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八木原元 /執筆
前橋市立東小学校･前橋市立東小学校 PTA/発行
1990.2 68p 27cm
（ ふるさと学習のしおり Ⅱ ）
【受贈】
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稲葉家の六百年
稲葉朝成 /著･発行
2015.7 167p 30cm
群馬県に関する記述あり

・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。

甲子園ヒーロー列伝 高校野球１００年記念
ベースボール･マガジン社 /発行
2015.8 1 冊 30cm 1204 円
（ B.B.MOOK 1231 ）
斎藤佑樹(群馬県生まれ)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1928 号】

・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。

古代豪族
洋泉社編集部 /編 洋泉社 /発行
2015.9 255p 19cm 1600 円
（ 古代史研究の最前線 ）
『「 葛城氏」はどこまでわかってきたのか』小
野里了一(桐生市立図書館調査係主査) /著収録
『「 上毛野氏」と律令国家の地域再編成政策』
関口功一(群馬県立前橋工業高校教諭) /著収録
【受贈、 TRC 新刊案内 1929 号】

０ 総記

佐藤夕子の生涯 良妻賢母の教育者
小野里良治 /著 高崎商科短期大学附属高等学
校同窓会良妻賢母の教育者佐藤夕子伝記刊行委
員会 /発行
1991.11 317p 22cm
佐藤氏は現高崎商科大学の創立者
【受贈】

群馬県子ども読書活動推進計画(第三次)
群馬県教育委員会事務局生涯学習課 /編集･発行
2015.7 64p 30cm
【受贈】
群馬県子ども読書活動推進計画(第三次)【 概要版 】
群馬県教育委員会事務局生涯学習課[/発行]
[ 2015.7] [ 4p] 30cm
【受贈】
群馬県立文書館年報 平成１８年度版
群馬県立文書館 /発行
2007.6 49p 30cm
【 受贈 】
生涯学習講演会 平成６年の
群馬県生涯学習センター /発行
1995.3 93p 21cm

【受贈】

城を攻める城を守る
伊東潤 /著 講談社 /発行
2014.2 315p 18cm 900 円
（ 講談社現代新書 2248 ）
箕輪城に関する記述あり

【朝日 9/29】

全国国衆ガイド 戦国の“地元の殿様”たち
大石泰史 /編 星海社 /発行
2015.8 494p 18cm 1350 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1928 号】

【 受贈 】

賊軍の昭和史
半藤一利･保阪正康 /著 東洋経済新報社 /発行
2015.8 220p 19cm 1500 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1926 号】

1 哲学･宗教
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〔 2015.10 〕

闘将真田幸村 大坂の陣･真田丸の攻防
清水昇 /著 河出書房新社 /発行
2015.9 214p 15cm 660 円
（ 河出文庫 し 18-2 ）
著者は藤岡市在住
【受贈、 TRC 新刊案内 1930 号】

松本亨と「英語で考える」 ラジオ英語会話と戦
後民主主義
武市一成 /著 彩流社 /発行
2015.9 335,12p 22cm 3500 円
松本氏は県立高崎中学(現県立高崎高校)出身
【 TRC 新刊案内 1928 号】

何でもあるまち！高崎 ポーランド語版
高崎市 /作製
[2015.9] 14p A4 版
【上毛 9/30】

結城松平家と家臣団 結城 福井 勝山 大野 山形
姫路 村上 日田 白河 川越 前橋
稲葉朝成 /著･発行
2015.7 87p 30cm 9260 円【受贈、上毛 9/6】

新田一族の中世 「武家の棟梁」への道
田中大喜 /著 吉川弘文館 /発行
2015.9 5,230p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 408 ）
【 TRC 新刊案内 1926 号】

ようこそ高崎！♪音楽の街♪
高崎市 /作製
[2015.9] 14p A4 版

【上毛 9/30】

４７都道府県庁所在都市 デジタル鳥瞰 東日本
編
八幡和郎 /著 講談社 /発行
2015.8 207p 21cm 1800 円
（ The New Fifties ）
前橋市に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1927 号】

日本の英語教育を彩った人たち 明治から昭和ま
で
外山敏雄 /著 大修館書店 /発行
2015.8 10,237p 19cm 2100 円
内村鑑三に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1926 号】
日本のシルクロード高崎
高崎市 /作製
[2015.9] 14p A4 版

チェコ語版

るるぶ温泉&宿関東 信州 新潟 伊豆箱根 '１６
JTB パブリッシング /発行
2015.9 234p 26cm 1000 円
付属資料 :「日帰り温泉ガイド」 31p
（ るるぶ情報版 ）
草津、四万、伊香保に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1928 号】

ウズベク語版
【上毛 9/30】

年報（３１）
群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課 /編集･発
行
2015.9 18p 30cm
【受贈】
藤岡市遺跡詳細分布調査（Ⅵ）－美九里地区－
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
1987.3 56p 26cm
【 受贈 】
藤岡市遺跡詳細分布調査（Ⅶ）－日野地区－
群馬県藤岡市教育委員会 /編集･発行
1988.3 75p 付図 1 枚 26cm
【受贈】

3 社会科学
あしどり 平成２６年度 年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ[/発行]
[ 2015.7] 41p 30cm
【受贈】

古きを訪ね文化に触れるまち歩き ググッとぐん
ま観光キャンペーン 県央エリアガイドブック
２０１５年１０月～１２月
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会県央地域部
会[/発行]
[ 2015] 7p 30cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２７年第３回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2015.9 152p 30cm
【 受 贈】

増山作次郎と桐生信用金庫 桐生地域の発展を願
って
野間清治顕彰会広報部 /編
野間清治顕彰会 /発行
2015.5 157p 21cm
（ ふるさとの風 第 9 集 ）
【受贈、桐生タイムス 9/22】

〔 2015.10 〕

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成２７年第２回
伊勢崎市議会議長 /調製発行
2015.9 25p 30cm
【受贈】
伊勢崎市の教育 平成２７年度
伊勢崎市教育委員会事務局 /編集
伊勢崎市教育委員会 /発行
2015.8 150p 30cm
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【受贈】

学校基本調査結果速報 平成元年度（平成元年５
月１日現在）
群馬県企画部統計課[/発行]
[1989.8] 13p 26cm
付属資料：「 平成元年学校基本調査からの特徴
点」 1 枚
【受贈】
教育行政要覧 平成２７年度
みなかみ町教育委員会[/発行]
[2015] 86p 30cm

【受贈】

教育計画概要 平成１４年度
群馬県立農林大学校[/発行]
[2002] 134p 30cm

【受贈】

教育研究入選論文集 昭和５７年度
群馬県教育センター /編集･発行
1983.2 76p 26p
教育研究入選論文集 昭和５８年度
群馬県教育センター /編集･発行
1984.2 59p 26p

高校視聴覚教育 第４３号 平成１３年度
群馬県高等学校教育研究会視聴覚部会[ /発行]
[ 2002.3] 133p 26cm
【受贈】
高校メディア教育 第４６号
掛川尚幸(群馬県高等学校教育研究会メディア
教育研究部会)/発行
2005.3 170p 26cm
【受贈】
視聴覚教材ソフト一覧 １６ミリフィルム ビデ
オテープ
群馬県高等学校視聴覚ライブラリー[/発行]
[ 1997.3] 68p 26cm
【 受贈】
チャレンジ･ザ･ドリーム～群馬の明日をひらく～
平成２６年度版
群馬県信用保証協会 /発行
[ 2015.9]
【上毛 9/26】

【受贈】

特殊教育義務制施行記念誌－盲･聾学校４０周年 、
養護学校１０周年－
群馬県教育委員会[/発行]
[ 1990.3] 158p 26cm
【受贈】

【受贈】

群馬県教育行政の歩み（平成５３年１０月～平成
１０年９月） 群馬県教育委員会制度５０周年記
念誌
群馬県教育委員会[/発行]
[ 1999.3] 126p 30cm
【受贈】
群馬県教員海外派遣団報告書 昭和５６年度 ヨ
ーロッパ
昭和 56 年度 101 団記録係 /編集 昭和 56 年度
群馬県教員海外派遣団(短期)第 101 団 /発行
1981.11 63p 26cm
【受贈】
群馬県民の日記念事業一覧
群馬県 /作製
[2015.9] 16p A4 判

ナカヨ４０年の歩み
ナカヨ 40 年社史編集委員会 /編集
ナカヨ通信機 /発行
1985.3 214p 25cm

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３５号
新島学園短期大学 /発行
2015.3 187p 26cm

【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
著者は前橋市在住
【上毛 9/7･23、 TRC 新刊案内 1928 号】

平成２７年度
【上毛 9/10】

ぐんま子ども･子育て未来プラン～群馬県子ども･
子育て支援事業支援計画～（ 平成２７～３１年度 ）
群馬県健康福祉部子育て支援課[/発行]
[ 2015.3] 68,79p 30cm
【受贈】

評価倍率表 群馬県 平成２７年分
大蔵財務協会 /発行
2015.7 347p 30cm 3241 円

【購入】

フィルムライブラリー １９９８年度目録
群馬県社会福祉協議会福祉マンパワーセンター
/編集･発行
1998.10 75p 30cm
【受贈】

高校視聴覚教育 第３４号
岡村昇治(群馬県高等学校教育研究会視聴覚部
会)/発行
1993.3 90p 26cm
【 受贈 】

高崎市ふるさと納税 返礼品カタログ
高崎市 /発行
2015.9 26p A4 判 【上毛 9/11、産経 9/12】

高校視聴覚教育 第３７号
髙橋克明(群馬県高等学校教育研究所視聴覚部
会)/発行
1996.3 90p 26cm
【 受贈 】

前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学 /発行
2015.3 123p 30cm

高校視聴覚教育 第４２号 平成１２年度
群馬県高等学校教育研究会視聴覚部会[ /発行]
[ 2001.3] 136p 26cm
【受贈】
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第１８号
【受贈】

〔 2015.10 〕

前橋市小中学校校長会会誌 第７０号
前橋市小中学校校長会 /発行
2014.7 48p 21cm
前橋市小中学校校長会会誌 第７１号
前橋市小中学校校長会 /発行
2015.3 44p 21cm

群馬県立自然科学資料館１０年のあゆみ
群馬県立自然科学資料館[/発行]
1992.12 46p 26cm
【受贈】

【受贈】

心と身体の病と闘う 「良い歯の会」３５年の軌
跡
丸橋賢 /著 丸橋歯科「良い歯の会」 /発行
2015.8 159p 22cm 1500 円
著者は丸橋全人歯科(高崎市)院長
【 TRC 新刊案内 1928 号】

【受贈】

前橋市の教育 平成２７年度
前橋市教育委員会事務局総務課 /編集･発行
2015.8 121p 30cm
【受贈】
前橋の市政概要 平成２７年度版
前橋市議会事務局[/発行]
[ 2015] 291p 30cm

日本生物教育会 第４３回全国大会 群馬大会要
項
日本生物教育会第 43 回全国大会群馬大会事務
局 /発行
1988.8 288p 26cm
【受贈】

【受贈】

未解決事件現場を歩く 封印された「タブー」の
真相を独自のプロファイリングで徹底検証 激動
の昭和篇
北芝健 /監修 双葉社 /発行
2015.8 129p 26cm 833 円
（ 双葉社スーパームック ）
高崎市男児誘拐殺人事件、北関東連続幼女誘拐
殺人事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1926 号】

白亜紀の生物 上巻
群馬県立自然史博物館 /監修 土屋 健 /著
技術評論社 /発行
2015.9 175p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 7 ）
【 TRC 新刊案内 1927 号】
白亜紀の生物 下巻
群馬県立自然史博物館 /監修 土屋 健 /著
技術評論社 /発行
2015.9 175p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO 8 ）
【 TRC 新刊案内 1927 号】

路線価図 高崎税務署管内 平成２７年分
大蔵財務協会 /発行
2015.7 1 冊 30cm 8889 円
【購入】
路線価図 館林税務署管内 平成２７年分
大蔵財務協会 /発行
2015.7 1 冊 30cm 9074 円
【購入】
路線価図 沼田･藤岡･富岡･中之条税務署管内
平成２７年分
大蔵財務協会 /発行
2015.7 1 冊 30cm 5463 円
【購入】

5 技術･工学･家政学･生活科学
駅近散歩
中央工科デザイン専門学校(前橋市)デジタルデ
ザイン学科 2 年生 /作製
[2015.9] 20p A5 判
新前橋駅周辺の飲食 11 店を紹介するグルメ冊
子
【上毛 9/30】

路線価図 前橋･桐生･伊勢崎税務署管内 平成
２７年分
大蔵財務協会 /発行
2015.7 1 冊 30cm 8148 円
【購入】

３０代で建てる群馬の家 ２０１５秋･冬号
Ｖｏｌ.８
ニューズ･ライン /発行
2015.9 272p 30cm 324 円
【受贈、ぐんま経済 9/17】

4 自然科学
群馬県立ぐんま昆虫の森 １０年のあゆみ
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[ 2015.8] [ 8p] 30cm
【受贈】

〔 2015.10 〕

田中正造 新装版
布川清司 /著 清水書院 /発行
2015.9 225p 19cm 1000 円
（ Century Books ） 【 TRC 新刊案内 1926 号 】
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民を殺す国･日本 足尾鉱毒事件からフクシマへ
大庭健 /著 筑摩書房発行
2015.8 301p 19cm 1700 円
（ 筑摩選書 0119 ）【 TRC 新刊案内 1927 号】

まちづくりのレシピ 地域再生大賞から
地域再生大賞実行委員会 /監修
共同通信社 /著･発行
2015.7 159p 26cm 1600 円
大戸診療所、伊参スタジオ映画祭実行委員会に
関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1924 号】

ちいさな酒蔵３３の物語 美しのしずくを醸す時
･人･地
中野恵利 /著 人文書院 /発行
2015.9 165p 21cm 1800 円
浅間酒造に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1927 号】
明和女子短期大学被服衛生研究
明和女子短期大学 /発行
1992.3 141p 26cm

第２３集

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

【受贈】
草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３６回
[関信越音楽協会 /発行]
[ 2015.8] 91p 26cm
【受贈】

歴史と文化の町並み事典 重要伝統的建造物群保
存地区全１０９
文化庁 /編 中央公論美術出版 /発行
2015.8 273p 26cm 3500 円
桐生市桐生新町、中之条町六合赤岩に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1926 号】

群馬高体連登山部報 第６号
高体連登山部記録作成委員会 /編集
1982.7 100p 26cm

【受贈】

野球ノートに書いた甲子園 ３
高校野球ドットコム編集部 /著
ベストセラーズ /発行
2015.8 235p 19cm 1000 円
健大高崎高校に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1927 号】

6 産業
蚕影様物語 漫画
岡本優子 /監修 中央工科デザイン専門学校(前
橋市)の生徒 /制作
[2015.9] 42p B5 判 [500 円]
岡本氏は劇団「柏木(かしゃぎ)の会」(高崎市)
代表
【上毛 9/12】

8 語学

そば屋の引出し
大野誠一 /著 文芸社 /発行
2015.9 247p 19cm 1400 円
著者は「そば処おおの」(高崎市)開業
【上毛 9/2、 TRC 新刊案内 1929 号】

9 文学

ＤＡＣＯ(ダコ) タイ [２０１５年]８月号
[出版者不明]
[2015.8]
タイのフリーペーパー
わたらせ渓谷鉄道の風景が表紙を飾る
同鉄道のトロッコ列車に関する記述あり
【上毛 9/11】

碓氷と彼女とロクサンの。
阿羅本景 /著 KADOKAWA/発行
2015.9 316p 15cm 610 円
（ ファミ通文庫 あ 17-1-1 ）
【 TRC 新刊案内 1928 号】

前橋の農業 平成２７年度
農政部農林課 /編集 前橋市役所 /発行
2015.8 121p 30cm
【 受贈 】

現し身 歌集
登坂喜三郎 /著 地表短歌社 /発行
2015.8 147p 15cm 1000 円(税込)
（ 地表叢書 第 154 篇 ）
著者は前橋市在住
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【受贈】

〔 2015.10 〕

お～いシーモア！ スペシャルなチャレンジミッ
ケ！
ウォルター･ウィック /作 糸井重里 /訳
小学館 /発行
2015.8 1 冊 31cm 1800 円
糸井氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1926 号】

空ゆかば 海軍航空隊林藤太大尉の空戦記録
押尾隆介 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.8 326p 19cm 1500 円
【 TRC 新刊案内 1928 号】
地の恵み 歌集
鏑木フサ子 /著 行路文芸社 /発行
2015.8 206p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 53 篇 ）
著者はみどり市在住
【受贈、桐生タイムス 9/29】

鬼城句碑めぐり 高崎市内ガイドマップ
村上鬼城生誕 150 年記念事業実行委員会 /作製
[2015.9] 4p A4 判
【上毛 9/11】

天才ごつこ 鈴木瑠花句集
鈴木瑠花 /著 童子吟社 /発行
2015.8 185p 2500 円(税込)
鈴木氏は前橋市在住
【受贈、上毛 9/5、読売 9/24】

記念誌
みどり市 /発行
[2015.9]
戦後 70 年に当たり 、戦没者の遺族でつくる「 み
どり市遺族の会」の会員が寄稿した記念誌
【上毛 9/20】

東宮七男の世界
群馬詩人会議 /発行
1989.10 9p 21cm
（ 郷土詩人発掘シリーズ 第 10 回 '89 秋の詩
の教室 ）
【受贈】

ぐんま鬼城マップ 鬼城をマップして みませ ん
か。
[育英短期大学 カルチャー &コミュニケーショ
ンクラブ /発行]
[1989.11] 二つ折り 30 × 43cm
【受贈】

白雲 句集
上原高行(向山)[/著･発行]
[2015.9]
上原氏は安中市在住

群馬の文学をたずねて
群馬県高等学校教育研究会国語部会 /編
煥乎堂 /発行
1994.10 119p 21cm
【受贈】

【東京 9/21】

長谷川零余子資料展 開館三周年記念
境町立図書館[/発行]
[1989.11] 三つ折り 23 × 37cm

小諸･藤村文学賞入選作品集 第二十一回
小諸市･小諸市教育委員会 /発行
2015.8 125p 26cm
「私の体と気持ち」関本真希(高崎健康福祉大
学高崎高等学校在籍) /著収録
【受贈】

【受贈】

繭と絆 富岡製糸場ものがたり
植松三十里 /著 文藝春秋 /発行
2015.8 284p 19cm 1600 円
【読売 9/2、東京 9/27、 TRC 新刊案内 1928 号】

真田合戦記 １ 幸綱風雲篇
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2015.3 345p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 は 41-1 ）
【 TRC 新刊案内 1905 号】

迷宮と精霊の王国 ２
塔ノ沢渓一 /著 アルファポリス /発行
2015.8 292p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1928 号】

真田合戦記 ２ 幸綱雌伏篇
幡大介 /著 徳間書店 /発行
2015.8 329p 15cm 650 円
（ 徳間文庫 は 41-2 ）
【 TRC 新刊案内 1926 号】

明治開化安吾捕物帖 １
坂口安吾 /著 沖積舎 /発行
2015.8 348p 19cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1926 号】

新選組颯爽録
門井慶喜 /著 光文社 /発行
2015.8 332p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1927 号】

明治開化安吾捕物帖 ２
坂口安吾 /著 沖積舎 /発行
2015.8 358p 19cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1926 号】

そこにある想い
土屋美穂[/著] 日本文学館 /発行
[2015.9] 130p 540 円 A6 判
土屋氏は甘楽町在住
【上毛 9/22】

明治開化安吾捕物帖 ３
坂口安吾 /著 沖積舎 /発行
2015.8 341p 19cm 2500 円
【 TRC 新刊案内 1926 号】

〔 2015.10 〕
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薬石としての本たち
南木佳士 /著 文藝春秋 /発行
2015.9 189p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【読売 9/29、 TRC 新刊案内 1932 号】

家庭でできるおいしいイチゴづくり１２か月
荻原勲 /著 家の光協会 /発行
2015.9 111p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1928 号】
かんたんパソコン入門 イラストでわかるパソコ
ンのしくみ 改訂６版
丹羽信夫 /著 Kaoru Walker/イラスト
技術評論社 /発行
2015.6 159p 26cm 1380 円
著者は館林市在住
【朝日ぐんま 9/11、 TRC 新刊案内 1915 号】

横濱王
永井紗耶子 /著 小学館 /発行
2015.8 277p 19cm 1500 円
登場人物として富岡製糸場のオーナーである原
三渓に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1926 号】
世にもふしぎなゲームの物語
岐部昌幸 /著 廣済堂出版 /発行
2015.9 206p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1928 号】

極限のトレイルラン アルプス激走１００マイル
鏑木毅 /著 新潮社 /発行
2015.9 244p 16cm 490 円
（ 新潮文庫 か -73-1 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1928 号】

笑う少年
樋口有介 /著 中央公論新社 /発行
2015.8 304p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】

草木染ハンドブック ウール染の植物図鑑
山崎和樹 /著 文一総合出版 /発行
2015.8 128p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】
高速バス進化の軌跡 １億人輸送にまで成長した
５０年の歴史と今
和佐田貞一 /著 交通新聞社 /発行
2015.8 268p 18cm 800 円
（ 交通新聞社新書 081 ）
著者は群馬大学大学院(機械)修了
【 TRC 新刊案内 1928 号】

県関係者の一般著作
アジアの戦争遺跡と活用
菊池実･菊池誠一 /編 雄山閣 /発行
2015.8 150p 26cm 2600 円
（ 季刊考古学･別冊 23 ）
菊池両氏共に群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1926 号】

国防音痴が、国を滅ぼす
豊田有恒 /著 祥伝社 /発行
2015.8 227p 18cm 800 円
（ 祥伝社新書 428 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】
子どもの笑顔にあいたくて
金田一清子 /著 新日本出版社 /発行
2015.8 222p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】

一日一万歩はやめなさい！ １５年以上、５００
０人を超す調査でわかったスゴイ健康法
青柳幸利 /著 廣済堂出版 /発行
2015.9 190p 18cm 800 円
（ 健康人新書 042 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1927 号】

これからの土壌汚染対策のあり方
木暮敬二 /著 鹿島出版会 /発行
2015.8 10,131p 19cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】

内山節著作集 １４ 戦争という仕事
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.8 347p 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 1927 号】

睡眠障害の子どもたち 子どもの脳と体を育てる
睡眠学
大川匡子 /編著 合同出版 /発行
2015.8 132p 21cm 1500 円
（ 子どものこころの発達を知るシリーズ 06 ）
大川氏は群馬大学医学部卒業
【 TRC 新刊案内 1928 号】

乙女の絵画案内 「かわいい」を見つけると名画
がもっとわかる
和田彩花 /著 PHP 研究所 /発行
2014.4 222p 18cm 920 円
（ PHP 新書 916 ）
著者は高崎市出身
【朝日 9/15、 TRC 新刊案内 1858 号】

スピリチュアルＣＨＩＥの運命オーラ診断
CHIE/著 KADOKAWA/発行
2015.8 175p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1928 号】
-7-

〔 2015.10 〕

太陽のひと ソーラーエネルギーで音 楽を鳴 ら
せ！
朴順梨 /著 ころから /発行
2015.8 174p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1928 号】

モグラハンドブック
飯島正広･土屋公幸 /著 文一総合出版 /発行
2015.7 76p 19cm 1300 円
飯島氏はみなかみ町を拠点に活動する動物写真
家
【上毛 9/1、 TRC 新刊案内 1923 号】

出ない順試験に出ない英単語 出る篇 [複合媒
体資料]
中山 /著 千野エー /イラスト 飛鳥新社 /発行
2015.9 175p 19cm 1300 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1928 号】

リス･ネズミハンドブック
飯島正広･土屋公幸 /著 文一総合出版 /発行
2015.4 88p 19cm 1300 円
飯島氏はみなかみ町を拠点に活動する動物写真
家
【上毛 9/1、 TRC 新刊案内 1907 号】

てにをは連想表現辞典
小内一 /編 三省堂 /発行
2015.9 128,1180p 19cm 3200 円
小内氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1928 号】

視聴覚資料

日本開国の道標 開国へ先鞭をつけた渡辺崋山と
高野長英
岡田幸夫 /著 元就出版社 /発行
2015.9 293p 19cm 1600 円
著者は桐生市在住
【桐生タイムス 9/30、 TRC 新刊案内 1931 号】

Ｉ

ＬＯＶＥ高崎（CD）
美花･純 /歌 エスプロレコーズ /発売
[2015.9] 2 曲 1200 円
美花氏は太田市に音楽事務所を構えて歌手活動
をしている
【上毛 9/24】

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
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】

シンコペーション･ハザード（CD）
山中千尋 /ピアノ
2015.7
山中氏は桐生市出身
【上毛 9/22】

バント完全マスター 究めれば大きな武器に！
平野謙 /著 ベースボール･マガジン社 /発行
2015.8 143p 21cm 1500 円
著者は群馬ダイヤモンドペガサスのコーチ
【 TRC 新刊案内 1927 号】

世界文化遺産 国指定史跡 高山社跡 日本語版
英語版 中国語版（DVD）
藤岡市教育委員会 /企画 群馬テレビ･群馬テレ
ビエンタープライズ[/製作]
2014 [ 75 分]
【受贈】

未完の大東亜戦争 日米の戦後をゆがめ続ける本
土決戦の正体
渡辺望 /著 アスペクト /発行
2015.8 219p 18cm 1380 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1926 号】

電子資料

源頼政と木曽義仲 勝者になれなかった源氏
永井晋 /著 中央公論新社 /発行
2015.8 7,210p 18cm 760 円
（ 中公新書 2336 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1928 号】
魅了する科学実験 生徒を驚かせあっという間に
科学の世界に惹きつける
早稲田大学本庄高等学院実験開発班 /著
すばる舎リンケージ /発行
2015.8 205p 21cm 2200 円
著者に影森徹氏(群馬県在住)が所属
【 TRC 新刊案内 1927 号】

〔 2015.10 〕

-8-

