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こころのよりどころ
御荷鉾山不動尊編集委員会 /発行
2015.6 50p 30cm
【 受 贈】
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2 歴史･伝記･地理

・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。

いざ、真田の聖地へ 全国の史跡を完全網羅！
小日向えり /著 主婦と生活社 /発行
2015.11 189p 19cm 1389 円
岩櫃城、名胡桃城址、沼田城址に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1936 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。

岩櫃山周辺ガイドマップ
東吾妻町 /作成
[2015.11] A3 判

・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。

上原Ⅰ遺跡･上原Ⅲ遺跡･林宮原遺跡 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４６
集
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.10 132p 写真図版 34p 30cm 【受贈】
うたえ君の心を―大地とキャッチとサックスと
森村三美 /著 あさを社(高崎市)/発行
[2015.11] 192p 四六判 1620 円(税込)
森村大地君[(伊勢崎市生まれ)]の奮闘を父がつ
づる一書
【上毛 11/22】

０ 総記
定例総会資料 昭和５３年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1978.7] 20p 25cm

【 受贈】

定例総会資料 昭和５４年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1979.6] 21p 25cm

【 受贈】

定例総会資料 昭和５５年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1980.5] 20p 26cm

【上毛 11/17】

海老名彈正 その生涯と思想
關岡一成 /著 教文館 /発行
2015.9 564,7p 22cm 6000 円
海老名氏は安中教会の牧師を務めた
【 TRC 新刊案内 1934 号】
乙女の真田丸 真田一族と関ケ原の武将たちの愛
すべき素顔
堀江宏樹･滝乃みわこ /著 主婦と生活社 /発行
2015.11 159p 19cm 1296 円
【 TRC 新刊案内 1936 号】

【 受贈】

温泉ぴあ人気の湯宿 首都圏版 ２０１６
ぴあ /発行
2015.11 112p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
草津、伊香保、水上に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

1 哲学･宗教
南玉地区「原家の御神事」
さいたま民族文化研究所 /作成
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /発行
2015.3 15p 30cm
【 受贈 】

関東平野の中世 政治と環境
簗瀬大輔 /著 高志書院 /発行
2015.10 374,18p 22cm 7500 円
上野国に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】
-1-

〔 2015.12 〕

観音塚古墳石室開口７０周年記念 ポストカード
ＢＯＯＫ
高崎市観音塚考古資料館 /編集･発行
2015.10 [12 枚組] 10 × 15cm
【受贈】

十二の物語
青木修[/著] [桐生タイムス社 /発行]
[2015.11] 2500 円
桐生の近代現代の出来事 12 本を選んで構成し
た新聞連載自選集
【桐生タイムス 11/18】

観音塚古墳の世界 きらめく大刀、馬具、装身具
改訂版
高崎市観音塚考古資料館 /発行
2015.10 127p 26cm
【受贈】
企画展 第３９回 埋められた多胡碑
の秘話(エピソード)
多胡碑記念館 /編集･発行
2015.8 48p 30cm

首都圏からの日帰り温泉 ２０１５－２
昭文社 /発行
2015.11 199p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

終戦直後
【受贈】

昭和をつくった宰相たち 激動の時代に生きた男
たちから学ぶ人心支配術
笠倉出版社 /発行
2015.11 143p 26cm 900 円
（ SAKURA MOOK 39 ）
中曽根康弘に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1934 号】

京目･不動西遺跡２ 送電用鉄塔支持物新設に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集 高崎市教育委員会 /発行
2015.9 14p 写真図版 3p 30cm
【受贈】
倉賀野中里前･東中里狐塚遺跡 事務所･工場建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設 /編集 高崎市教育委員会 /発行
2015.10 17p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

図説真田一族
丸島和洋 /著 戎光祥出版 /発行
2015.10 16,153p 21cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1936 号】

ぐんまちゃんレター ６月号 [創刊号]
群馬県広報課ぐんまイメージアップ推進室 /発
行
[ 2015.6] [ 4p] 30cm
【受贈】

政界名門一族の査定表
八幡和郎 /著 宝島社 /発行
2015.10 254p 19cm 1200 円
福田家、中曽根家に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1934 号】

個室露天＆貸し切り風呂の宿 ２０１６年度版
プライベートな空間で過ごす癒しのひととき
スターツ出版 /発行
2015.11 138p 29cm 840 円
（ スターツムック ）
草津に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

清和会秘録
大下英治 /著 イースト･プレス /発行
2015.10 366p 18cm 907 円
（ イースト新書 058 ）
福田康夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1934 号】

真田幸村 ＮＨＫ大河ドラマが描く「戦国最後の
英雄」の真実
双葉社 /発行
2015.10 129p 26cm 1200 円
（ 双葉社スーパームック ）
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

戦国武将最強の１９軍団 超ビジュアル相関図で
すべてがわかる
小和田哲男 /監修
PHP エディターズ･グループ /発行
2015.10 111p 29cm 850 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

真田幸村「英雄伝説のウソと真実」
跡部蛮 /著 双葉社 /発行
2015.10 257p 18cm 840 円
（ 双葉新書 114 ）
真田家に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

田谷遺跡 単独７軸道路整備推進事業（一）太田
大泉線（(国)３５４号）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
2015.10 339p 写真図版 112p 付図 1 枚
30cm
【受贈】

真田幸村のことがマンガで３時間でわかる本 へ
ぇ～そうなのか！
津田太愚 /著 つだゆみ /マンガ
明日香出版社 /発行
2015.10 213p 21cm 1400 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】
〔 2015.12 〕

智謀の一族真田三代 改訂新版
三池純正 /著 洋泉社 /発行
2015.11 286p 18cm 950 円
（ 歴史新書 y 056 ）
【 TRC 新刊案内 1937 号】
-2-

天明の代官 銚子を救った男 庄川杢左衛門物語
ちょうし市民ミュージカル実行委員会[ /発行]
[2015.8] 1 冊 30cm
庄川杢左衛門は高崎藩から飛び領地である銚子
に派遣された代官
【受贈】

歴史入門真田一族のすべて 戦国屈指の傑物たち
を輩出した「真田家」のホントのハナシ
スタンダーズ /発行
2015.8 93p 28cm 1278 円
【 TRC 新刊案内 1934 号】

土器変容にみる弥生･古墳移行期の実相
友廣哲也 /著 同成社 /発行
2015.10 2,313p 22cm 7000 円
群馬県に関する記述あり
著者は群馬県埋蔵文化財調査事業団専門調査役
【 TRC 新刊案内 1936 号】

ローカル線の旅パーフェクトガイド 保存版！
宝島社 /発行
2015.11 176p 26cm 1500 円
（ 別冊宝島 2402 ）
わたらせ渓谷鉄道、八高線に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

新島襄
和田洋一 /著 岩波書店 /発行
2015.10 20,313p 15cm 1040 円
（ 岩波現代文庫 ）【 TRC 新刊案内 1936 号】

私の履歴書
古川貞二郎 /著 日本経済新聞出版社 /発行
2015.10 223p 20cm 1800 円
小渕内閣に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

年報３４ 平成２６年度事業概要
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2015.10 70p 30cm
【 受贈 】
野屋敷遺跡 竹ノ内Ⅱ･大坊遺跡 斉田八幡裏･斉
田五反田遺跡 町道２２２号線拡幅工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /編集･発行
2015.9 巻頭 4p 126p 30cm
【受贈】

3 社会科学
青線 売春の記憶を刻む旅
八木澤高明 /著 スコラマガジン /発行
2015.10 319p 20cm 1800 円
「売春シルクロードが伝える産業と女の近代史
―埼玉･群馬･横浜」収録
【 TRC 新刊案内 1936 号】

幕末志士の手紙
木村幸比古 /著 教育評論社 /発行
2015.10 222p 19cm 1800 円
楫取素彦に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

学校法人明照学園樹徳高等学校 １００周年記念
誌
樹徳高等学校 100 周年記念誌編集委員会 /編集
明照学園樹徳高等学校 /発行
2015.5 750p 27cm
【受贈】

幕末･明治を生きた女性たち 鹿鳴館の華から経
営者･芸術家まで新時代を創ったヒロインたち
洋泉社 /発行
2015.11 111p 29cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
新島八重に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1934 号】
はるかな尾瀬 Vol.２７
尾瀬保護財団 /発行
2015.8 12p 30cm

教育委員会の点検･評価（平成２６年度対象）
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2015.8] 107p 30cm
【受贈】
教育要覧 平成２７年度
沼田市教育委員会[/発行]
[ 2015.9] 83p 30cm

【受贈】

美女の日本史 貴重写真でよみがえる日本女性の
真実の姿
宝島社 /発行
2015.11 95p 30cm 1000 円
（ 別冊宝島 2399 ）
新島八重、和田英、林きむ子に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書(平成２６年度実
績報告)
群馬県生活文化スポーツ部人権男女･多文化共
生課[/発行]
[ 2015.10] 53p 30cm
【 受贈】
群馬県統計年鑑 第６１回 平成２７年刊行
群馬県企画部統計課 /編集･発行
2015.9 6,282p 30cm
【受贈】

名将と参謀 時代を作った男たち
中村彰彦･山内昌之 /著 中央公論新社 /発行
2013.3 262p 16cm 648 円
（ 中公文庫 な 46-17 ）
小栗上野介に関する記述あり 【上毛 11/19】
-3-

〔 2015.12 〕

群馬のくらしと経済を支える社会資本のストック
効果
群馬県[/発行]
[ 2015] [ 14p] 30cm
【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第１４号
高崎健康福祉大学図書館運営委員会 /編集
高崎健康福祉大学 /発行
2015.3 171p 26cm
【 受 贈】

県別ランキング大全 ４７都道府県民のホントの
姿を大解剖
矢野新一 /監修 枻出版社 /発行
2015.10 112p 29cm 800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1934 号】

地域貢献活動報告書 平成２６年度
群馬県立県民健康科学大学 /発行
[ 2015] 152p 30cm

終戦七十年に思う
青雲塾(高崎市)[/発行]
[2015.10] 39p 22cm
（ 青雲塾叢書 14 ）
事業概要 平成２６年度
群馬県桐生保健福祉事務所[/発行]
[ 2015] 41p 30cm

都道府県ランキング 統計から読み解く
ｖｏｌ.１
久保哲朗 /著 新建新聞社 /発行
2015.10 311p 26cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

【受贈】
優厳実行 温もりのある教育を求めて
登坂利彦 /著 東京図書出版 /発行
2015.10 403p 20cm 1500 円
群馬県で 37 年間、教育に関わってきた教師の
実践記録
【 TRC 新刊案内 1934 号】

【受贈】

指導検査等の実施結果（社会福祉法人･社会福祉
施設等･介護保険施設･居宅サービス事業所等･医
療機関） 平成２６年度
群馬県健康福祉部監査指導課[/発行]
[ 2015] 30p 30cm
【受贈】

横樽音頭(よこだるおんど)
群馬県佐波郡玉村町教育委員会 /発行
2015.3 1 冊 30cm
【受贈】

上州の民話 第１集
小野忠孝 /編 未來社 /発行
2015.10 266p 19cm 2000 円
（ <新版>日本の民話 20 ）
【 TRC 新刊案内 1936 号】

4 自然科学

消費者行政の概要 平成２７年度
（平成２７年度消費者施策と平成２６年度実績）
群馬県生活文化スポーツ部消費生活課[ /発行]
[2015] 48p 30cm
【受贈】
消防概要 平成２７年版
伊勢崎市消防本部[/発行]
[ 2015.8] 93p 30cm

温泉批評 ２０１５秋冬号
双葉社 /発行
2015.10 141p 21cm 880 円
（ 双葉社スーパームック ）
「共同湯インタビュー /上諏訪温泉･草津温泉･
城崎温泉」収録
【 TRC 新刊案内 1936 号】

【受贈】
群馬医学 第１０２号
群馬県医学会 /編集 群馬県医師会 /発行
2015.10 251p 26cm
【受贈】

職員給与等実態調査結果表 平成２７年
群馬県人事委員会[/発行]
[2015] 181p 30cm
【受贈】
職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会[/発行]
[ 2015.10] 92,41p 30cm

群馬県立病院事業概要 平成２６年度 (第３６
号)
群馬県病院局総務課 /発行
[2015] 76p 30cm
【受贈】

平成２７年
【受贈】

地図から「よのなか」を見てみよう！ わたしの
まちが好きになる、４７都道府県がよくわかる
３ 知ってる？キーワードでおぼえる４７都道府
県 北海道～近畿
加藤哲三･小林みゆき /監修 旬報社 /発行
2015.11 32p 31cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

ソーシャルビジネスで地方創生 地域を甦らせた
映画のまちづくり
渋川智明 /著 ぎょうせい /発行
2015.9 5,167p 21cm 2200 円
大泉町に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

〔 2015.12 〕

【受贈】
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日本の風穴 冷涼のしくみと産業･観光への活用
清水長正･澤田結基 /編 古今書院 /発行
2015.10 16,282p 22cm 5500 円
草津･氷谷風穴、鬼押出し熔岩の風穴群、荒船
風穴に関する記述あり
【上毛 11/22、 TRC 新刊案内 1936 号】

6 産業
北武蔵の地域形成 水と地形が織りなす歴史像
地方史研究協議会 /編 雄山閣 /発行
2015.10 293p 22cm 6800 円
「幕末･明治前期の蚕種輸出と生糸改良問題―
富岡製糸場と北武蔵―」収録
【 TRC 新刊案内 1936 号】
組合案内（平成２７年５月現在）
群馬県交通安全施設業協同組合[/発行]
[ 2015.5] 折りたたみ 30 × 61cm 【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
再生可能エネルギーと地域再生
諸富徹 /編著 日本評論社 /発行
2015.10 9,236p 21cm 2800 円
「低炭素型公共交通システムの構築と地域再生
：群馬県桐生市の取り組みから」門野圭司 /著
収録
【 TRC 新刊案内 1936 号】

群馬の農業 平成２７年度
群馬県農政部農政課 /編集
[ 2015] 33p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２５年度版(平成２４年度実績)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
2013.7 36p 30cm
【自館作成】

全国繊維企業要覧 ｖｏｌ.４９(２０１６)東日
本３ 北海道･東北･関東･甲信越
信用交換所総合事業部 /編集
信用交換所東京本社 /発行
2015.9 447p 30cm 13571 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

事業概要 平成２６年度版(平成２５年度実績)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
[2014] 36p 30cm
【自館作成】
事業概要 平成２７年度版(平成２６年度実績)
群馬県食肉衛生検査所 /発行
2015.7 42p 30cm
【自館作成】

中島知久平邸
群馬県太田市教育委員会 /編集･発行
2015.9 2 分冊 30cm
第 1 分冊：調査報告書 2015 11,198p
第 2 分冊：整備工事報告書 2015 7,93p
【受贈】

富岡製糸場と絹産業遺産群２０１６年卓上カレン
ダー
若草印刷(富岡市)/製作
[2015.11] 13 枚つづり 13 × 18cm 800 円
【毎日 11/14】

ＢＵＳＬｉｆｅ Ｖｏｌ.２ 富士ボディ５Ｅ車 、
終焉までのカウントダウン
笠倉出版社 /発行
2015.12 112p 30cm 1389 円
（ SAKURA MOOK 56 ）
富士重工業に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ ６
地方発世界に－クールジャパン機構の事業戦略－
テキスタイルを用いたウエアラブルデバイス－繊
維とエレクトロニクスの融合
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.10 70p 21cm 600 円
【 TRC 新刊案内 1937 号】

まえばしのかんきょう 平成２７年度版
前橋市環境部環境政策課 /編集
2015.10 149p 30cm
【受贈】

八十歳「中山道」ひとり旅
菅卓二 /著 論創社 /発行
2015.10 252p 19cm 1800 円
上州路に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

名城の地図帳 ４７都道府県別名城･城跡１２１
７城を美麗写真と地図で楽しむ名城ガイドブック
コスミック出版 /発行
2015.12 193p 30cm 1500 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1936 号】

前橋ブランド通信 ＶＯＬ.２ ２０１５
前橋市役所農林課 /編集･発行
2015 [4p] 30cm
前橋産農畜産物 PR 用広報紙
【受贈】
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

画家の詩、詩人の絵 絵は詩のごとく、詩は絵の
ごとく
土方明司･江尻潔 /企画･監修 青幻舎 /発行
2015.10 315p 21cm 3000 円
山口薫、萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

県別方言感情表現辞典
真田信治･友定賢治 /編 東京堂出版 /発行
2015.10 14,272p 20cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

風立ちぬ 宮崎駿の妄想カムバック
宮崎駿 /著 大日本絵画 /発行
2015.11 79p 30cm 2200 円
「風立ちぬ」の主人公のモデルが堀越二郎(群
馬県出身)
【 TRC 新刊案内 1934 号】

9 文学

ここに棲む 地域社会へのまなざし
アーツ前橋 /監修 彰国社 /発行
2015.10 135p 23cm 1500 円
2015 年 10 月～ 2016 年 1 月にアーツ前橋で開
催された展覧会の公式カタログ
【受贈、 TRC 新刊案内 1935 号】

いちたすさんはおだんごです
三好節子 /著･発行
2015.3 301p 21cm
著者は伊勢崎市在住

うそつき、うそつき
清水杜氏彦 /著 早川書房 /発行
2015.11 387p 20cm 1700 円
著者は前橋市生まれ
【上毛 7/14、毎日 7/24、 TRC 新刊案内 1940 号】

なるほど！ＴＨＥワカサギ大全 完全保存版
２０１５－２０１６
つり人社 /発行
2015.11 98p 26cm 1150 円
（ 別冊つり人 Vol.408 ）
榛名湖の実釣レポート収録
【 TRC 新刊案内 1937 号】

かぜひいた…
小池アミイゴ /作･絵 教育画劇 /発行
2015.10 1 冊 23 × 23cm 1100 円
小池氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1935 号】
還暦は赤いセーラー服を着て
山口てる代[/著]
[2015.11] 199p 新書判 1296 円
山口氏は前橋市在住
【上毛 11/20】

【受贈】

はじめての雪山ＢＯＯＫ 冬も山歩きを楽しみた
い
枻出版社 /発行
2015.11 128p 26cm 1200 円
（ エイムック 3233 ）
赤城山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

北軽井沢に消えた女 嬬恋とキャベツと死体
西村京太郎 /著 徳間書店 /発行
2015.10 257,76p 15cm 650 円
（ 徳間文庫 に 1-133 ）
【 TRC 新刊案内 1934 号】
國峰照子詩集
國峰照子 /著 思潮社 /発行
2015.10 157p 19cm 1300 円
（ 現代詩文庫 221 ）
著者は高崎市生まれ
【受贈、 TRC 新刊案内 1938 号】

花燃ゆ 完結編
NHK 出版 /発行
2015.11 143p 26cm 1050 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
【 TRC 新刊案内 1934 号】

〔 2015.12 〕

【受贈】

絲山秋子の街道(けぇど)を行ぐ
絲山秋子 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.10 71p 24 × 26cm 2000 円
著者は高崎経済大学非常勤講師、同大学非常勤
理事
【上毛 11/27、 TRC 新刊案内 1937 号】

懐かしの関東
日貿出版社 /編･発行
2015.10 119p 26cm 2500 円
（ 水彩で描く美しい日本 ）
大須賀一雄(群馬県出身)、唐沢恭二(中之条町
生まれ)、筑井孝子(前橋市生まれ)の風景画収
録
【 TRC 新刊案内 1934 号】

年報 第３５号（平成２６年度実績）
群馬県スポーツ協会 /発行
2015.9 77p 30cm

三好節子童話集
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真田幸村 小説集
末國善己 /編 南原幹雄 /ほか著 作品社 /発行
2015.10 362p 20cm 1800 円
登場人物として真田家に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1937 号】

花燃ゆ ４
小松江里子 /作 五十嵐佳子 /ノベライズ
NHK 出版 /発行
2015.10 301p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 1937 号】

子規探訪
須藤常央 /著 静岡新聞社 /発行
2015.10 167p 18cm 1000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1936 号】

ホテル･コンシェルジュ
門井慶喜 /著 文藝春秋 /発行
2015.10 318p 16cm 670 円
（ 文春文庫 か 48-4 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1934 号】

地獄三部作 詩集
柳沢幸雄 /著 詩画工房「河」 /発行
2015.10 34p 26cm 1200 円
著者は伊勢崎市在住

マジカル･ヒストリー･ツアー ミステリと美術で
読む近代
門井慶喜 /著 幻戯書房 /発行
2015.11 314p 19cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1937 号】

【受贈】

朱夏玄冬(しゅかげんとう) 句集
村上谿聲(けいせい)/著
村上鬼城生誕 150 年記念事業実行委員会 /制作
[2015.11]
著者は高崎市在住 【上毛 11/4、朝日 11/26】

村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第２９回
第２８回村上鬼城賞作品集 村上鬼城生誕１５０
年記念
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局 /編集
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2015.9 80p 26cm
【受贈】

小中学生俳句大会入選作品集 第２８回 村上鬼
城生誕１５０年記念
村上鬼城顕彰会(高崎市)/発行
2015.9 66p 26cm
【受贈】

名城伝 傑作名城小説アンソロジー
池波正太郎 /ほか著 細谷正充 /編
角川春樹事務所 /発行
2015.10 291p 16cm 760 円
（ ハルキ文庫 ほ 3-4 ）
真田一族が謀略を尽くして得た沼田城と天下統
一に向かう秀吉を描く「命の城」池波正太郎 /
著収録
【 TRC 新刊案内 1935 号】

談志が死んだ
立川談四楼 /著 新潮社 /発行
2015.11 279p 16cm 520 円
（ 新潮文庫 た -64-2 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1937 号】
中原中也と萩原朔太郎 前橋文学館特別企画展
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館 /
編集･発行
2015.10 47p 30cm
【受贈】

義貞の旗
安部龍太郎 /著 集英社 /発行
2015.10 473p 20cm 2000 円
新田義貞の生涯を描く小説
【 TRC 新刊案内 1937 号】

日本全国万葉の旅 西日本･東日本編
坂本信幸･村田右富実 /著 小学館 /発行
2015.10 287p 26cm 4400 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1935 号】

読めない遺言書
深山亮 /著 双葉社 /発行
2015.10 357p 15cm 657 円
（ 双葉文庫 み -28-01 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1935 号】

のりものいっぱい
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.11 1 冊 15 × 15cm 450 円
（ のりもの 7 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1934 号】

リペア ＲＥ＊ＰＡＩＲ
吉永南央 /著 中央公論新社 /発行
2015.10 337p 16cm 720 円
（ 中公文庫 よ 54-1 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1936 号】

花の駅 歌集
仲野富子 /著 けやき書房(前橋市)/発行
2015.10 240p 19cm
（ 地表叢書 第 157 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈】

わが歩記
松下照明[/著]
[2015.11] 336p A5 判
松下氏は前橋市在住
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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
著者は桐生市生まれ
【受贈、上毛 11/24、 TRC 新刊案内 1931 号】

県関係者の一般著作
岩内方言辞典 北海道海岸方言
見野久幸 /著 阿部典英 /絵 響文社 /発行
2015.10 453p 21cm 2800 円
著者は群馬県の高等学校に勤務する傍ら、群馬
大学教育学部で国語国文関係の単位を取得
【 TRC 新刊案内 1934 号】

乗り物ずかん
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.11 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1935 号】

内山節著作集 ９ 時間についての十二章
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.10 311p 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 1936 号】

文章添削の教科書
渡辺知明 /著 芸術新聞社 /発行
2015.11 215p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1937 号】

小栗康平コレクション 第１巻「泥の河」
駒草出版 /発行
2015.11 3996 円
付属資料：「 泥の河」(DVD)
小栗氏は前橋市出身
【上毛 11/24】

町の電車
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.11 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 5 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1935 号】

奇跡の村 地方は「人」で再生する
相川俊英 /著 集英社 /発行
2015.10 220p 18cm 740 円
（ 集英社新書 0804 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1935 号】

よく効く手づくり野草茶
境野米子 /著 創森社 /発行
2015.10 131p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1935 号】

新幹線
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.11 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 3 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1935 号】
成功への実践
尾身幸次 /著 日本経営合理化協会出版局 /発行
2015.10 477p 22cm 9800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1935 号】

視聴覚資料
さよなら前橋（CD）
沢与志夫 /作詞 大前あつみ /作曲
大前あつみ＆サザンクロス /歌
ユニバーサルミュージック合同会社 /販売
[2015.11] 1200 円(税込)
沢氏は前橋市在住
【上毛 11/26】

地域産業政策の現代的意義と実践
河藤佳彦 /著 同友館 /発行
2015.9 7,257p 21cm 2400 円
著者は高崎経済大学地域政策学部･同大学院地
域政策研究科教授 【 TRC 新刊案内 1934 号】
鉄道ずかん
小賀野実 /写真･文 JTB パブリッシング /発行
2015.11 48p 26cm 780 円
（ こども絵本エルライン 2 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1935 号】

電子資料

童謡の近代 メディアの変容と子ども文化
周東美材 /著 岩波書店 /発行
2015.10 8,277p 19cm 2500 円
（ 岩波現代全書 076 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1937 号】

〔 2015.12 〕
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