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 47 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1908 号】

花燃ゆ ２
大島里美･宮村優子 /作 NHK 出版 /発行
2015.3 301p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1909 号】
はるのおとがきこえるよ
マリオン･デーン･バウアー /文
ジョン･シェリー /絵 片山令子 /訳
2015.2 32p 27cm 1300 円
片山氏は桐生市出身
【上毛 4/28、 TRC 新刊案内 1902 号】

県関係者の一般著作

晩秋 萩原朔太郎詩稿 萩原朔太郎生誕百年記念
萩原朔太郎研究会[/発行]
[1986] 1 枚 27 × 37cm
【受贈】

赤と黒の占術 勝者の占術～不幸の法則
うすいはるみ /著 すみだ喜子 /監修
作品社 /発行
2015.3 189p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1909 号】

花ふきん 歌集
濵野シズ江 /著 行路文芸社 /発行
2015.3 206p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 52 篇 ）
著者は大泉町在住

ウォーズ･オブ･ジャパン 日本のいくさと戦争
宮永忠将 /文 磯田道史 /監修 偕成社 /発行
2015.3 190p 27cm 4500 円
宮永氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1906 号】

はるな 合同句集
橡よしおか俳句会(吉岡町)/発行
2015.1 287p 19cm

〔 2015.5 〕

【受贈】

ガイダンス新税法講義 ３訂版
林仲宣･竹内進 /著 税務経理協会 /発行
2015.3 5,217p 21cm 2600 円
竹内氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1906 号】

【受贈】
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環境政策の新展開
高崎経済大学地域政策研究センター /編
勁草書房 /発行
2015.3 8,274p 21cm 3000 円
【 TRC 新刊案内 1908 号】

反骨の市町村 国に頼るからバカを見る
相川俊英 /著 講談社 /発行
2015.3 216p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1907 号】
元税務署長が教えるさげる相続税とさがる相続税
五十嵐徹夫 /著 エクスナレッジ /発行
2015.3 214p 19cm 1600 円
著者は元前橋税務署長
【 TRC 新刊案内 1908 号】

スイッチング電源の原理と設計
落合政司 /著 オーム社 /発行
2015.3 11,401p 21cm 4600 円
著者は群馬大学客員教授
【 TRC 新刊案内 1908 号】
図解２０１５年介護保険“大転換”で「現場の仕
事」はこう変わる！
田中元 /著 ぱる出版 /発行
2015.4 191p 21cm 1500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1907 号】

視聴覚資料

タウト建築論講義
タウト /著 沢良子 /監訳 鹿島出版会 /発行
2015.3 363p 22cm 3500 円
【 TRC 新刊案内 1906 号】

ＶｉＶｉＤ ＴＨＥ ＢＥＳＴ（CD）
ViViD/演奏 Epic Records Japan/発行
2015.2 15 曲 3000 円
ギターの RYOGA(怜我)氏が太田市出身
【受贈】

楽しい会社を作りましょう
[中里良一 /著] SMBC コンサルティング /発行
2008
（ 実務シリーズ 83 ）
著者は中里スプリング製作所(高崎市)社長
【上毛 4/18】
地域の発展と産業 改訂版
河合明宣 /編著 放送大学教育振興会 /発行
2015.3 283p 21cm 3200 円
（ 放送大学大学院教材 ）
編著者は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1907 号】

電子資料
桐生インフォメーションマガジン ２０１５企業
ガイド（CD-ROM）
桐生商工会議所･桐生地区勤労対策協議会 /編集
･企画･制作
[2014.3]
【 受贈 】

千島列島の植物
高橋英樹 /著 北海道大学出版会 /発行
2015.2 9,509p 図版 78p 27cm 12500 円
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1907 号】

桐生インフォメーションマガジン ２０１６企業
ガイド（CD-ROM）
桐生商工会議所･桐生地区勤労対策協議会 /編集
･企画･制作
[2015.3]
【 受贈 】

ｄｘとｄｙの解析学 オイラーに学ぶ 増補版
高瀬正仁 /著 日本評論社 /発行
2015.3 233p 22cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1907 号】

群馬大学教育実践研究 第３２号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー /発行
2015.3
【受贈】

徳川幕府全代官人名辞典
村上直･和泉清司 /編 東京堂出版 /発行
2015.3 5,509p 22cm 12000 円
和泉氏は高崎経済大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1908 号】

「資源ごみ分別体験ボランティア」活動報告書
身近なことから環境を考えよう！体験講座 平成
２６年度（CD-ROM）
高崎市寺尾公民館[/発行]
[ 2014.12]
【受贈】

日本建築思想史
磯崎新 /著 横手義洋 /聞き手 太田出版 /発行
2015.4 349,8p 20cm 2800 円
（ at プラス叢書 10 ）
著者は群馬県立近代美術館の設計を担当
【 TRC 新刊案内 1909 号】
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