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1 哲学･宗教

・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

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

今こそ知りたい！真田幸村５０の謎
歴史読本編集部 /編 KADOKAWA/発行
2015.11 175p 18cm 1000 円
真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1940 号】

・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。

おみやげ･飲食案内 城町通り商店会
城町 TSO(富岡市)[/作成]
[ 2015.12] [折りたたみ]
【上毛 12/13】

０ 総記
定例総会議案書 昭和４８年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1973.6] 19p 25cm

【 受贈】

定例総会議案書 昭和４９年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1974.6] 18p 25cm

【 受贈】

定例総会議案書 昭和５０年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1975.6] 21p 25cm

【 受贈】

定例総会議案書 昭和５１年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1976.6] 23p 25cm

【 受贈】

定例総会議案書 昭和５２年度
群馬県図書館協会[/発行]
[ 1977.6] 23p 25cm

語られた自叙伝
遠山一行 /著 長谷川郁夫 /編 作品社 /発行
2015.12 191p 20cm 1400 円
著者は草津町名誉町民
【上毛 12/29、 TRC 新刊案内 1941 号】
上佐野舟橋４遺跡 －上信電鉄新駅建設に伴う発
掘調査報告書－
高崎市教育委員会 /編集
2015.3 65p 写真図版 20p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
上中居前屋敷遺跡 －高前幹線事業に伴う発掘調
査－
群馬県高崎市教育委員会 /発行
2014.3 112p 写真図版 24p 30cm 【受贈】
上中居前屋敷遺跡２ －高前幹線事業に伴う発掘
調査－
高崎市教育委員会文化財保護課埋蔵文化財係 /
編集 高崎市教育委員会 /発行
2015.3 32p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

【 受贈】

図書館案内 昭和４８年度 読書へのいざない
群馬県立吾妻高等学校図書館部[/発行]
[ 1973] 24p 19cm
【受贈】
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〔 2016.1 〕

倉賀野上樋越遺跡 －倉賀野駅北区画整備事業に
伴う発掘調査
高崎市教育委員会文化財保護課埋蔵文化財係 /
編集 高崎市教育委員会 /発行
2014.3 50p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

真田道を歩く 上州戦国ロマン紀行 改訂版
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.12 111p 21cm 1200 円
【 TRC 新刊案内 1944 号】
真田昌幸 徳川、北条、上杉、羽柴と渡り合い大
名にのぼりつめた戦略の全貌
黒田基樹 /著 小学館 /発行
2015.11 255p 19cm 1600 円
【 TRC 新刊案内 1940 号】

Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｓｔｙｌｅ ｏｆ ５０ ＷＯＭ
ＥＮ 今を生きる５０人の女たち
パリッシュ総合研究所(高崎市)/発行
2015.12 77p 30cm 1300 円
【受贈、日経 12/9、朝日 12/11】

真田幸綱･昌幸･信幸･信繁 戦国を生き抜いた真
田氏三代の歴史
柴辻俊六 /著 岩田書院 /発行
2015.10 220p 21cm 2800 円
【 TRC 新刊案内 1939 号】

源泉かけ流しの宿 ２０１６ 心と体が潤う本物
の癒しが待つ湯宿
マガジントップ /発行
2015.11 144p 29cm 907 円
（ メディアパルムック ）
梨木温泉、草津温泉、奥嬬恋温泉に関する記述
あり
【 TRC 新刊案内 1940 号】

真田四代と信繁
丸島和洋 /著 平凡社 /発行
2015.11 302p 18cm 800 円
（ 平凡社新書 793 ）【 TRC 新刊案内 1940 号】

国際シンポジウム「よみがえれ古墳人」 記録集
･資料集
よみがえれ古墳人東国文化発信委員会 /編集･発
行
2015.3 246p 30cm
群馬県に関する記述あり
【受贈】
侯鯖一臠 巻之四器材
亀田鵬斎 /著 須賀楠舟 /訓釈
2015.11 171p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

市内遺跡発掘調査報告書 平成２５年度
高崎市教育委員会 /編集･発行
2014.3 22p 30cm
【 受 贈】
市内遺跡発掘調査報告書 平成２６年度
高崎市教育委員会 /編集･発行
2015.3 21p 30cm
【 受 贈】

須賀昌五 /発行
【受贈】

真田三代 名城と合戦のひみつ
二宮博志 /著 宝島社 /発行
2015.11 239p 18cm 1000 円
【 TRC 新刊案内 1939 号】

下里見宮谷戸遺跡３･権田関谷遺跡･金古町裏遺跡
･小八木宅地添遺跡２･飯玉遺跡３･南大類村南遺
跡２ 学校施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書
高崎市教育委員会 /編集･発行
2014.3 198p 写真図版 36p 30cm 【受贈】

真田三代と真田丸のすべて
小和田哲男 /監修 小学館 /発行
2015.11 112p 21cm 1200 円
【 TRC 新刊案内 1940 号】

下里見宮谷戸遺跡２･足門東屋敷間遺跡･五霊神社
古墳
高崎市教育委員会 /発行
2014.3 95p 写 真図版 34,8 30cm 【受 贈】

真田大全 戦国乱世を生き抜いたその武勇と知略
英和出版社 /発行
2015.12 113p 29cm 900 円
（ EIWA MOOK ） 【 TRC 新刊案内 1938 号 】

下之城仲沖遺跡４ －高崎操車場跡地の工場建設
に伴う埋蔵文化財発掘調査－
高崎市教育委員会文化財保護課 /編集･発行
2014.3 52p 写真図版 2,12p 30cm 【受贈】

真田信繁「勝利」への条件 “知略”と“胆力”
で戦国に挑む「真田一族」が考えたこと
千田嘉博 /著 三笠書房 /発行
2015.11 222p 19cm 1300 円
『真田流「戦術」の秘密幻の岩櫃“篭城”策』
収録
【 TRC 新刊案内 1938 号】

下之宮中沖遺跡 国道３５４号玉村伊勢崎バイパ
ス社会資本総合整備(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
2015.10 172p 写真図版 22p 30cm 【受贈】

〔 2016.1 〕
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正観寺西原遺跡 －ガソリンスタンド建設に伴う
埋蔵文化財発掘調査－
昭和シェル石油･シン技術コンサル･高崎市教育
委員会 /編集･発行
2013.12 18p 写真図版 5p 30cm
【受贈】

元総理の晩節 平成の首相にみる生き様
本田雅俊 /著 創成社 /発行
2015.11 18,216p 19cm 1500 円
小渕恵三、福田康夫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1938 号】

菅谷遺跡群１ 群馬都市計画事業菅谷高畑土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
群馬県高崎市教育委員会 /編集･発行
2013.3 302p 写真図版 95p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

八島町遺跡 －高崎駅西口第四地区優良建築物等
整備事業に伴う発掘調査－
高崎市教育委員会文化財保護課埋蔵文化財係 /
編集 高崎市教育委員会 /発行
2015.3 32p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

世良田環濠集落遺跡 社会資本総合整備(防災･安
全)(交安･重点)(主)大間々世良田線世良田交差点
改良工事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
2015.11 212p 口絵 4p 写真図版 29p 付図 1
枚 30cm
【受贈】

八幡中原遺跡５ －宅地分譲工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査－
毛野考古学研究所 /編集･発行
2014.6 52p 写真図版 14p 30cm
【受贈】
吉井城東遺跡
高崎市教育委員会文化財保護課 /発行
2014.3 8p 30cm
【受贈】

前期昭和人の日記 戦中生まれ一都政人の半生と
未来の日本への提言
柿沼伸二 /著 文藝春秋 /発行
2015.12 331p 20cm 1500 円
著者は群馬県佐波郡生まれ
【受贈】
高崎城遺跡２２ －独立行政法人国立病院機構高
崎総合医療センター看護学校施設建設事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査－
高崎市教育委員会 /編集
2015.3 144p 写真図版 38p 30cm 【受贈】

3 社会科学
大泉町防災マニュアル～災害時の初動マニュアル
～
大泉町安全安心課 /作製
[ 2015.11] 16p
【上毛 12/2】

日本登山大系 ３ 普及版 谷川岳
柏瀬祐之･岩崎元郎 /編 白水社 /発行
2015.11 268,8p 19cm 2300 円
【 TRC 新刊案内 1939 号】

花群 第４１号
群照会 /発行
2015.11 116p

萩原･沖中遺跡７ 西横手･西免遺跡４ 西横手･
西免遺跡５ －工場増築に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－
技研測量設計 /編集･発行
2013.6 8,166p 写真図版 7,29 30cm【受贈】

21cm

【受贈】

片品南小のあゆみ
片品村立片品南小学校開校 60 周年記念誌部会 /
企画･編集
2015.12 140p 31cm
付属資料： DVD1 枚
【受贈】

広岡浅子と女たち 幕末･明治･大正－新時代のヒ
ロイン全集
ファミマ･ドット･コム /発売
2015.9 111p 26cm 1280 円
新島八重に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1940 号】
まんが初代群馬県令楫取素彦物語≪生涯の至誠≫
桜井顕 /原作 川浦晴信 /作画
[映画「楫取素彦物語」]制作実行委員会 /制作
[2015.12] 48p B5 判
川浦氏は中央工科デザイン専門学校(前橋市)職
員
【上毛 12/24】
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群馬県公営企業会計決算審査意見書
度
群馬県監査委員[/発行]
[2015] 72p 30cm

平成２６年

群馬県公営企業決算書(企業局関係)
度
群馬県[/発行]
[ 2015] 225p 30cm

平成２６年

【受贈】

【受贈】

〔 2016.1 〕

群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員[/発行]
[ 2015.9] 52p 30cm

平成２６年度

中之条町の獅子舞巡り 続
石川博司 /著 多摩獅子の会 /発行
2015.11 42p 21cm

【受贈】

群馬県の賃金･労働時間及び雇用の動き－毎月勤
労統計調査地方調査結果報告書 平成２６年にお
ける
群馬県企画部統計課 /発行
[ 2015] 143p 30cm
【受贈】
群馬大学理工学部１００年史
群馬大学理工学部 /編集･発行
2015.10 24,520p 30cm

ひとり親家庭支援ハンドブック
群馬県母子寡婦福祉協議会 /作成
[2015.11] 88p A4 判
【上毛 12/27】
ふるさと飯塚
阿久津和夫[/著･発行]
[2015.12] 104p 変型 B6 判
阿久津氏は高崎市在住

平成の市町村大合併は群馬県をどう変えたのか
～市町村合併検証プロジェクト報告書～
群馬県地方自治研究センター /発行
2015.12 100p 30cm
【受贈】
みどり会九十年のあゆみ
群馬県立太田女子高等学校同窓会みどり会設立
90 周年記念行事実行委員会 /編集 群馬県立太
田女子高等学校同窓会みどり会 /発行
2015.10 326,36p 26cm
【受贈】

事業概要 平成２６年度
群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所
/発行
2015.9 59p 30cm
【受贈】

みどり会八十六年のあゆみ 改訂版
群馬県立太田女子高等学校同窓会[/発行]
2012.5 268,32p 26cm
【受贈】
【受贈】

少女犯罪
家田荘子 /著 ポプラ社 /発行
2015.11 359p 18cm 800 円
（ ポプラ新書 072 ）
榛名女子学園に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1938 号】

4 自然科学
関東病院情報 東京･神奈川･千葉･埼玉･群馬･栃
木･茨城 ２０１５年版
医事日報 /発行
2015.10 1199p 26cm 24000 円
【 TRC 新刊案内 1939 号】

情報社会における食品異物混入対策最前線 リス
ク管理からフードディフェンス、商品回収、クレ
ーム対応、最新検知装置まで
西島基弘 /監修 エヌ･ティー･エス /発行
2015.11 2,6,314,7p 図版 10p 27cm 40000 円
アクリフーズ農薬混入事件に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1940 号】

群馬県病院事業決算書
群馬県[/発行]
[2015] 29p 30cm

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第７回
青雲塾(高崎市)/発行
2015.11 53p 21cm
【受贈】
清明･伊女百年誌
創立百周年記念誌編集委員会 /編集
群馬県立伊勢崎清明高等学校 /発行
2015.11 134p 30cm
定例県議会議案（附 予算説明書）
平成２７年
群馬県[/発行］
[2015] 81p 30cm

〔 2016.1 〕

800 円
【上毛 12/31】

【受贈 】

健康福祉研究 第１２巻第１号（２０１５）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会 /編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所 /発行
2015.10 52p 26cm
【 受贈 】

市税の概要 平成２７年度
[前橋市]財務部収納課 /発行
2015.9 77p 30cm

【受贈】

平成２６年度
【受贈】

群馬県野鳥メッシュ分布図（Ⅱ） 市町村別鳥類
生息密度調査報告書（第９次鳥獣保護事業計画第
六次報告[平成１９年度]～第１０次鳥獣保護事業
計画[平成２０～２３年度]第四次報告）から
日本野鳥の会群馬 /編集･発行
2015.11 48p 30cm
【受贈】

【受贈】

この温泉で１０年寿命が延びる！
野口冬人･竹村節子 /著 実業之日本社 /発行
2015.11 215p 20cm 1600 円
草津温泉に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1938 号】

第３回後期
【受贈】
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市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１１次鳥獣
保護事業計画(平成２４年度～平成２８年度)第三
次報告
群馬県[/発行]
[ 2014.9] 127p 30cm
【 受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０２
歴代最高のＳ２０７/東京モーターショーの今昔
交通タイムス社 /発行
2015.12 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1938 号】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（第
４１号）
群馬県環境森林部自然環境課 /編集
2015.11 177p 30cm
【受贈】

ふじナビ 藤岡グルメマップ
藤岡市観光協会 /作製
[2015.12] 折りたたみ A4 判
木材需給の現況 平成２７年版
群馬県環境森林部[/発行]
[ 2015.10] 71p 30cm

【毎日 12/10】
№４３
【 受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おっきりこみ大図鑑
群馬県[/発行]
[2015.12] 蛇腹折り

6 産業
A1 判
【日経 12/22、読売 12/23】

キッズペディア世界遺産
小学館 /発行
2015.11 223p 29cm 3600 円
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 1940 号】

ぐんま建築ガイド
前橋工科大学 /監修
上毛新聞社事業局出版部 /発行
2015.10 96p 21cm 1500 円
【受贈、上毛 12/30、 TRC 新刊案内 1939 号】

上信電鉄創立１２０周年記念写真集
上信電鉄 /発行
2015.11 1 冊 30cm 1500 円(税込)
【受贈、上毛 12/11、朝日 12/27】

群馬県立産業技術センター業務報告 平成２６年
度
群馬県立群馬産業技術センター /発行
2015.9 33p 30cm
【受贈】

世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群 高山社跡
[２０１６] 卓上カレンダー
高山社顕彰会 /発行
[2015.12] 800 円
【上毛 12/4】

群馬県立産業技術センター研究報告 平成２６年
度
群馬県立群馬産業技術センター /発行
2015.9 54p 30cm
【受贈】

創立１２０周年記念ＣＡＬＥＮＤＥＲ ２０１６
上信電鉄株式会社
上信電鉄 /販売
[2015.12] A2 判 1000 円
【上毛 12/11、朝日 12/27】

ＪＡＭＣＯＶＥＲの雑貨とおやつ
小沢理恵[/著]
アノニマ･スタジオ /発行
2016.1 1600 円
小沢氏は雑貨ショップ「 JAMCOVER(ジャムカ
バー)」(高崎市)の代表 【ぐんま経済 12/17】

治山事業及び保安林制度のあらまし
度
群馬県[/発行]
[ 2015.8] 57p 30cm

上毛かるたグルメストリー ガイドＭＡＰ
[「上毛かるたグルメストリー」]実行委員会
/作製
[ 2015.12] 折りたたみ
【上毛 12/22】

鳥獣保護区等位置図 平成２７年度
群馬県[/発行]
[2015] 折りたたみ 88 × 125cm

ＳＵＢＡＲＵ ＢＯＸＥＲ ＢＲＯＳ． Ｖｏｌ.
０３ ドレスアップも楽しみたい！ＢＯＸＥＲ
ＳＴＹＬＥ ＢＯＯＫ
モーターマガジン社 /発行
2015.10 146p 30cm 1852 円
（ モーターマガジンムック ）
【 TRC 新刊案内 1938 号】

平成２７年
【受贈】

【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)[/作成]
[2015.12] 800 円(税込)
【朝日 12/2】
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〔 2016.1 〕

農業委員会業務概要 平成２５年度
前橋市農業委員会[/発行]
[ 2014.7] 58p 30cm

8 語学

【受贈】

9 文学

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

あかぎ野 合同句集
「狩」群馬支部 /発行
2015.10 167p 22cm

お前はまだグンマを知らない ５
井田ヒロト /著 新潮社 /発行
2015.11 1 冊 19cm 500 円
( BUNCH COMICS )
著者は高崎市在住
【受贈、朝日 1/1】

あまのじゃくにかんぱい！
宮川ひろ /作 小泉るみ子 /絵 童心社 /発行
2015.11 95p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1940 号】

[杉戸信雄画集]
杉戸信雄 /画
[2015.12] 73p A4 判
杉戸氏は桐生美術協会会員
【日刊きりゅう 11/8】

群馬年刊詩集 第三十八集
群馬詩人クラブ幹事会 /編集
群馬詩人クラブ /発行
2015.11 153p 21cm 2000 円
【受贈、上毛 12/29】

箱根駅伝９５年 襷がつないだ友情、伝統、涙の
記憶
別冊宝島編集部 /編 宝島社 /発行
2015.11 143p 26cm 1000 円
上武大学に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1939 号】

声

一花一世界(ひとはなひとせかい) 曽勤作品集
曽勤[/画･発行]
[2015.12] 98p A4 判 2700 円
曽氏は高崎市在住
【上毛 12/22】

千年先に届くほどに
姜信子 /著 ぷねうま舎 /発行
2015.6 213p 19cm 1800 円
栗生楽泉園(草津町)に暮らしていた谺雄二氏に
関する記述あり
【朝日 12/15、 TRC 新刊案内 1920 号】

真田十勇士 １ 忍術使い
松尾清貴 /著 理論社 /発行
2015.11 194p 19cm 1300 円
【 TRC 新刊案内 1940 号】

フランク永井ＣＡＬＥＮＤＥＲ 平成２８年度
品川弥衣ベストコレクション
品川ヤイ(前橋市)/制作
[2015.12]
品川氏の鉛筆画作品などを収録したカレンダー
【上毛 12/2】

詩のふちで
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
2015.11 237p 22cm 2500 円
（ 詩的現代叢書 8 ）
著者は伊勢崎市在住

山スキー百山 山スキーの先駆者たちが選んだ、
登って滑るべき日本の山１００。
スキーアルピニズム研究会 /著
山と溪谷社 /発行
2015.11 280p 30cm 2800 円
燧ヶ岳、至仏山、奥利根横断、日光白根山、武
尊山、谷川岳に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1939 号】

【受贈】

世界の旅人堀さんのエスペラント気ままエッセー
５
堀泰雄 /著 ホリゾント出版 /発行
2015.10 222p 26cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈】
せきれい 第３７集
境図書館 /発行
2015.10 29p 21cm

〔 2016.1 〕

【受贈】
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【 受 贈】

戦争の爪痕 老人健康福祉施設グッドウェルでの
聴取
松崎茂 /発行
2015.11 77p 30cm
松崎氏は老健施設グッドウェル(高崎市)医師、
現副施設長
【受贈】

県関係者の一般著作
いのちの場所
内山節 /著 岩波書店 /発行
2015.10 11,176p 20cm 1900 円
（ シリーズここで生きる ）
著者は上野村と東京を往復して暮らす
【 TRC 新刊案内 1938 号】

飛火(とぶひ) 第四十九号
飛火の会 /編集･発行
2015.12 116p 21cm 1000 円
「詩三編」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】
年刊歌集 ６５ 平成２７年度
群馬県歌人クラブ /発行
2015.11 227p 19cm 3000 円
花は花語を 歌集
土屋マサミ /著 土屋幸久 /編集
ココデ出版 /発行
2015.10 262p 20cm 1500 円
著者は伊勢崎市生まれ

【受贈】

内山節著作集 １２ 貨幣の思想史
内山節 /著 農山漁村文化協会 /発行
2015.11 339p 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 1940 号】

【受贈】

夫イクメン化計画奮闘日記
関根尚 /著 学研プラス /発行
2015.12 231p 21cm 1000 円
（ 楽しく学べる学研コミックエッセイ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1940 号】

花開く 歌集
高野しずえ /著 ながらみ書房 /発行
2015.11 220p 22cm 2500 円
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

米寿 歌集
髙橋誠一 /著 草炎社 /発行
2015.11 149p 22cm
著者は高崎市在住

【受贈】

改正会社法と商業登記の最新実務論点 平成２７
年施行
金子登志雄 /著 東京司法書士協同組合 /編
中央経済社 /発行
2015.11 2,5,220p 21cm 2600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1940 号】
科学技術社会論序説
桜井淳 /著 論創社 /発行
2015.11 5,183p 22cm 3000 円
著者は群馬生まれ 【 TRC 新刊案内 1939 号】

本のパーキング ２２号
hashoma-do/発行
2015.11 16p 21cm 200 円
「『 ムーン･パレス』ポール･オースター」アラ
マキマリコ(前橋市在住) /著収録
【受贈】
南につどひて 合同歌集
伊勢崎南短歌会 /編集･発行
2015.11 153p 21cm

機械論的世界観批判序説 内省的理性と公共的理
性
大倉茂 /著 学文社 /発行
2015.11 6,183,3p 22cm 2100 円
著者は前橋高等看護学院非常勤講師
【 TRC 新刊案内 1939 号】

【受贈】
探検！東京国立博物館 藤森照信×山口晃
藤森照信･山口晃 /著 淡交社 /発行
2015.12 144p 21cm 1700 円
山口氏は群馬県桐生市で育つ
【 TRC 新刊案内 1940 号】

「明治文学史」研究 明治篇
平岡敏夫 /著 おうふう /発行
2015.10 466p 22cm 8000 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【 TRC 新刊案内 1940 号】

陽明学のすすめ ６ 人間学講話「三島中洲・二
松學舍創立者」
深澤賢治 /著 明徳出版社 /発行
2015.11 298p 20cm 2250 円
著者は(株)シムックス(太田市)の創業者
【上毛 12/23、 TRC 新刊案内 1942 号】

やさしい金魚
久保田昭南(あきな)[/ぶん･押花作画]
文芸社 /発行
[2015.12] 32p 1200 円
久保田氏は伊勢崎市出身
【上毛 12/4】

-7-

〔 2016.1 〕

洛中洛外図･舟木本を読む
黒田日出男 /著 KADOKAWA/発行
2015.11 270p 19cm 2000 円
（ 角川選書 564 ）
著者は群馬県立歴史博物館元館長
【 TRC 新刊案内 1940 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
北部小学校 平成２７年１１月２４日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 富岡市立
東中学校 平成２７年１１月１０日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 東吾妻町
立東小学校 平成２７年１１月１７日放送（ DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

視聴覚資料
尾瀬慕情（CD）
沢田知佳 /歌 下境和男 /作詞 里見更 /作曲
[2015.12] 1000 円
沢田氏と下境氏は前橋市在住
里見氏は渋川市在住
【上毛 12/20】

優しく抱きしめて（CD）
吉田順子 /歌
[2015.12] 2 曲 1200 円
吉田氏は前橋市在住

こっぱみじん（DVD）
田尻裕司 /監督 我妻三輪子 /主演
2015.12 3800 円
ほぼ全編を桐生市内で撮影した映画
【上毛 11/29、桐生タイムス 11/30】

電子資料

初代群馬県令楫取素彦物語～生涯の至誠～（ DVD）
桜井顕 /監督
[映画「楫取素彦物語」]制作実行委員会 /制作
[ 2015.12] 本編 57 分
【上毛 12/24】

群馬大学理工学部１００年史（CD-ROM）
群馬大学理工学部 /編集･発行
2015.10
【受贈】

せつなくて／愛しすぎてもイイかしら（CD）
舞川るみ /歌 ヱンカレコード[/発売]
[2015.12] [2 曲]
舞川氏は桐生市出身
【桐生タイムス 12/5】
利根川水系連合･総合水防演習 第６４回
２０１５年５月１６日(土)群馬県伊勢崎市境島村
地先利根川左岸１７７Km付近 ダイジェスト版（ D
VD）
宮村忠･清水義彦 /解説
伊勢崎市消防本部職員 /水防工法解説
[2015] 30 分
清水氏は群馬大学大学院教授
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
秋間小学校 平成２７年１２月８日放送（DVD）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
藪塚本町中学校 平成２７年１２月１日放送（DV
D）
群馬県教育委員会 /企画 [群馬テレビ /制作］
2015 [ 30 分]
【受贈】

〔 2016.1 〕

【上毛 12/15】
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