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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１５年８月分
No.３４５

諸国神社一宮･二宮･三宮
渋谷申博 /著 山川出版社 /発行
2015.7 380p 20cm 1800 円
一之宮貫前神社、赤城神社、伊香保神社に関す
る記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】

発行日
発 行

平成 27( 2015)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

御荷鉾山不動尊 妹ケ谷
飯塚暹[/著･発行]
[2015.8] 50p
著者は藤岡市在住

・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。

こころのよりどころ
【上毛 8/19】

・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。

2 歴史･伝記･地理
大川平三郎君伝
竹越三叉 /著 図書出版社 /発行
1990.8 223p 20cm 1500 円
大川平三郎氏は前橋市育ち

太田市内遺跡 １０－平成２５年度調査－
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2015.3 50p 30cm
【受贈】

０ 総記
江木山荘文集 第四号
嶋田誠三 /編集･発行
2015.8 92p 21cm 300 円(頒価)
嶋田氏は藤岡市在住

上強戸古墳群－北部運動公園造成工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2015.3 122p 写真図版 61p 30cm 【受贈】

【受贈】

群馬県立図書館要覧 平成２７年度
群馬県立図書館 /編集･発行
2015.7 30p 30cm
【自館作成】
群馬県立歴史博物館紀要 第３６号
群馬県立歴史博物館 /発行
2015.3 108p 30cm

関東大王国の予想問題集１７２題 ･日本書紀と
常陸国風土記に現われる関東大王国 ･関東の御間
城入彦、括目入彦、豊城入彦、倭武天皇、大足日
子天皇、彦狹嶋王そして日本武尊 ･毛野における
前方後円墳の立地原則 付 前著「毛野の王者獲
加多支鹵大王」への補遺
藤井政昭 /著
2015.6 289p 26cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】

【 受贈 】

新聞のある町 地域ジャーナリズムの研究
四方洋 /著 清水弘文堂書房 /発行
2015.7 223p 19cm 1500 円
桐生タイムスに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1923 号】
まえばしの図書館 平成２７年度
前橋市立図書館 /編集･発行
2015.7 39p 30cm

【受贈】

甘楽条里遺跡（ 造石向井･造石大町･造石下町地区 ）
平成２６年度社会資本総合整備事業(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
2015.7 28p 写真図版 12p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

【受贈】
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〔 2015.9 〕

企画展 平成２６年度 第１９回
－軍隊･銃後･空襲－
玉村町歴史資料館 /編集･発行
2014.7 16p 30cm

戦争と玉村町

企画展 平成２７年度 第２０回
古墳漁具のお宝紹介
玉村町歴史資料館 /編集･発行
2015.7 8p 30cm

玉村町の祭り

宰相鈴木貫太郎の決断 「聖断」と戦後日本
波多野澄雄 /著 岩波書店 /発行
2015.7 7,268p 19cm 2400 円
（ 岩波現代全書 069 ）
【 TRC 新刊案内 1925 号】

【 受贈 】

真田幸村と真田一族のすべて 決定版
小林計一郎 /編 KADOKAWA/発行
2015.7 319p 19cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1923 号】

【受贈】

季刊 郷學 第４２号
郷学研修所 /発行
2003.1 88p 21cm 500 円
「新井洞巌翁を偲ぶ－追遠展墓の記」収録
【受贈】

三軒屋遺跡５･恵下西遺跡 上野国佐位郡衙正倉院
跡発掘調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2015.3 38p 写真図版 10p 30cm
【受贈】

季刊 郷學 第４５号
郷学研修所 /発行
2003.10 64p 21cm 500 円
「郷土の先覚者 老農 船津傳次平」北爪隆雄 /
著収録
【受贈】

史跡女堀－未完成の大規模灌漑用水路「女掘」の
発掘調査－
伊勢崎市教育委員会 /編集･発行
2015.3 110p 写 真 図 版 8,28p 30cm【 受 贈 】
自伝的戦後史
羽仁五郎 /著 講談社 /発行
1976.9 414p 19cm 980 円
著者は桐生市生まれ

季刊 郷學 第４６号
郷学研修所 /発行
2004.1 64p 21cm 500 円
「郷土の先覚者 老農 船津傳次平（二 ）」北爪
隆雄 /著収録
【受贈】

市内遺跡確認調査報告書 平成２３･２４年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2015.3 70p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

季刊 郷學 第４７号
郷学研修所 /発行
2004.4 80p 21cm 500 円
「郷土の先覚者 老農 船津傳次平（三 ）」北爪
隆雄 /著収録
【受贈】
聞書き五代目古今亭今輔 新装改訂版
山口正二 /著 青蛙房 /発行
2003.7 267p 20cm 2600 円
五代目古今亭今輔は旧境町生まれ

【受贈】

鈴木貫太郎自伝
鈴木一 /編集 時事通信社 /発行
1968.4 13,342,4p 22cm 800 円

【受贈】

鈴木貫太郎記念館
関宿町教育委員会[/発行]
[出版年不明] 15p 26cm

【受贈】

【受贈】

剣聖上泉伊勢守
宮川勉 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.7 79p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 3 ）
【 TRC 新刊案内 1925 号】

１９４５～２０１５総理の演説 所信表明・施政
方針演説の中の戦後史
田勢康弘 /監修･解説 バジリコ /発行
2015.8 670p 19cm 2400 円
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 1925 号】

高校野球１００年 蘇る名勝負 完全保存版
週刊朝日編集部 /編 朝日新聞出版 /発行
2015.7 257p 30cm 1852 円
斎藤佑樹(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1923 号】

早実野球部栄光の軌跡 新装版
ベースボール･マガジン社 /編集･発行
2015.7 207p 19cm 1300 円
斎藤佑樹(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1923 号】

侯鯖一臠巻之三器材 上巻
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓釈
2015.7 109p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

タイガー･モリと呼ばれた男 日本が狭すぎた男
達 其之一
松田尚正･早瀬利之 /著 講談社 /発行
1996.6 208p 19cm 505 円
森寅雄(桐生市生まれ)の生涯を描いた本
【受贈】

〔 2015.9 〕

須賀昌五 /発行
【受贈】
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大正美人伝 林きむ子の生涯
森まゆみ /著 文芸春秋 /発行
2003.7 315p 16cm 619 円
（ 文春文庫 ）
林きむ子は林柳波(沼田市出身)の妻
【上毛 8/9】

北陸新幹線沿線パノラマ地図帖 鳥瞰図でめぐる
昭和の東京～北陸
能登印刷出版部 /編集･発行
2015.8 143p 26cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【受贈、上毛 8/23、 TRC 新刊案内 1923 号】

大日本帝国最後の四か月 終戦内閣“懐刀”の証
言
迫水久常 /著 河出書房新社 /発行
2015.7 317p 15cm 980 円
（ 河出文庫 さ 34-1 ）
鈴木貫太郎に関する記述あり
【上毛 8/16、 TRC 新刊案内 1922 号】

保守の肖像 自民党総裁六十年史
岡崎勝久 /写真 常井健一 /文 小学館 /発行
2015.7 143p 21cm 1300 円
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 1922 号】
未来へのおくりもの 千五百文字の自叙伝
平成出版(前橋市)/発行
[ 2003.12]
【上毛 8/16】

館林市史 通史編１ 館林の原始古代･中世
館林市史編さん委員会 /編集 館林市 /発行
2015.3 511p 27cm 3000 円
付属資料：「 索引･年表」 20p
【受贈、毎日 7/30、上毛 8/1･ 15】

みんなで考える地域の「たからもの」 市制110
周年記念事業 地域の「たからもの」発見隊
高崎市立群馬図書館 /作成
[ 2010.12] 16p 30cm
【受贈】

天正壬午の乱 本能寺の変と東国戦国史 増補改
訂版
平山優 /著 戎光祥出版 /発行
2015.7 359p 19cm 2600 円
上野の情勢に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1923 号】

めがね橋 国指定重要文化財 碓氷第三橋梁
安中市観光協会 /作製
群馬県高崎行政県税事務所 /協力
[2015.8] 11cm
【上毛 8/21】
るるぶ群馬 草津 伊香保 富岡 '１６
JTB パブリッシング /発行
2015.8 163p 26cm 800 円
付属資料 :「群馬ドライブ MAP」 24p
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1923 号】

新田氏･新田徳川氏の研究 史論 眞下和雄著作集
上
眞下和雄 /著 東毛中世史研究会(太田市) /発行
2014.1 858,47p 21cm
【受贈】

るるぶ特別編集 前橋赤城山２０１５～１６年版
前橋市 /発行
[ 2015] 32p AB 判
【上毛 8/28】

新田氏･新田徳川氏の研究 史論 眞下和雄著作集
下
眞下和雄 /著 東毛中世史研究会(太田市) /発行
2014.1 [ 788p] 21cm
【受贈】
新田義貞公と時衆･称念寺
称念寺[/発行]
2010.12 14p 21m

るるぶ日帰り温泉関東周辺 '１６
JTB パブリッシング /発行
2015.8 181p 26cm 900 円
付属資料 :「ドライブ &エリア MAP」 24p
（ るるぶ情報版 ）【 TRC 新刊案内 1924 号】

第２版
【 受贈】

にっぽん全国土偶手帖 あなたのおうちのご近所
土偶、探して下さい。
譽田亜紀子 /著 武藤康弘 /監修
世界文化社 /発行
2015.7 159p 19cm 1400 円
ハート形土偶(群馬県出土)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1924 号】

私を通りすぎたマドンナたち
佐々淳行 /著 文藝春秋 /発行
2015.7 249p 20cm 1500 円
中山恭子、小渕優子に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】

バトル式歴史偉人伝
ペリー荻野 /著 新潮社 /発行
2015.7 223p 19cm 1400 円
真田幸村、真田信之に関する記述あり
【東京 8/24、 TRC 新刊案内 1924 号】
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〔 2015.9 〕

米兵犯罪と日米密約 「ジラード事件」の隠され
た真実
山本英政 /著 明石書店 /発行
2015.7 222p 20cm 3000 円
【 TRC 新刊案内 1925 号】

3 社会科学
共愛学園前橋国際大学論集 第１５号
共愛学園前橋国際大学 /編集･発行
2015.3 179p 30cm
【 受贈 】
公有財産に関する調書
在
群馬県[/発行]
[2015] 84p 30cm

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２７年度作成
前橋市社会福祉協議会[/発行]
[2015] 58p 30cm
【受贈】

平成２７年３月３１日現

前橋市小中学校校長会会誌 第７２号
前橋市小中学校校長会 /発行
2015.7 52p 21cm

【受贈】

国立のぞみの園紀要 第８号
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(高崎
市)/編集･発行
2015.6 151p 30cm
【 受贈 】
財政のあらまし 平成２７年６月
群馬県[/発行]
[ 2015.6] 44p 30cm

もっと知りたい暮らしと県税 平成２７年度版
群馬県総務部税務課[/発行]
[2015] 52p 21cm
【受贈】
老健ぐんま １８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
2015.7 166p 30cm

【受贈】

Ｊａｐａｎ'ｓ Ｃｏｕｎｔｒｙｓｉｄｅ Ｆｏｌ
ｋ Ｔａｌｅｓ（日本の田舎の話）
利根商業高パソコン部 /作成
[2015.8] 20p A5 判
みなかみの民話の英訳冊子
【上毛 8/16、毎日 8/25】
消防概要 平成２５年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 /
編集･発行
[ 2015.8] 80p 30cm
【受贈】

【 受 贈】

4 自然科学
隔離の記憶 ハンセン病といのちと希望と
高木智子 /著 彩流社 /発行
2015.7 302p 19cm 2500 円
桜井哲夫氏に関する記述あり
著者は朝日新聞前橋･高崎支局に以前勤務
【上毛 8/9、 TRC 新刊案内 1923 号】

昭和の玉村っ子－子どもたちは遊びの天才だった
間渕誠 /著
『昭和の玉村っ子』刊行委員会 /編集
コールサック社 /発行
2015.7 159p 21cm 1000 円
著者は元玉村町社会福祉協議会会長
【受贈、上毛 8/25】

企画展 第５回 くらしのなかの昆虫展
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2008] 23p 30cm
【受贈】

Ｓａｖｅぐんま 群馬県性暴力被害者サポートセ
ンター
群馬県性暴力被害者サポートセンター[ /発行]
[2015] 三つ折り 21 × 30cm
【受贈】

企画展 第６回 ボルネオの自然と昆虫
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2009] 22p 30cm
【受贈】
企画展 第７回 昆虫たちが生きた４億年
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2010] 54p 30cm
【受贈】

榛名山東面の生活と文化を訪ねて
酒井正保 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.8 17,261p 21cm 1500 円
【上毛 8/24、 TRC 新刊案内 1928 号】

企画展 第８回 ダンゴムシ展
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2011] 44p 30cm

犯罪概況書 平成２６年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課[/発行]
[ 2015] 235p 30cm
【受贈】

〔 2015.9 〕

【受贈】
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【受贈】

企画展 第９回 クワガタムシ探検隊
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2012] 56p 30cm

高崎医学 第６５巻 平成２６年
高崎市医師会 /発行
2015.7 257p 26cm

【 受 贈】

企画展 第１０回 水辺の昆虫たんけん
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2013] 60p 30cm
【受贈】

嬬恋村気象観測結果報告書
嬬恋村役場総合政策課 /編集･発行
2015.3 23p 30cm

【 受 贈】

企画展 第１１回 イモムシ･ケムシ展
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2014] 60p 30cm
【受贈】

日本の火山図鑑 １１０すべての活火山の噴火と
特徴がわかる
高橋正樹 /著 誠文堂新光社 /発行
2015.7 223p 21cm 2200 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1924 号】

企画展 第１２回 カブトムシの科学
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2015] 70p 30cm

【受贈】

【受贈】
夕菅の祈り 偏見と差別解消の種を蒔く
藤田三四郎 /著 新葉館出版 /発行
2015.7 401p 20cm 2000 円
栗生楽泉園(草津町)に関する記述あり
著者は草津町在住
【受贈】

季節展 春めく里山の昆虫展 ガイドブック
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[出版 年不 明] 48p 30cm
【受贈】
季節展 秋の野山の昆虫展 ガイドブック
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[出版 年不 明] 27p 30cm
【受贈】
教育便覧 平成２７年度
群馬県教育委員会[/発行]
[2015] 77p 30cm

【自館作成】

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例
啓発パンフレット
群馬県環境森林部自然環境課 /編集･発行
2015.8 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】
ぐんま昆虫の森年報 平成２０年度
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2009] 59p 30cm

【受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２１年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2010] 46p 30cm

【受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２２年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2011] 46p 30cm

【受贈】

会報 第４２号
群馬県食品工業協会 /発行
2015.3 26p 30cm

群馬県鉱工業指数 平成２６年（確報）
（平成２２年基準）
群馬県[/発行]
[ 2015.7] 50p 30cm
【受贈】
ぐんまの水マップ みんなで考えよう森･川･水の
こと
群馬県[/作製]
[ 2008.3] 折りたたみ 64 × 94cm 【受贈】
自主避難計画
草津町泉水区 /作成
[2015.8] 8p A4 判

ぐんま昆虫の森年報 平成２３年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2012] 48p 30cm

【受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２４年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2013] 65p 30cm

【受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２５年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2014] 72p 30cm

【受贈】

【受贈】

【上毛 8/14】

昭和レトロ自販機大百科 懐かしの思い出がよみ
がえる！
越野弘之 /著 洋泉社 /発行
2015.8 159p 21cm 1400 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】
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白井晟一の建築 ４ 初期の建築
白井晟一 /作 白井晟一研究所 /著
めるくまーる /発行
2015.7 111p 30cm 1500 円
煥乎堂、松井田町役場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1924 号】

6 産業
蚕の城 明治近代産業の核
馬場明子 /著 未知谷 /発行
2015.8 153p 20cm 1600 円
荒船風穴に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】

ＳＵＢＡＲＵ Ｓｐｉｒｉｔ ２０１５ ニュル
ブルクリンク２４時間レース優勝記念号 スバル
のレーシングスピリット
三栄書房 /発行
2015.8 128p 30cm 1000 円
（ サンエイムック ）【 TRC 新刊案内 1922 号 】

悲しみを抱きしめて 御巣鷹･日航機墜落事故の
３０年
西村匡史 /著 講談社 /発行
2015.7 238p 18cm 890 円
（ 講談社 +α新書 701-1A ）
【 TRC 新刊案内 1924 号】

スバル･サンバーメンテナンス＆バイヤーズガイ
ド 最後のスバル製･ＴＴ/ＴＶ/ＴＷ系を買う、
乗る、自分でメンテする人に
エンスー CAR ガイド /著･発行
2015.7 112p 21cm 1800 円
（ エンスー CAR ガイド DIRECT ）
【 TRC 新刊案内 1922 号】

観光客数･消費額調査(推計)結果 平成２５年
群馬県観光局観光物産課[/発行]
[2014] 9p 30cm
【自館作成】
観光客数･消費額調査(推計)結果 平成２６年
群馬県観光局観光物産課[/発行]
[ 2015] 9p 30cm
【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０１
（２０１５ＳＵＭＭＥＲ） すべてのはじまり。
ニュル初参戦のプローバ２００５ＷＲＸＳＴＩで
筑波激走！
交通タイムス社 /発行
2015.8 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1924 号】

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場 /発行
[2015] 46p 30cm

群馬県農業技術センター業務年報
群馬県農業技術センター /発行
2015.7 82p 30cm

全国城郭縄張図集成 阿波を中心とした中世城郭
研究論集
本田昇 /著 八巻孝夫 /編 岩田書院 /発行
2015.7 465p 31cm 24000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1924 号】

【受贈】
平成２６年度
【受贈】

十字架を背負った尾根 日航機墜落現場の知られ
ざる四季
清泉亮 /著 草思社 /発行
2015.7 200p 20cm 1800 円
著者は現場近くの集落に移り住む
【 TRC 新刊案内 1923 号】

中村城
PartyStaff/参考資料収集･写真撮影および編集
2015.5 14p 21cm
【 受贈 】
花と湯の町なかのじょう
７０選
中之条町 /発行
[2015.8] 88p A5 判

平成２６年度

墜落遺体 御巣鷹山の日航機１２３便 新装版
飯塚訓 /著 講談社 /発行
2015.6 291p 16cm 790 円
（ 講談社 +α文庫 G55-3 ）
【東京 8/12】

伝えたいふるさとの味
【上毛 8/16】

日航機事故の謎は解けたか 御巣鷹山墜落事故の
全貌
北村行孝･鶴岡憲一 /著 花伝社 /発行
2015.8 217,69p 21cm 2500 円
鶴岡氏は群馬県生まれ
【受贈、読売 8/28、 TRC 新刊案内 1927 号】

水の旅すごろく 群馬→東京
[群馬県企画部地域政策課土地･水対策室水資源
係･東京都都市整備局都市づくり政策部広域調
整課水資源係 /発行]
[出版年不明] 二つ折り 42 × 30cm【受贈】

ニッポンの産業遺産 我が国の源流を訪ねる
枻出版社 /発行
2015.7 143p 29cm 1200 円
（ エイムック 3155 ）
富岡製糸場、碓氷峠めがね橋、桐生に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1923 号】

〔 2015.9 〕
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ふしぎな国道
佐藤 健太郎 /著 講談社 /発行
2014.10 254p 18cm 980 円
（ 講談社現代新書 2282 ）
国道 122･ 254･292 号に関する記述あり
【朝日 8/4、 TRC 新刊案内 1887 号】

根岸尚亭作品集
根岸尚亭 /発行
[2015.8] 70p A4 判
根岸氏は沼田市在住

【上毛 8/10】

森巡礼 群馬の森は、静寂と歓喜の異空間
田中すみれ /著 日本写真企画 /発行
2015.7 61p 22 × 31cm 2000 円
草津白根山、赤城山、玉原高原、群馬の森林地
帯で撮影した作品をまとめた写真集
【 TRC 新刊案内 1924 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
お前はまだグンマを知らない ４
井田ヒロト /著 新潮社 /発行
2015.8 1 冊 19cm 500 円
( BUNCH COMICS )
著者は高崎市在住

8 語学
【受贈】

企画展 No.９６ 戦争の時代を生きた画家たち
収蔵作品にみる戦中･戦後の絵画と版画
大川美術館(桐生市)/発行
2015.7 41p 23cm
【受贈】
奇跡の決勝 高校野球･地方大会
田尻賢誉 /著 KADOKAWA/発行
2015.7 215p 19cm 1500 円
健大高崎 vs 伊勢崎清明(第 96 回全国高校野球
選手権 群馬大会･決勝)に関する記述あり
【上毛 8/2、 TRC 新刊案内 1922 号】

9 文学
悲しみのエナジー 友よ、私が死んだからとて
福島泰樹 /著 三一書房 /発行
2009.4 302p 20cm 1800 円
長澤延子(桐生女子高校出身)に関する記述あり
【上毛 8/4】

ぐんま技巡り
ネッツトヨタ群馬 /発行
[2015.8] 32p A4 判
ネッツトヨタ群馬の店舗で開いた「ものづくり
体験会 」、作品の展示･販売会の様子も紹介
【上毛 8/14】

企画展 第８９回
ほら、童謡が聞こえる～北原白秋･西條八十･野口
雨情の世界～
群馬県立土屋文明記念文学館 /編集･発行
2015.7 56p 30cm
【受贈】

校歌の大甲子園史 深淵なる校歌の世界を聞く
渡辺敏樹 /著 地球丸 /発行
2015.7 224p 21cm 1500 円
健大高崎、前橋工に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】

空棺の烏
阿部智里 /著 文藝春秋 /発行
2015.7 364p 20cm 1500 円
（ 八咫烏シリーズ 4 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1925 号】

詩画とともに生きる たくさんの愛につつまれて
星野富弘 /著 学研パブリッシング /発行
2015.8 91p 26cm 1400 円
著者は群馬県生まれ
【ぐんま経済 8/13、 TRC 新刊案内 1925 号】

グッド･ラック 日本航空１２３便のコックピッ
トで何が起きたのか
清水保俊 /著 講談社 /発行
2015.7 268p 19cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1922 号】

田崎草雲 没後１００年記念
草雲美術館･足利市立美術館 /編集
田崎草雲没後 100 年記念事業実行委員会 /発行
[1998] 115p 37cm
【受贈】

猿の悲しみ
樋口有介 /著 中央公論新社 /発行
2015.7 399p 16cm 680 円
（ 中公文庫 ひ 21-11 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1924 号】
-7-
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しんかんせん
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.8 1 冊 15 × 15cm 450 円
（ のりもの 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1922 号】

吉村昭昭和の戦争 １ 開戦前夜に 零式戦闘機
大本営が震えた日ほか
吉村昭 /著 新潮社 /発行
2015.7 639p 20cm 2500 円
付属資料 :「三菱 A6M5 海軍零式艦上戦闘機 52
型」 1 枚
登場人物として堀越二郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1925 号】

戦火の約束 漫画でよめる！
三枝義浩 /漫画 横山秀夫 /原作 講談社 /発行
2015.7 210p 21cm 950 円
（ 語り継がれる戦争の記憶 ）
横山氏は群馬県在住【 TRC 新刊案内 1925 号】
田山花袋記念文学館
館林市教育委員会文化振興課 /発行
2015.3 39p 30cm

【受贈】

田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館 /発行
2015.3 76p 26cm

【受贈】

私の大きくなった町－花袋が描いた町の発展と変
化－ 特別展
館林市教育委員会文化振興課･田山花袋記念文
学館 /発行
2013.10 16p 21cm
【受贈】

第２７号

トーマスごうがはしるよ
小賀野実 /写真 ポプラ社 /発行
2015.7 16p 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 1925 号】

県関係者の一般著作
うたが子どもを育て未来をひらく
丸山亜季 /著 一莖書房 /発行
2015.7 197p 20cm 2000 円
著者は群馬県に住んでいた
【 TRC 新刊案内 1925 号】

八月五日の白い馬
大川優[/作] 熊野神社氏子会 /制作
[2015.8]
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
【上毛 8/3】

内山節著作集 ３ 戦後日本の労働過程
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.7 350p 20cm 2900 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1924 号】

花燃ゆ ３
大島里美･宮村優子 /作 NHK 出版 /発行
2015.7 285p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1925 号】
淵

近世･近代における歴史的諸相
和泉清司 /編著 創英社 /発行
2015.7 326p 21cm 3700 円
和泉氏の高崎経済大学特任教授退職を記念した
もの
【 TRC 新刊案内 1925 号】

第２１０号
淵の会 /発行
2015.7 45p 21cm 500 円
「お種さんと水耕」松田治男(群馬県在住) /著
収録
【受贈】

子育てＩＳ
竹沢泰子 /発行
[2015.8] 33p A5 判 600 円
竹沢氏は NPO「カドリーベア･デン･イン･ジャ
パン」(前橋市)代表
【上毛 8/21】

彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第二十三回
白井宿彌酔の句会実行委員会(渋川市)/発行
2015.7 45p 21cm
【受贈】

菅原道真の古代日本論 独白する日本書紀と万葉
集の虚構
武井敏男 /著 郁朋社 /発行
2015.8 261p 19cm 1600 円
著者は群馬工業高等専門学校非常勤講師
【受贈、毎日 8/26、 TRC 新刊案内 1925 号】

陽子の一日
南木佳士 /著 文藝春秋 /発行
2015.7 236p 16cm 590 円
（ 文春文庫 な 26-22 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1922 号】

〔 2015.9 〕

-8-

全国珍名字文化のあれこれ
西山友ヱ[/著･発行]
[2015.8] 187p B5 判
西山氏は伊勢崎市在住
讀書法（復刻）
遠藤隆吉 /著 巣鴨学園 /発行
1983.11 188,4p 19cm
著者は前橋市出身

視聴覚資料
【上毛 8/26】

Ｊｕｋｅ Ｂｏｘ（CD）
Emii[ /歌]
2013
Emii 氏は群馬県を中心に活動中のシンガー･ソ
ングライター
【読売 8/20】

【受贈】

日本国憲法の大義 民衆史と地域から考える１５
氏の意見
農山漁村文化協会 /編･発行
色川大吉 /ほか著
2015.7 151p 21cm 1000 円
「戦後憲法の二つの意味」内山節 /著収録
内山氏は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1925 号】

電子資料

日本の「敗戦記念日」と「降伏文書」
萩原猛 /著 論創社 /発行
2015.8 9,227p 19cm 1800 円
著者は渋川市在住
【上毛 8/7、 TRC 新刊案内 1926 号】
野間道場物語
原園光憲 /著 講談社 /発行
1985.6 261p 20cm 1600 円
野間道場は野間清治(現桐生市生まれ)が開く
【受贈】
はじめてのむしのしいくとかんさつ 全２９０種
筒井学 /写真 ･文 学研教育出版 /発行
2015.7 111p 21 × 22cm 880 円
筒井氏は群馬県立ぐんま昆虫の森勤務
【 TRC 新刊案内 1922 号】
微分積分学の誕生 デカルト『幾何学』からオイ
ラー『無限解析序説』まで
高瀬正仁 /著 SB クリエイティブ /発行
2015.7 8,287p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1924 号】
ヒトはこうして増えてきた ２０万年の人口変遷
史
大塚柳太郎 /著 新潮社 /発行
2015.7 260p 20cm 1300 円
（ 新潮選書 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1924 号】
洋菓子の基本ルセット４８ 一流パティシエにな
らう技とコツ
益田一亜輝 ･ 鈴木兼介 /著 朝日新聞出版 /発行
2015.7 160p 26cm 2000 円
益田氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1924 号】
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