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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１５年１０月分
No.３４７

諏訪信仰の中世 神話･伝承･歴史
福田晃･徳田和夫 /編 三弥井書店 /発行
2015.9 339p 22cm 4800 円
「『 神道集』の中の諏訪と上州」大島由紀夫 /著
収録
【 TRC 新刊案内 1931 号】

発行日
発 行

平成 27( 2015)年 11 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
・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。

2 歴史･伝記･地理
大いなる謎真田一族 最新研究でわかった１００
の真実
平山優 /著 PHP 研究所 /発行
2015.9 349p 15cm 750 円
（ PHP 文庫 ひ 39-1 ）
【上毛 10/4、 TRC 新刊案内 1929 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。

岡村守起翁追憶
小山宏[/著･発行]
1988 1 冊 26cm
岡村氏は法師温泉の元主人
小山氏は渋川市在住

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２６年度
岩宿博物館 /編集･発行
2015.7 42p 30cm

【受贈】

Ｃｕｒｅ(キュア) 創刊号
プロジェクト(高崎市)/発行
2007.3 144p 30cm 429 円

【受贈】

群馬県学校図書館司書名簿
[出版社不明]
1989.7 11p 19 × 26cm

【受贈】

【受贈】

温泉やど関東･甲信越 '１６
昭文社 /発行
2015.10 224,15p 26cm 1000 円
上州の 3 大名湯に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】
クルマで行く日帰り山あるき 東京･首都圏
中田真二 /著 実業之日本社 /発行
2015.9 191p 21cm 1600 円
（ ブルーガイド ）
上州、尾瀬に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1930 号】

平成元年度

群馬点字図書館だより ２０１５年９月号
群馬県立点字図書館 /編集･発行
2015.8 35p 30cm
【 受贈 】

国際森林年を顧みて
小山宏[/著･発行]
1988 1 冊 26cm
「御鷹」について群馬県に関する記述あり
小山氏は渋川市在住
【受贈】

１５年のあゆみ
群馬県読み聞かせグループ連絡協議会 /編集･発行
2015.9 25p 30cm
【受贈】

国立考古学博物館を群馬県へ
国立考古学博物館群馬県誘致推進協議会[/発
行]
[出版年不明] 折りたたみ 26 × 72cm
【受贈】

高崎市の図書館 平成２７年度(２０１５年度)要
覧
高崎市立中央図書館 /発行
2015.8 57p 30cm
【受贈】
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〔 2015.11 〕

ここまでわかった!古代王権と古墳の謎
『歴史読本』編集部 /編 KADOKAWA/発行
2015.9 303p 15cm 800 円
（ 新人物文庫 れ -1-63 ）
「毛野の政権･太田天神山古墳」若狭徹 /著収録
【 TRC 新刊案内 1930 号】

人物で見る日本の教育 第２版
沖田行司 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
2015.9 9,303p 21cm 2800 円
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】
たつなみ 第四十号
小栗上野介顕彰会(高崎市)/編集
2015.8 105p 21cm

境遺産めぐり 境まちなか散策マップ
さかい赤レンガまつり実行委員会 /作製
[2015.10] 折りたたみ A3 判 【上毛 10/17】
雑草の詩(うた)
都丸信二 /著 文芸社 /発行
2015.6 127p 15cm 600 円
著者は渋川市在住

たまぶら散歩 玉村町“満喫”ガイドブック
玉村町[/発行]
[2015] 折りたたみ 21 × 60cm
【受贈】
【受贈】

玉村町歴史資料館 改訂
玉村町歴史資料館[/発行]
2011.3 三つ折り 37 × 26cm

真田一族と幸村の城
山名美和子 /著 KADOKAWA/発行
2015.9 222p 18cm 800 円
（ 角川新書 K-50 ）【 TRC 新刊案内 1930 号】

【受贈】

中世の巨大用水路『女堀』の謎に迫る！－考古学
と歴史学の対話－ 史跡女堀シンポジウム資料集
伊勢崎市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.2 42p 30cm
【 受 贈】

真田丸 真田三代戦国実記
晋遊舎 /発行
2015.11 123p 29cm 1000 円
（ 晋遊舎ムック ）【 TRC 新刊案内 1933 号】

洞窟オジさん
加村一馬 /著 小学館 /発行
2015.9 301p 16cm 630 円
（ 小学館文庫 か 39-1 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 10/18、 TRC 新刊案内 1930 号】

真田丸と真田一族９９の謎
戦国武将研究会 /著 二見書房 /発行
2015.10 237p 15cm 620 円
（ 二見レインボー文庫 ）
【 TRC 新刊案内 1933 号】

闘将真田一族 昌幸･信之･信繁「乱世生き残り」
の秘策とは？
洋泉社 /発行
2015.10 127p 29cm 900 円
（ 洋泉社 MOOK ）【 TRC 新刊案内 1931 号】

真田流弱者が賢者になる術 戦国時代を生き抜い
た真田家三代の処世訓
ぴあ /発行
2015.9 111p 20cm 1000 円
【 TRC 新刊案内 1930 号】

都道府県のクイズ図鑑
学研教育出版 /発行
2015.9 197p 15cm 850 円
（ ニューワイド学研の図鑑 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1929 号】

しっかり女子旅行絶景部
交通新聞社 /発行
2015.10 128p 29cm 889 円
（ 散歩の達人 MOOK A27 ）
東洋のナイアガラ(群馬県)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】

日光例幣使街道 玉村宿まち歩き ３版
まちづくり玉村塾 /作成 玉村町 /発行
2012.9 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

終戦時宰相鈴木貫太郎 昭和天皇に信頼された海
の武人の生涯
小松茂朗 /著 潮書房光人社 /発行
2015.10 213p 16cm 720 円
（ 光人社 NF 文庫 こ N-912 ）
【 TRC 新刊案内 1931 号】

新田義貞公の生涯と活躍 太平記を飾る郷土出身
の武将
茂木晃 /著 新田義貞公顕彰会 /製作
[2015.10] 4,16p A4 判 300 円
著者は元県立太田女子高校長
【上毛 10/27、読売 10/29】

１０年のあゆみ
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
1988.10 35p 26cm
【受贈】

〔 2015.11 〕

【 受 贈】
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日本で最も美しい村 「日本で最も美しい村」連
合オフィシャルガイドブック ２
ハースト婦人画報社 /編･発行
2015.9 151p 21cm 1600 円
昭和村、中之条町伊参、中之条町六合に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 1933 号】

3 社会科学
吾妻広域都市計画圏 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
群馬県[/発行]
[ 2015.5] 43p 30cm
【 受贈】

見て、学んで、力がつく!こども日本地図 写真
とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道
府県を学ぼう！ ２０１６年版
永岡書店編集部 /編 永岡書店 /発行
2015.9 135p 26cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1930 号】

あの介護施設はなぜ、地域一番人気になったの
か！！ 「想い」と「経営力」で進化する１７法
人
糠谷和弘･齋藤直路 /編著 PHP 研究所 /発行
2015.10 253p 19cm 1500 円
エムダブルエス日高(高崎市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】

南原遺跡１１ 建売分譲地造成に伴う埋蔵文化財
調査報告書
毛野考古学研究所 /編集･発行
2015.9 24p 写 真図版 2,7p 30cm 【受贈】

行政の広域化の研究－高崎市発展のための戦略試
案－
自主研究グループ TJ プラス[/発行]
[出版年不明] 64p 26cm
【受贈】

明治･大正を生きた女性逸話事典
中江克己 /著 第三文明社 /発行
2015.9 255p 19cm 1500 円
杉文、新島八重、和田英、高橋お伝に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】
吉田松陰と楫取素彦が築く日本と群馬の礎そして
五人の宰相－人々のために命をかけた生涯－
人間塾塾長 中村紀雄 /著
NIPPON ACADMY 出版室 /発行
[ 2015.9] 32p 26cm
【 受贈】

行政報告 平成２６年度
群馬県[/発行]
[ 2015.10] 351p 30cm

【 受 贈】

桐婦のあゆみ No.５６
桐生市婦人団体連絡協議会 /発行
2015.9 100p 26cm

【 受 贈】

[桐生ファッションウイークパンフレット]
[桐生ファッションウイーク実行委員会 /発行]
[2015.10] 折りたたみ B3 判
【桐生タイムス 10/22】

列車やバスで行くとっておきのぐんまを巡る旅
ＪＲ東日本小さな旅
高崎経済大学経済学部教授 大島登志彦 /監修
ジェイアール東日本企画 /製作
JR 東日本高崎支社 /協力
群馬県産業経済部観光局観光物産課 /発行
[ 2015.9] 30p 26 × 10cm
【受贈】

群馬県議会会議録 平成２７年第１回臨時会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2015.9 34p 30cm
【受贈】
群馬県議会会議録 平成２７年第２回定例会
群馬県議会事務局議事課 /編集
群馬県議会事務局 /発行
2015.9 233p 30cm
【 受 贈】

渡部昇一の日本内閣史 伊藤博文から鈴木貫太郎
その栄光と挫折
渡部昇一 /著 李白社 /発行
2015.9 415p 19cm 2000 円
【 TRC 新刊案内 1931 号】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県[/発行]
[ 2015] 419p 30cm

平成２６年度
【受贈】

群馬県高齢者保健福祉計画（第６期） 群馬県老
人福祉計画･介護保険事業支援計画
群馬県健康福祉部介護高齢課[/発行]
[ 2015.3] 142p 30cm
【 受贈】
群馬県歳入歳出決算書 平成２６年度
群馬県[/発行]
[2015] 35p 21 × 30cm
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【受贈】

〔 2015.11 〕

群馬県民の日記念事業一覧 平成２７年度
群馬県生活文化スポーツ部県民センター[/発
行]
[ 2015] 16p 30cm
【受贈】

少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３７回
吾妻教育事務所 /発行
2015.9 12p 30cm

群馬大学工業会報 通巻１５３号
群馬大学工業会 /発行
2015.9 80,12p 30cm

政策研究報告書 昭和６３年度 研究テーマ「中
心市街地の定住人口回復の見通しと方策につい
て」
「中心市街地定住」チーム[/発行]
[出版年不明] 86p 26cm
高崎市の政策研究
【受贈】

【受贈】

ぐんまちゃんと学ぼう！ 介護のお仕事 みんな
とつながる みんなで支える 高校生用
群馬県[/発行]
2015 7p 30cm【受贈、桐生タイムス 10/26】

政策研究報告書（地図情報システムについて）
政策研究グループ M.I.S[ /発行]
[出版年不明] 42p 26cm
[高崎市の政策研究]
【受贈】

ぐんまちゃんと学ぼう！ 介護のお仕事 みんな
とつながる みんなで支える 中学生用
群馬県[/発行]
2015 7p 30cm【受贈、桐生タイムス 10/26】

群馬パース大学紀要 第１９号
群馬パース大学 /発行
2015.3 47p 30cm

税務概要 平成２７年度
総務部税務課･納税課 /編集
2015.9 38p 30cm

地域のなかの軍隊 ２
吉川弘文館 /発行
2015.2 9,201,7p 20cm 2800 円
「軍都高崎と歩兵第十五連隊」･「宇都宮第十
四師団」今井昭彦(太田市生まれ)/著収録
【朝日 10/20、購入、 TRC 新刊案内 1899 号】

【受贈】

定例県議会議案(附 予算説明書)
群馬県[/発行]
[2015] 86p 30cm

こまちウエディング 群馬県版 [２０１５]冬号
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
[ 2015.10] 300 円
【ぐんま経済 10/22】

第３回前期
【受贈】

東毛広域都市計画圏 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
群馬県[/発行]
[ 2015.5] 55p 30cm
【 受贈】
利根沼田広域都市計画圏 都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラ
ン）
群馬県[/発行]
[ 2015.5] 43p 30cm
【 受贈】

【受贈】

事務改善ハンドブック－行政サービスを向上させ
よう－
群馬県教育委員会事務局[/発行]
1989.5 15p 26cm
【 受贈 】

夏休み高校生ボランティア活動体験記集２０１５
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
2015.9 1 冊 30cm
【自館作成】

銀河通信－北斗七星２０年のあゆみ－ 北斗七星
２０周年記念誌
北斗七星広報委員 /編集制作･写真･資料提供
亀山公亮 /デザイン NPO 法人北斗七星 /発行
2015.9 64p 30cm
亀山氏は桐生市出身
【受贈、桐生タイムス 10/21】

〔 2015.11 〕

渋川市 /発行
【受贈】

【受贈】

県央広域都市計画圏 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
群馬県[/発行]
[ 2015.5] 73p 30cm
【 受贈】

これからの青少年健全育成のありかた
教育委員会チーム[/発行]
[出版年不明] 54,34p 26cm
高崎市の研究

【受贈】

政策研究報告書 昭和６３年度 高崎市の国際化
を考える－世界のために貢献できる高崎をめざし
て－
行政の国際化チーム[/発行]
[出版年不明] 97p 26cm
【受贈】

ぐんまちゃんと学ぼう！ 介護のお仕事 みんな
とつながる みんなで支える 小学生用
群馬県[/発行]
2015 7p 30cm【受贈、桐生タイムス 10/26】

群馬パース大学紀要 第１８号
群馬パース大学 /発行
2014.9 35p 30cm

平成２７年度

日本地域政策研究 第１５号
日本地域政策学会 /編集･発行
2015.9 130p 30cm
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【 受 贈】

八十六年のあゆみ
太田女子高同窓会みどり会 /制作
2011
【上毛 10/27】

5 技術･工学･家政学･生活科学
足尾鉱毒事件と渡良瀬川
松浦茂樹 /著 新公論社 /発行
2015.6 275,2p 22cm 2500 円
【上毛 10/21、 TRC 新刊案内 1930 号】

みどり会九十年のあゆみ
太田女子高同窓会みどり会 /発行
[ 2015.10]
【上毛 10/27】
Ｗｏｒｌｄ Ｃｉｔｉｚｅｎ 地球市民を目指し
て 群馬県立中央中等教育学校創立１０周年記念
誌－群馬県立中央高等学校創立５０周年記念誌－
群馬県立中央中等教育学校 /発行
2013.9 36p 30cm
【 受贈 】

一度は歩きたい！日本の町並み
伝統的町並み研究会 /編著 洋泉社 /発行
2015.10 175p 21cm 1800 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 1931 号】
環境白書 平成２７年度
群馬県環境森林部環境政策課 /編集･発行
2015.9 209p 30cm 1752 円
【受贈】
ＧＵＮＭＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＬＯＣＡＴＩ
ＯＮ ＧＵＩＤＥ ２０１５－２０１６
[群馬県企業誘致推進室 /作製]
[2015] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈、上毛 10/30】

4 自然科学
悪の力
姜尚中 /著 集英社 /発行
2015.9 189p 18cm 700 円
（ 集英社新書 0803 ）
群馬大病院事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1931 号】
群馬県伊香[保]温泉関係文献目録
収集
小山宏 /編
1988 1 冊 26cm
小山氏は渋川市在住

群馬県企業立地のご案内 ２０１５－２０１６
[群馬県企業誘致推進室 /作製]
[2015] 47p 30cm
【受贈、上毛 10/30】
群馬県企業立地マップ ２０１５ ▶ ２０１６
群馬県産業政策課企業誘致推進室[/発行]
[2015] 折りたたみ 63 × 87cm
【受贈】

昭和二十六年

こころをつなぐ まえばしの味
前橋市[/発行]
[2015.10] 37p A5 判

【受贈】

群馬県の県立病院改革はなぜ進まないのか？ 公
表されない巨額赤字運営の実態
堀口陸夫 /著 ブイツーソリューション /発行
2015.10 75p 30cm 1000 円
【 TRC 新刊案内 1933 号】

阪田誠造 坂倉準三の精神を受けついだ建築家
阪田誠造･「阪田誠造 坂倉準三の精神を受けつ
いだ建築家」編集委員 /編･著
建築画報社 /発行
2015.9 119p 26cm 4000 円
桐生市市民文化会館に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1933 号】

降水発生頻度からみた武尊山周辺の水文的気候区
分について
星野盾 /著 2015.6 15p 26cm
『えりあぐんま第 21 号』抜刷
【受贈】

商業･サービス業等(非製造業)管理･改善事例研究
発表大会集録 第６回
群馬県･群馬県商業･サービス業等(非製造業)管
理･改善事例研究発表大会実行委員会[/発行]
[ 1989.11] 63p 26cm
【受贈】

フィールド･バイオロジスト ２２巻２号
群馬野外生物学会 /編集･発行
2014.12 44p 26cm
【 受贈 】
前橋市医師会医学講演集録
３８集）
前橋市医師会 /編集･発行
2015.9 167p 21cm

【東京 10/26】

日本の歴史と足尾銅山の光茫
高山憲行 /著 郁朋社 /発行
2015.9 183p 19cm 1200 円
足尾鉱毒事件に関する資料
【 TRC 新刊案内 1929 号】

平成２６年度版（第
【自館作成】
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品質管理改善事例研究発表大会集録 第２１回
群馬県･群馬県 JIS 工場協議会[ほか]/発行
[ 1989.2] 84p 26cm
【 受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

安井与左衛門の石堤(２の２)：工事内容(１)
野本文幸 /著 2015.6 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 803 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

アーツ前橋地域アートプロジェクト
２０１５ドキュメント
アーツ前橋 /企画･監修･発行
2015.3 88p 26cm

安井与左衛門の石堤(２の２)：工事内容(２)
野本文幸 /著 2015.7 [3p] 26cm
『群馬県医師会報第 804 号』抜刷
著者は前橋市医師会所属
【受贈】

アーツ前橋 年報№０２ ２０１４年度(平成２
６年度)
アーツ前橋 /発行
2015.9 70p 29cm
【受贈】
Ａｒｔ Ｍｅｅｔｓ ０２
アーツ前橋 /発行
2015.3 1 冊 21cm

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２６年度
群馬県蚕糸技術センター /発行
2015.9 38p 30cm
【受贈】

大西伸明｜相川勝
【受贈】

おんぶの温もり
齋藤利江 //著 日本写真企画 /発行
2015.9 1 冊 20 × 21cm 2000 円
（ 齋藤利江の昭和 30 年代シリーズ 1 ）
齋藤氏は桐生市在住
【桐生タイムス 10/6、 TRC 新刊案内 1932 号】

５０年のあゆみ～県都の商業を支えて～ 協同組
合前橋問屋センター創立５０周年記念誌
協同組合前橋問屋センター /発行
2015.10 65p 30cm
【 受贈 、 上 毛 10/17】
地価調査基準地価格（付基準地案内図）
平成２７年
群馬県[/発行]
[ 2015] 124p 30cm
【受贈】
鉄道いっぱい！日本地図の本
松本典久 /監修･文 交通新聞社 /発行
2015.9 79p 19cm 1000 円
（ ぷち鉄ブックス ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1933 号】
日本の最も美しい名建築
田中禎彦 /文 小野吉彦 /写真
エクスナレッジ /発行
2015.9 174p 25cm 1800 円
旧富岡製糸場に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1929 号】

〔 2015.11 〕

【 受 贈】

ＷＩＬＤＥＲＮＥＳＳ ＷＨＯＬＥ ＥＡＲＴＨ
ＯＵＴＤＯＯＲ ＭＡＧＡＺＩＮＥ №５(２０１
５) 特集生涯一度の、山旅へ。
枻出版社 /発行
2015.10 159p 29cm 1200 円
南博人の谷川岳一ノ倉沢初登攀再現に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1933 号】

6 産業

農業委員会業務概要 平成２６年度
前橋市農業委員会[/発行]
[ 2015.7] 57p 30cm

２０１１－

群馬県写真展目録 第６０回
群馬県写真文化協会 /編集･発行
2012.10 75p 26cm

【 受贈 】

群馬県写真展目録 第６１回
群馬県写真文化協会 /編集･発行
2013.9 58p 26cm

【受贈】

群馬県写真展目録 第６２回
群馬県写真文化協会 /編集･発行
2014.9 58p 26cm

【受贈】

群馬県写真展目録 第６３回
群馬県写真文化協会 /編集･発行
2015.9 58p 26cm

【受贈】

高校野球弱者の発想 強豪校に勝つために
田尻賢誉 /著 日刊スポーツ出版社 /発行
2015.8 285p 19cm 1500 円
第 4 章「健大高崎･葛原美峰コーチが語る弱者
のための継投策」収録
【上毛 10/4、 TRC 新刊案内 1926 号】

【 受贈】
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世界遺産ガイド 日本編２０１６改訂版
古田陽久･古田真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2015.9 188p 21cm 2600 円
（ 世界遺産シリーズ ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1932 号】

山の不可思議事件簿
上村信太郎 /著 山と溪谷社 /発行
2015.10 189p 19cm 900 円
谷川岳に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1933 号】

世界遺産事典 ２０１６改訂版 １０３１全物件
プロフィール
古田陽久･古田真美 /著
シンクタンクせとうち総合研究機構 /発行
2015.9 206p 21cm 2600 円
（ 世界遺産シリーズ ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1932 号】

【上毛 10/31】

４０年の足跡･更なる前進へ
藤岡市ゆっくり走ろう会 /発行
[ 2015.10]

8 語学

創部６０年の軌跡 未来への継承
桐生商業高陸上部 OB 会 /作製
[ 2015.10]
【上毛 10/29】
南風食堂 甘い記憶/食べる/続けて残ったもの展
アーツ前橋 /企画･監修 前橋市 /発行
2015.3 1 冊 26cm
【受贈】

9 文学

ヘヴン･ベク アーツ前橋 海外在住アーティスト
による滞在制作プログラム
アーツ前橋 /企画･発行
2015.3 10p 26cm
【 受贈 】

Ａ Ｇｌｉｍｐｓｅ ｏｆ Ｈａｇｉｗａｒａ
Ｓａｋｕｔａｒｏ
鶴田恭子･島田早苗 /監修
育英短期大学 Culture&Communication Club/発 行
1989.11 20p 26cm
【受贈】

丸尾康弘作品集 ２０１１年３月１１日～２０１
５年
丸尾康弘 /発行
[2015.10] A4 判 2000 円
丸尾氏は桐生市在住の彫刻家
【桐生タイムス 10/27】

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろ
しブック ｖｏｌ.９
『このミステリーがすごい !』編集部 /編
宝島社 /発行
2015.5 251p 21cm 1200 円
「モーニング･タイム」友井羊(群馬県生まれ) /
著収録
【 TRC 新刊案内 1913 号】

マンドリンオーケストラの為の序奏と アレグ ロ
「ニンフ」
塚本靖彦 /作曲 マンドリン学術院 /発行
1988 29p 30cm 5000 円
付属資料：「 作品について」 6p
塚本氏は元群馬大学教授
【受贈】

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろ
しブック ｖｏｌ.１０
『このミステリーがすごい !』編集部 /編
宝島社 /発行
2015.9 251p 21cm 1200 円
「シチューのひと」友井羊(群馬県生まれ) /著
収録
【 TRC 新刊案内 1929 号】

妙義山を描く絵画展 第７回
妙義町･「妙義山を描く絵画展」実行委員会[ /
発行]
[ 1989.4] [ 15p] 26cm
【受贈】
夜想曲第一番
塚本靖彦[/作曲] 全音楽譜出版社 /発行
[1989] 14p 31cm 500 円
塚本氏は元群馬大学教授
【受贈】

残夢の窓 歌集
吉澤保代 /著
2015.9 178p 22cm
（ 林間叢書 第四〇八篇 ）
著者は伊勢崎市在住
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【受贈】

〔 2015.11 〕

忍び道 ２ 利根川激闘の巻
武内涼 /著 光文社 /発行
2015.9 335p 16cm 640 円
（ 光文社文庫 た 39-2 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1930 号】

文豪たちが書いた耽美小説短編集
彩図社文芸部 /編纂 彩図社 /発行
2015.10 222p 15cm 619 円
「少女病」田山花袋 /著 、「私は海をだきしめて
ゐたい」坂口安吾 /著収録
【 TRC 新刊案内 1931 号】

戦後七十周年記念誌－戦争の記憶と平和への祈り
－
みどり市保健福祉部社会福祉課･みどり市遺族
の会 /編集 みどり市 /発行
2015.9 61p 30cm
【 受贈 】

ベニヤ板の特攻艇と沖縄戦
深沢敬次郎 /著 元就出版社 /発行
2015.10 191p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1933 号】

図書室のキリギリス
竹内真 /著 双葉社 /発行
2015.9 374p 15cm 676 円
（ 双葉文庫 た -40-02 ）
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1930 号】

妙義山桜まつり全国俳句大会詠草 第７回
妙義町･妙義山桜まつり全国俳句大会実行委員
会[/発行]
[ 1989.4] 41p 26cm
【 受贈】
ルルとララのミルキープリン
あんびるやすこ /作･絵 岩崎書店 /発行
2015.9 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 51 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1931 号】

十津川警部絹の遺産と上信電鉄 長編推理小説
西村京太郎 /著 祥伝社 /発行
2015.9 183p 18cm 840 円
（ ノン･ノベル 1025 ）
【 TRC 新刊案内 1929 号】

忘れてきた花束。
糸井重里 /著 東京糸井重里事務所 /発行
2015.8 317p 19cm 1500 円
（ Hobonichi Books ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1930 号】

走れハマカゼ
鈴木幸子 /文･絵 “潤いのある館林づくり”市
民協議会文化の部会 /発行
1989.3 1 冊 26cm
【受贈】
平岡敏夫詩集
平岡敏夫 /著 思潮社 /発行
2015.8 158p 19cm 1300 円
（ 現代詩文庫 216 ）
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1929 号】
ふしぎなコウモリガサ
如月かずさ /作 はたこうしろう /絵
小峰書店 /発行
2015.9 118p 21cm 1300 円
（ なのだのノダちゃん ）
如月氏は桐生市出身
【上毛 10/18、 TRC 新刊案内 1931 号】

県関係者の一般著作
あなたが３３歳を過ぎて妊娠できない４４の理由
桜井明弘 /著 幻冬舎 /発行
2015.9 182p 18cm 1100 円
著者は高崎市生まれ
【上毛 10/17、 TRC 新刊案内 1930 号】

ふたつめのボールのようなことば。
糸井重里 /著 東京糸井重里事務所 /発行
2015.8 275p 15cm 740 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1930 号】
プラネットアリウム
大嶋秀和･武井明恵 /作 武井明恵 /絵
Planet 3rd/販売
[2015] 1 冊 11 × 21cm

〔 2015.11 〕

内山節著作集 ７ 哲学の冒険 続
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.9 307p 20cm 2700 円
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1931 号】
決断力の磨き方 人に決められる人生でいいのか
池田貴将 /著 学研パブリッシング /発行
2015.9 238p 20cm 1500 円
（ 仕事の教科書 BOOKS ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1929 号】

【受贈】
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現場で使える新人ケアマネ便利帖 第２版
田中元 /著 翔泳社 /発行
2015.9 167p 21cm 1800 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1931 号】

ベタだけど結果が出てしまう ㊙ 営業フレーズ
菊原智明 /著 日本経済新聞出版社 /発行
2015.9 247p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1929 号】

コーチング心理学概論
西垣悦代･堀正 /編著 ナカニシヤ出版 /発行
2015.9 5,244p 22cm 2800 円
堀氏は群馬大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1932 号】

楽になる認知症ケアのコツ 本人も家族もそろっ
て笑顔に
山口晴保･田中志子 /編 技術評論社 /発行
2015.10 255p 18cm 1380 円
（ ポケット介護 ）
山口氏は群馬大学大学院保健学研究科リハビリ
テーション学講座･教授
【 TRC 新刊案内 1932 号】

在宅におけるエンドオブライフ･ケア 看護職が
知っておくべき基礎知識
島内節･内田陽子 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
2015.9 7,203p 26cm 2600 円
内田氏は群馬大学大学院保健学科教授
【 TRC 新刊案内 1931 号】

和歌三神奉納和歌の研究
神道宗紀 /著 和泉書院 /発行
2015.9 8,382p 22cm 15000 円
（ 研究叢書 461 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1933 号】

施設におけるエンドオブライフ･ケア 介護職が
知っておくべき基礎知識
内田陽子･島内節 /編著 ミネルヴァ書房 /発行
2015.9 8,160p 26cm 2600 円
内田氏は群馬大学大学院保健学科教授
【 TRC 新刊案内 1931 号】
城館と中世史料 機能論の探求
齋藤慎一 /編 高志書院 /発行
2015.9 391p 22cm 7500 円
『「 寄居取立」と地域社会』簗瀬大輔(群馬県
立歴史博物館)/著収録
【 TRC 新刊案内 1930 号】

視聴覚資料
水芭蕉に想う 尾瀬愛しむ会（CD)
尾瀬をいとしむ会 /製作
2015 8 曲 2000 円(税込)
【受贈、上毛 10/20】

スタッフに「辞める！」と言わせない介護現場の
マネジメント できる介護職を失わないための現
場管理者の実践マニュアル 新版
田中元 /著 自由国民社 /発行
2015.10 239p 21cm 1900 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1933 号】
設計法を学ぶ飛行機の安定性と操縦性 知らない
と設計できない改善のための１７の方法
片柳亮二 /著 成山堂書店 /発行
2015.9 8,172p 22cm 2600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1929 号】

電子資料
事業概要 平成２６年度版（平成２５年度実績）
（CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所[/発行]
[ 2014]
【受贈】

たった２０項目で学べる皮膚疾患
安部正敏 /編著 学研メディカル秀潤社 /発行
2015.9 117p 26cm 1900 円
（ 皮膚科学看護スキルアップシリーズ 3 ）
安倍氏は群馬大学大学院医学研究科博士課程修
了
【 TRC 新刊案内 1930 号】

事業概要 平成２７年度版（平成２６年度実績）
（CD-ROM)
群馬県食肉衛生検査所[/発行]
[ 2015]
【受贈】

中世語彙語史論考
小林賢次 /著 清文堂出版 /発行
2015.6 9,388p 22cm 9000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1929 号】

前橋市医師会医学講演集録
３８集 ）（CD-ROM）
前橋市医師会 /編集･発行
2015.9
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平成２６年度版（第
【受贈】

〔 2015.11 〕

