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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１５年７月分
No.３４４

相生村郷土誌 附 産業組合基本調査書
桐生市立図書館 /編集
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2015.3 11,80p 30cm
【受贈】

発行日
発 行

平成 27( 2015)年 8 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

えりあぐんま 第２１号 ２０１５
群馬地理学会 /編集･発行
2015.6 68p 26cm

・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。

【受贈】

皇子塚古墳－平成２６･２７年度範囲確認調査報
告書－
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2015.2 32p 30cm
【受贈】

・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。

尾高惇忠 富岡製糸場の初代場長
荻野勝正 /著 さきたま出版会 /発行
2015.6 94p 21cm 1200 円
（ もっと知りたい埼玉のひと ）
【受贈、上毛 7/26、 TRC 新刊案内 1922 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。

ぐんま里見の郷再発見伝
里見の郷委員会 /発行
[2015.7] 500 円

第３号
【産経 7/4】

ぐんまの温泉
群馬県観光局観光物産課[/発行]
[ 2015.3] 18p 30cm

０ 総記

【 受贈】

研究紀要 第１９集
由良大和古代文化研究協会 /発行
2015.3 166p 26cm
「 金井沢碑からみた物部系氏族の展開 」竹本晃 /
著収録
【受贈】

桐生市西久方町 田村家文書及び諸家寄贈･寄託文
書目録 桐生市立図書館蔵
桐生市教育委員会(桐生市立図書館)/発行
2014.3 81p 30cm
【 受贈 】
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.１（夏号）
トロワデザイン(高崎市)/編集
ハンプティーダンプティー(前橋市)/発行
2015.6 65p 21cm
【 受贈 】

上野国群馬郡元惣社村御廻状写并御用日記－天保
九年･十一年、弘化五年、文久三年－
群馬県立文書館友の会蚋魚の会 /編集･発行
2014.3 137p 26cm
（平成 18 ～ 23 年度学習記録 第 4 集 ）
【受贈】
侯鯖一臠巻之二人物編 下巻
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓訳
2015.6 139p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

1 哲学･宗教

須賀昌五 /発行
【受贈】

古代碓氷の馬と牧
安中市学習の森ふるさと学習館 /編集･発行
2014.7 17p 30cm
【 受 贈】
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〔 2015.8 〕

真田まるっとガイド 戦国の息吹薫る「真田旅」
にいざ出陣！！
JAF 出版社 /発行
2015.7 127p 26cm 900 円
（ JAF 情報版 ）
沼田に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

東国文化副読本～古代ぐんまを探検しよう～
松島榮治 /監修 群馬県文化振興課 /企画･編集
群馬県 群馬歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
委員会 /発行
2015.4 68p 30cm
【受贈】
中之条山歩路(なかのじょうさんぽみち)
中之条町役場観光商工課･中之条町観光協会
[/発行]
[ 2014] 44p 20cm
【受贈】

Ｃ５６ 新明西Ｂ遺跡－宅地造成工事及びアスフ
ァルト舗装道の築造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･発行
2015.2 41p 図版 17p 30cm
【受贈】
市内遺跡２１
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
2015.3 23p 30cm

中之条町観光ガイドマップ
中之条町役場観光商工課･中之条町観光協会
[/発行]
[2013] 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈】

【受贈】

新田三兄弟と南朝 義顕・義興・義宗の戦い
久保田順一 /著 戎光祥出版 /発行
2015.7 237p 19cm 2600 円
（ 中世武士選書 28 ）
著者は群馬県文化財保護審議会専門委員
【上毛 7/8、 TRC 新刊案内 1921 号】

渋川伊香保観光ガイドマップ
渋川伊香保温泉観光協会･渋川市観光課[ /発行]
[2013.3] [8p] 30cm
【受贈】
小学生の勉強に役立つ！日本全国４７都道府県お
もしろクイズ１２００
県民 .com/監修 メイツ出版 /発行
2015.6 144p 21cm 1200 円
（ まなぶっく B-71 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1920 号】

日本の古代遺跡 最新発掘調査でここまで解明さ
れた！
遠山美都男 /監修 宝島社 /発行
2015.7 111p 30cm 1000 円
（ 別冊宝島 2351 ）
岩宿遺跡、金井東裏遺跡、上野三碑に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1919 号】

白石北原遺跡（縄文時代編１） 平成１２年度
藤岡市埋蔵文化財収蔵庫(藤岡歴史館)建設に伴う
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
2015.3 182p 写真図版 50p 30cm
【受贈】

日本の都道府県 と,日本の中の<国>の話
２０１５年版
板倉聖宣 /著 仮説社 /発行
2015.6 76p 15cm 800 円
（ ミニ授業書 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

城絵図にみる上州の戦国時代－富原文庫所蔵城絵
図の世界－
安中市学習の森ふるさと学習館 /編集･発行
2014.4 33p 30cm
【 受贈 】

日本百名山ベストプランＢＯＯＫ
JTB パブリッシング /発行
2015.7 143p 21cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1920 号】

政治の眼力 永田町「快人･怪物」列伝
御厨貴 /著 文藝春秋 /発行
2015.6 207p 18cm 750 円
（ 文春新書 1029 ）
小渕優子氏、福田康夫氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1919 号】

東平遺跡調査報告書(群馬県吾妻郡嬬恋村今井)
平成１０年度第５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
2015.3 38p 口絵 3p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

禅者列伝 僧侶と武士、栄西から西郷隆盛まで
宇井伯寿 /著 書肆心水 /発行
2015.6 284p 22cm 6300 円
上泉伊勢守に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

福島泰蔵大尉の実行力を訪ねて 資料集
川道亮介[/著]
[2015.6] 225p 21 × 30cm
付属資料：「 寄贈遺品一覧表」 DVD-R1 枚
福島大尉は旧新田郡世良田村出身
【受贈】

高山長五郎の生涯 ふじおかから世界へ 養蚕教
育の父
ふくやまけいこ /漫画
藤岡市教育委員会 /編集･発行
2014.10 103p 21cm
【産経 7/4、受贈】

〔 2015.8 〕
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満蒙開拓、夢はるかなり 加藤完治と東宮鐵男
上
牧久 /著 ウェッジ /発行
2015.7 310p 20cm 1600 円
東宮氏は旧勢多郡宮城村生まれ
【上毛 7/21･ 29、 TRC 新刊案内 1923 号】

3 社会科学
あゆみ ６８号
吾妻郡連合婦人会 /発行
2015.2 197p 21cm

満蒙開拓、夢はるかなり 加藤完治と東宮鐵男
下
牧久 /著 ウェッジ /発行
2015.7 326p 20cm 1600 円
東宮氏は旧勢多郡宮城村生まれ
【上毛 7/21、 TRC 新刊案内 1923 号】

いきいき子育てガイドブック～子育て支援情報の
ご案内～ 平成２７年度版
桐生市[/発行]
[ 2015]
【日刊桐生 6/14】
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２７年第１回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2015.6 5,259p 30cm
【受贈】

漫遊役者東野英治郎 昭和芸能「情と葛藤」の人
生
東野英心 /著 ラピュータ /発行
2015.7 6,298p 19cm 1800 円
東野英治郎氏は富岡市生まれ
【 TRC 新刊案内 1920 号】

伊勢崎市統計書 平成２６年版
伊勢崎市役所企画部情報政策課統計係 /編集
2015.6 81p 30cm
【 受 贈】
大泉町防災ＭＡＰ
[大泉町 /発行]
[ 2014.3] 二つ折り

道の駅完全ガイドブック 最新版 ２０１５－１６
コスミック出版 /発行
2015.8 217p 30cm 1200 円
川場田園プラザに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1920 号】
みどり市内遺跡 ６
みどり市教育委員会 /編集･発行
2015.3 47p 30cm

42 × 30cm

【受贈】

太田市議会４年のあゆみ 平成２３年４月～平成
２７年３月
太田市議会 /編集・発行
2015.6 156p 21cm
【 受 贈】

【受贈】
かがやき 嬬恋村文化協会三十五周年記念誌
嬬恋村文化協会 /発行
2011.3 203p 27cm
【受贈】

<猛>列伝真田幸村と大坂の陣
渡邊大門 /著 ロングセラーズ /発行
2015.7 249p 18cm 900 円
（ ロング新書 ） 【 TRC 新刊案内 1920 号】
湯浅治郎 伝記･湯浅治郎
湯浅三郎 /編 大空社 /発行
1992.12 186,5p 22cm 5825 円
（ 伝記叢書 103 ）

【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２６年度
群馬県企画部統計課[/発行]
[ 2015.5] 13[ ,13] p 30cm
【受贈】
学校要覧 平成２７年度
群馬工業高等専門学校[/発行]
[2015] 56p 30cm

【購入】

ユキは十七歳特攻で死んだ 子犬よさらば、愛し
きいのち
毛利恒之 /著 ポプラ社 /発行
2015.7 301p 16cm 620 円
（ ポプラ文庫 も 5-1 ）
ユキこと荒木幸雄氏は桐生市生まれ
【 TRC 新刊案内 1921 号】

【受贈】

学校要覧 平成２７年度
群馬大学教育学部附属中学校 /編集･発行
2015.6 55p 30cm
【受贈】
関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２１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
2013.3 105p 30cm
【自館作成】

吉原まんだら 色街の女帝が駆け抜けた戦後
清泉亮 /著 徳間書店 /発行
2015.3 412p 20cm 1800 円
現在の館林市の渡良瀬川近くで生まれた高麗き
ち氏の一生の物語
【東京 7/8、 TRC 新刊案内 1907 号】

関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２２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
2014.3 50p 30cm
【 自 館 作 成】
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〔 2015.8 〕

関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２３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
2015.3 41p 30cm
【 自館 作成 】

国立大学法人群馬大学概要 平成２７年度版
国立大学法人群馬大学総務部総務課広報係 /編
集
2015.6 49p 30cm
【受贈】
こまちウエディング 秋号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
2015.7 300 円
【ぐんま経済 7/9】

関東学園大学経済学紀要 第３８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
2013.3 23p 30cm
【自館作成】

知って得する７カ条 これから社会で働くために
群馬県産業経済部労働政策課 /発行
2015.6 [ 4p] 21cm
【受贈】

関東学園大学経済学紀要 第３９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
2014.3 80p 30cm
【自館作成】

障害者福祉制度のごあんない
群馬県健康福祉部障害政策課[/発行]
2015.6 63p 30cm
【受贈】

関東学園大学経済学紀要 第４０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
2015.3 103p 30cm
【自館作成】
群馬県立女子大学 ２０１６
群馬県立女子大学[/発行]
[ 2015] 56p 30cm

消防年報 ２０１５年(平成２７年)刊行
通信指令課 /編集 高崎市等広域消防局 /発行
2015.6 82p 30cm
【受贈】
税金ってなぁ～に 税に関する資料 平成２７年
度版（小学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行］
[2015] 10p 30cm
【受贈】

【受贈】

群馬県立図書館夏休み高校生ボランティア活動体
験記集 ２０１３
群馬県立図書館総務企画係(ボランティア担当)
/編集 群馬県立図書館 /発行
2013.9 1 冊 30cm
【自館作成】

創立五十周年記念誌
群馬県退職校長会記念誌編集委員会 /編集
群馬県退職校長会 /発行
2015.4 163p 30cm
【受贈】
大学からの地方創生 挑戦し続ける大学が地方を
元気にする
鶴蒔靖夫 /著 IN 通信社 /発行
2015.7 246p 20cm 1800 円
高崎健康福祉大学の取り組みを紹介
【 TRC 新刊案内 1921 号】

群馬県立図書館夏休み高校生ボランティア活動体
験記集 ２０１４
群馬県立図書館総務企画係(ボランティア担当)
/編集 群馬県立図書館 /発行
2014.9 1 冊 30cm
【自館作成】
群馬の葬儀･法要･相続手続きとマナー 最新版
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[ 2014.7] 1000 円
【ぐんま経済 7/9】

利根沼田生涯学習･社会教育要覧 平成２７年度
群馬県教育委員会利根教育事務所[/発行]
[2015] 48p 30cm
【受贈】

ぐんま防災ハンドブック２０１５
エフエム群馬･パリッシュ出版[/発行]
[ 2015.7]
【上毛 7/18】
公営企業の概要 平成２７年度
群馬県企業局[/発行]
[2015] 67p 30cm

バリアフリーぐんま障害者プラン６ 平成２７年
度 ▶ 平成２９年度 群馬県障害者計画･第４期群馬
県障害福祉計画
群馬県[/発行]
[ 2015.3] 160p 30cm
【 受贈】

【受贈】
前橋市公民館事業概要 平成２６年度実績
前橋市教育委員会[/発行]
[2015] 286p 30cm
【受贈】

皇紀二千六百年 伝説の倉賀野（復刻二版）
須賀健一 /発行
2013.10 165p 26cm
須賀氏は高崎市在住
【受贈】

〔 2015.8 〕

明和学園短期大学紀要 第２４集
明和学園短期大学 /編集･発行
2015.3 143p 26cm
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【 受 贈】

要覧 平成２７年度
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2015.6 29p 30cm

三畳紀の生物
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2015.7 155p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 5 ）
【 TRC 新刊案内 1918 号】

【 受贈 】

４７都道府県･汁物百科
野崎洋光･成瀬宇平 /著 丸善出版 /発行
2015.6 6,343p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

ジュラ紀の生物
土屋健 /著 群馬県立自然史博物館 /監修
技術評論社 /発行
2015.7 167p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 6 ）
【 TRC 新刊案内 1918 号】

ライフ＆タックス 税に関する資料 平成２７年
度版（中学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行]
[2015] 10p 30cm
【受贈】

前橋東看護学校 創立２０周年記念誌
創立 20 周年記念誌編集委員会 /編集
前橋積善会 /発行
2015.4 105p 30cm

湯の国ぐんまの温泉入浴･療養ハンドブック な
るほどナットク！ 改訂版
布施正美[ほか]/監修 群馬県薬務課 /作成
群馬県温泉協会 /作成協力
2008.3 70p 21cm
【 受 贈】

4 自然科学
火山はすごい 千年ぶりの「大地変動の時代」
鎌田浩毅 /著 PHP 研究所 /発行
2015.7 326p 15cm 700 円
（ PHP 文庫 か 66-2 ）
浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】
きくいただき №４２
日本野鳥の会吾妻[/発行]
2015.5 56p 26cm

【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
【受贈】
大泉町洪水ハザードマップ
大泉町役場安全安心課[/発行]
[ 2013.3] 折りたたみ 60 × 84cm

群馬医学 第１０１号 平成２６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
2015.6 37,31p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬県水防計画 平成２７年度
群馬県県土整備部河川課防災係[/発行]
[2015] 498p 31cm
【受贈】

群馬いきもの図鑑
田野芳久･前田信二 /著 メイツ出版 /発行
2015.6 255p 19cm 1800 円
田野氏は桐生自然観察の森のスタッフ
【上毛 7/23、 TRC 新刊案内 1920 号】

群馬県繊維工業試験場業務報告 平成２６年度
群馬県繊維工業試験場 /編集･発行
2015.5 55p 30cm
【受贈】
群馬県地球温暖化対策実行計画 ２０１１－２０
２０ 改訂版
群馬県環境森林部環境エネルギー課 /編集･発行
[2015.3] 3,105p 30cm
【受贈】

群馬県保健医療計画 第７次 概要版
群馬県健康福祉部医療介護局医務課[/発行]
[2015.6] [4p] 30cm
【 受贈 】
群馬県保健医療計画 平成２７年４月
群馬県健康福祉部医療介護局医務課 /編集･発行
2015.6 333p 30cm
【 受贈 】

群馬県都市計画審議会議案 第１７４回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2015.6] 12p 30cm
別添資料：添付図面 29p 参考資料 8p【受贈】
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〔 2015.8 〕

工場見学社会科見学 首都圏 ２０１５
昭文社 /発行
2015.7 143p 26cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1919 号】

駅の旅物語 関東の駅百選
「鉄道の日」関東実行委員会 /監修
人文社 /発行
2000.10 232p 21cm 1600 円
館林駅 、西桐生駅 、水沼駅 、横川駅 、下仁田駅 、
土合駅、湯檜曽駅に関する記述あり 【受贈】

スバルサンバー 人々の生活を支え続ける軽自動
車の半世紀
飯嶋洋治 /著 三樹書房 /発行
2015.5 149p 27cm 3000 円
【上毛 7/19、 TRC 新刊案内 1912 号】

業務報告 平成２６年度（２０１４）
群馬県林業試験場 /発行
2015.6 103p 30cm
【 受 贈】
群馬県交通安全実施計画 平成２７年度
群馬県交通安全対策会議 /発行
2015.7 2,41p 30cm
【受贈】

日本の国宝建築 至極の写真群が雄弁に語る国宝
建築の世界
志村直愛 /監修 宝島社 /発行
2015.7 127p 30cm 980 円
（ 別冊宝島 2359 ）
旧富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】
ＢＵＩＬＤＥＲ ＣＡＴＡＬＯＧ
みかくらぶ 工務店カタログ
上毛新聞社 /発行
2015.3 83p 30cm

２０１５

群馬県鉄道網図
群馬県企画部交通政策課[/発行]
内外地図 /調製
[2002.3] 1 枚 60 × 84cm

【受贈】

群馬県農業技術センター業務年報 平成１９年度
群馬県農業技術センター /編集･発行
2009.3 90p 30cm
【受贈】

す

【受贈】

群馬県農業技術センター業務年報 平成２０年度
群馬県農業技術センター /編集･発行
2009.12 86p 30cm
【受贈】

ランチパスポート 前橋･高崎･藤岡 Ｖｏｌ.６
クルール･プロジェ /発売
2015.7 112p 994 円
【上毛 7/10】

ぐんまの逸品 ２０１５－２０１６年度版
群馬県観光物産国際協会 /発行
[2015] 112p 22cm
【受贈】
地元でショッピング。プレミアム付商品券の登録
店一覧
吉岡町商工会 /製作
[2015.7] 68p A4 判
【上毛 7/1】

6 産業

鉄道遺構再発見
LIXIL 出版 /発行
2015.6 75p 21 × 21cm 1800 円
（ LIXIL BOOKLET ）
碓氷線に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1919 号】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書４ 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
2015.3 92p 30cm
【受贈】

東武鉄道各駅停車 １都４県に広がる沿線の歴史
と魅力がまるわかり！
杉崎行恭 /著 洋泉社 /発行
2015.7 223p 19cm 1500 円
伊勢崎線、桐生線、伊香保軌道線に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

茜雲 日航機御巣鷹山墜落事故遺族の３０年
8･12 連絡会 /編 本の泉社 /発行
2015.7 310p 19cm 1600 円
【受贈、上毛･産経 7/20、 TRC 新刊案内 1923 号】
英語対訳で読む日本の世界遺産 楽々学べる！ス
ラスラ分かる！
ブルーガイド編集部 /編 Jon Morris/英文訳
実業之日本社 /発行
2015.7 190p 18cm 800 円
（ じっぴコンパクト新書 258 ）
富岡製糸場と絹遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1921 号】

〔 2015.8 〕

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ ５
上毛新聞社[/発行]
[2015.7] A5 判 648 円
須藤玲子教授の講演「上州人のつくるテキスタ
イルが世界を魅了する理由」収録
後藤小百合准教授(高崎商科大)の講演「会計制
度の発展と富岡製糸場」収録
【上毛 7/25】
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パパの柿の木
谷口真知子 /制作
[2015.7] 15p
日航ジャンボ機墜落事故と向き合ってきた家族
の姿を描いた絵本
【上毛 7/23、毎日 7/24、東京 7/30】

「上毛かるた考」 読売新聞群馬版の人気連載コ
ーナー
読売新聞[/発行]
[2015] 47p 21 × 26cm
【受贈】
日本に向けられたヨーロッパ人の眼 ジャパント
ゥデイ ３
EU-ジャパンフェスト日本委員会 /発行
2001.9 207p 27cm
群馬県内で撮られた写真収録
【受贈】
わし、たわし！ 紙芝居
かとうようこ /脚本 野村たかあき /絵
童心社 /発行
2015.8 8 場面 27 × 39cm 1400 円
（ おひさまこんにちは年少向 ）
野村氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1921 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
ありがとうのまごころこめて． 絵てがみってい
いナ 岡よしえ作品集
岡芳江 /発行
2015.6 99p 26cm 1500 円
岡氏は安中市在住
【受贈、上毛 7/20】
おれの野球では勝てないのか
斎藤章児 /著 上毛新聞社 /発行
2015.7 1400 円
高校野球に携わった日々をまとめた自伝
著者は元農大二高野球部監督
【上毛 7/5、朝日 7/8】

8 語学

群馬のサッカー２０１４－２０１５総集編
ありがと !Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2015.2 67p 30cm 1200 円
（ ありがと !Gsports 臨時増刊号 Vol.52 ）
【受贈】

9 文学

群馬のバレーボール２０１５総集編 高校生･中
学生
ありがと !Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2015.1 67p 30cm 926 円
（ ありがと !Gsports 臨時増刊号 Vol.51 ）
【受贈】

うたかたの日々 歌集
田島儀一 /著･発行
2015.6 149p 21cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

おにころ 改訂版
野村たかあき /作･画
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.7 32p 25cm 1200 円
野村氏は前橋市在住
【 TRC 新刊案内 1924 号、上毛 7/21】

県民芸術祭報告集 第３8回（平成２６年度）
群馬県教育文化事業団 /編集･発行
2015.6 32p 30cm
【受贈】
小泉明郎 捕われた声は静寂の夢を見る
小泉明郎 /作 現代企画室 /発行
2015.5 93p 26cm 2000 円
2015 年 3 ～ 6 月アーツ前橋開催の展覧会の公
式カタログ
小泉氏は群馬県出身【 TRC 新刊案内 1919 号】

影

KAGE 歌集
山下和夫 /著 行路文芸社 /発行
2015.7 159p 20cm 2315 円
著者は高崎市在住

【受贈】

雷は嫌なやつだよ
金山太郎 /著 すばる書房(大泉町)/発行
2015.7 181p 15cm 580 円
著者は太田市在住
【受贈】

咲前神社太々神楽展 鷺宮咲前神社太々神楽 奉
納二百年記念
安中市学習の森ふるさと学習館 /編集･発行
2015.3 17p 30cm
【 受贈 】
-7-

〔 2015.8 〕

烏は主を選ばない
阿部智里 /著 文藝春秋 /発行
2015.6 371p 16cm 670 円
（ 文春文庫 あ 65-2 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1918 号】

出口のない海 漫画でよめる！
三枝義浩 /漫画 横山秀夫 /原作 講談社 /発行
2015.6 208p 21cm 950 円
横山氏は群馬県在住【 TRC 新刊案内 1921 号】
幕末まらそん侍
土橋章宏 /著 角川春樹事務所 /発行
2015.6 271p 16cm 600 円
（ ハルキ文庫 と 6-1 ）
安中藩を舞台とした小説
【 TRC 新刊案内 1918 号】

季刊 遠近 第５７号
遠近の会[/発行]
2015.6 114p 21cm 463 円
『 夏の名残の薔薇－「 風の家の人びと 」第 3 部 』
安西昌原(群馬県生まれ) /著収録
【受贈】
恋人たち/降誕祭の夜 金井美恵子自選短篇集
金井美恵子 /著 講談社 /発行
2015.6 286p 16cm 1600 円
（ 講談社文芸文庫 か M4 ）
著者は高崎市生まれ【 TRC 新刊案内 1918 号】
傘寿の玉葱－土と共に生きて－
瀬間さと /著 あさを社 /発行
2015.5 132p 22cm
著者は下仁田町在住
島田利夫詩集
島田利夫 /著 佐相憲一 /編
コールサック社 /発行
2015.6 143p 21cm 2000 円
著者は前橋市生まれ

母の魔法 愛敬浩一詩集
愛敬浩一 /著 詩的現代出版部(富岡市) /編集･
制作 書肆山住 /発行
2015.6 68p 19cm 1200 円
（ 詩的現代叢書 7 ）
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

瀬間さと歌集
「雲雀の会」詩集第８号－１０周年記念－
前橋文学館友の会 詩サークル「雲雀の会」 /
発行
2015.6 87p 21cm
【 受 贈】

【受贈】

広瀬川の流れとともに 前橋文学館友の会２０年
の歩み
前橋文学館友の会 /編集･発行
2015.4 83p 26cm
【 受 贈】

【受贈】

三角みづ紀 隣人のいない部屋から 前橋文学館
特別企画展･第２２回萩原朔太郎賞受賞者展覧会
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館 /
編集･発行
2015.5 71p 26cm
【受贈】

ジャレットのきらきら魔法
あんびるやすこ /作･絵 ポプラ社 /発行
2015.7 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 65 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1921 号】
上毛国語 第８０号
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編集･発行
2015.3 108p 21m
【受贈】

ゆるがるれ 一行詩集
堤美代 /著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
2015.5 72p 21cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1918 号】

人生に役立つ都々逸読本 七･七･七･五の法則
柳家紫文 /著 海竜社 /発行
2015.7 183p 19cm 1500 円
著者は高崎市出身
【上毛 7/28、 TRC 新刊案内 1922 号】

龍の寺の晒し首
小島正樹 /著 南雲堂 /発行
2011.3 398p 20cm 1800 円
（ 本格 M.W.S. ）
群馬県を舞台にした小説

セピア色のとき エッセイ集
大島知子 /著･発行
2015.6 126p 20cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

谷川温泉と若山牧水
「谷川温泉と若山牧水」編集委員会 /編
谷川区 /発行
2015.3 51p 21cm
【 受贈 】

〔 2015.8 〕
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【購入】

中世パリの装飾写本 書物と読者
前川久美子 /著 工作舎 /発行
2015.6 237p 22cm 3800 円
著者は元群馬県立女子大学助手
【 TRC 新刊案内 1920 号】

県関係者の一般著作
内山節著作集 １０ 森にかよう道
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.6 359p 20cm 2800 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1919 号】

栃木のうまいラーメン２０１５－２０１６ 新創
刊
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2015] 820 円
【 ぐんま経済 7/9】

海軍の日中戦争 アジア太平洋戦争への自滅のシ
ナリオ
笠原十九司 /著 平凡社 /発行
2015.6 479p 20cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1919 号】

[栃木の葬儀･法要･相続手続きとマナー] 完全保
存版
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2015] 926 円
【 ぐんま経済 7/9】

カブトムシ･クワガタムシ
小池啓一 /執筆･企画構成 鈴木知之 /ほか写真
小学館 /発行
2015.6 191p 19cm 950 円
（ 小学館の図鑑 NEO POCKET 10 ）
小池氏は群馬大学副学長
【 TRC 新刊案内 1920 号】

日本語文法ファイル 日本語学と言語学からのア
プローチ
鈴木孝明 /著 くろしお出版 /発行
2015.6 15,198p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1918 号】
変動期の画家
山口泰二 /著 美術運動史研究会 /発行
2015.6 487p 22cm 5000 円
著者は前橋市出身 【 TRC 新刊案内 1918 号】

鏑木毅トレイルランニングトレーニングＢＯＯＫ
国内最強のトレイルランナーが教える、勝つ練習
方法や楽しみ方を直伝
鏑木毅 /監修 日東書院本社 /発行
2015.6 207p 21cm 1700 円
鏑木氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1918 号】

名画のネコはなんでも知っている
井出洋一郎 /著 エクスナレッジ /発行
2015.6 169p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1919 号】

感性の変革 増補
亀井秀雄 /著 ひつじ書房 /発行
2015.5 16,623p 20cm 7500 円
（ 未発選書 第 22 巻 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1918 号】

ヨーガ療法とストレス･マネージメント 人間の
構造論と機能論
木村慧心 /著 ガイアブックス /発行
2015.6 14,191p 23cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1920 号】

宮内庁の総料理長のおいしいレシピ 元宮内庁大
膳課主厨長
高橋恒雄 /著 主婦の友社 /発行
2015.7 119p 26cm 1480 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1920 号】

Дни в Романовке[ロマノフカ村の
日々]
[インテルロス出版者 /発行]
2012 366p 27cm
山添三郎氏(群馬大学名誉教授)の写真収録
【受贈】

昭和を語る 鶴見俊輔座談
鶴見俊輔 /著 晶文社 /発行
2015.6 302p 20cm 2200 円
「八月十五日に君は何をしていたか」羽仁五郎
(桐生市出身)/著収録
【 TRC 新刊案内 1920 号】
だから、この『学び合い』は成功する！
水落芳明･阿部隆幸 /編著 学事出版 /発行
2015.7 191p 19cm 1600 円
水落氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1919 号】
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〔 2015.8 〕

関東学園大学経済学紀要 第４０集（CD-ROM)
関東学園大学経済学部[/発行]
2015.3
【受贈】

視聴覚資料
富岡慕情／雨の富岡（CD）
荒木悟 /作詞･作曲
[2015.7] 2 曲
荒木氏は富岡市在住

群馬県水防計画 平成２７年度（CD-ROM)
[群馬県 /発行]
[2015]
【受贈】

【上毛 7/11】

非幸福論（CD）
LACCO TOWER/演奏 TRIAD/レーベル
2015.6
メンバーのベース塩崎啓示氏、ドラム重田雅俊
氏、キーボード真一ジェット氏が伊勢崎出身
【朝日ぐんま 7/17】

電子資料
今すぐ役立つ販促アイデア集 繁盛店へ向かう最
初の一歩（電子書籍）
藤田耕平[/著]
[2015.7] 124 円
著者は藤田販促計画事務所(前橋市)代表
【ぐんま経済新聞 7/2】
関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２１集（CD-ROM)
関東学園大学[/発行]
2013.3
【受贈】
関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２２集（CD-ROM)
関東学園大学[/発行]
2014.3
【受贈】
関東学園大学紀要 Ｌｉｂｅｒａｌ Ａｒｔｓ
第２３集（CD-ROM)
関東学園大学[/発行]
2015.3
【受贈】
関東学園大学経済学紀要 第３８集（CD-ROM)
関東学園大学経済学部[/発行]
2013.3
【受贈】
関東学園大学経済学紀要 第３９集（CD-ROM)
関東学園大学経済学部[/発行]
2014.3
【受贈】

〔 2015.8 〕
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