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日本の神社大全 ３ 関東 ２
三橋健 /総監修
デアゴスティーニ･ジャパン /発行
2016.12 400p 31cm 5800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】
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・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。

井伊家十四代と直虎
彦根商工会議所 /編集･発行
2017.1 347p 20cm 1800 円
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 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。

井伊直虎 民を守った女城主
時海結以 /著 五浦マリ /イラスト
小学館 /発行
2016.12 187p 18cm 650 円
（ 小学館ジュニア文庫 ジと -5-1 ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】
井伊直虎ぴあ ゆかりの地･人物･歴史･人間関係
すべてわかる
ぴあ /発行
2017.1 111p 26cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

０ 総記

井沢元彦が教える戦国時代の兵法
井沢元彦 /著 小日向えり /ガイド
宝島社 /発行
2017.1 223p 19cm 1200 円
真田昌幸、真田信之、真田信繁に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1996 号】

1 哲学･宗教
お坊さんが教える悟り入門 大活字版
長谷川俊道 /著
ディスカヴァー･トゥエンティワン /発行
2016.12 260p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ、瑞岩寺(太田市)住職
【 TRC 新刊案内 1995 号】

伊豆 狩野城･上州の顛末（上州の侵略者たち）
[松岡利二 /著･発行]
[2016.12] 15p 30cm
松岡氏は前橋市在住
【受贈】

神々が見える神社１００選
芸術新潮編集部 /編 新潮社 /発行
2016.12 239p 21cm 2000 円
妙義神社、榛名神社、赤城神社、一之宮貫前神
社に関する記述あり【 TRC 新刊案内 1993 号】

一泊二日 観光ホテル旅案内
甲斐みのり /著 京阪神エルマガジン社 /発行
2016.11 125p 24cm 1600 円
四万温泉積善館(中之条町)、湯元四萬館(中之
条町)、草津ナウリゾートホテル(草津町)、中
沢ヴィレッジ(草津町)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1991 号】

神社の解剖図鑑 ２ 神様とご利益の深い関係の
読み解き方
エクスナレッジ /発行
2017.1 159p 21cm 1600 円
雷電神社に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】
-1-

〔 2017.2 〕

今宮遺跡 県立障害者リハビリテーションセンタ
ー再編整備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
2016.12 139p 写真図版 38p 30cm 【受贈】

上州･ふるさと より路紀行
榊 原憲雄 /著 あさを社(高崎市)/発行
2017.1 201p 19cm 1500 円
著者は藤岡市在住
【受贈】

女城主･井伊直虎と徳川四天王 超一気読み！
メディアボーイ /発行
2017.2 63p 30cm 630 円
井伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

スパ銭＆日帰り温泉
KADOKAWA/発行
2016.12 98p 30cm 780 円
（ ウォーカームック No.711 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

おんな城主井伊直虎と井伊直政の真実 ＮＨＫ大
河ドラマ『おんな城主直虎』主人公を徹底解説！
宝島社 /発行
2016.12 112p 30cm 1000 円
（ 別冊宝島 2528 ）【 TRC 新刊案内 1991 号】
茅畑遺跡 鴫上Ⅰ遺跡 (主)前橋安中富岡線社会
資本総合整備事業(広域･新潟長野)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
2017.1 325p 口絵 2p 写真図版 89p 30cm
【受贈】
群馬県埋蔵文化財調査事業団年報３５（ ２０１６ ）
群馬県埋蔵文化財調査事業団 /編集･発行
2016.11 68p 30cm
【受贈】

戦国の城と５９人の姫たち もう一つの名城物語
濱口和久 /編著 並木書房 /発行
2016.12 194p 19cm 1500 円
沼田城と真田信之の正室「小松姫」に関する記
述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
戦国武将人物甲冑大図鑑
本郷和人 /監修 グラフィオ /編 金の星社 /発行
2016.12 143p 25cm 3800 円
真田昌幸、真田信繁、井伊直政に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1995 号】

ぐんま八幡荘再発見伝 Ｖｏｌ.４ 上野国は山
内上杉氏の守護領国だった
中島講二 /編集 里見の郷出版(高崎市)/発行
2016.4 16p 30cm 463 円
【受贈】

戦国武将ビジュアル大百科
田代脩 /監修 学研プラス /発行
2017.1 192p 18cm 980 円
（ 学研ファースト歴史百科 1 ）
滝川一益、織田信雄、真田昌幸、真田幸村、井
伊直政に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

古代の東国 １ 前方後円墳と東国社会 古墳時
代
若狭徹 /著 吉川弘文館 /発行
2017.1 10,275,11p 20cm 2800 円
「上毛野西部の共立王」･「巨大前方後円墳･太
田天神山古墳の成立」･「保渡田古墳群と三ツ
寺 I 遺跡」･「今城塚古墳と七輿山古墳」収録
著者は高崎市教育委員会文化財保護課課長補佐
【 TRC 新刊案内 1995 号】

竹ノ内遺跡 布留坡Ⅱ遺跡 町道２０８６号線拡
幅工事、町立第一保育所建設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
2016.9 120p 30cm
【受贈】

自己発見のピルグリム
本井康博 /著 思文閣出版 /発行
2016.12 249,11p 20cm 1900 円
（ 新島襄を語る 別巻 5 ）
【 TRC 新刊案内 1993 号】

田中角栄と中曽根康弘 戦後保守が裁く安倍政治
早野透･松田喬和 /著 毎日新聞出版 /発行
2016.12 253p 20cm 1800 円
松田氏は群馬県生まれ
【上毛 1/8、 TRC 新刊案内 1991 号】

史跡上野国分寺跡 第２期発掘調査概報
群馬県教育委員会事務局文化財保護課 /編集･発
行
2016.10 46p 写真図版 17p 30cm 【受贈】

中世東国の政治と経済
佐藤博信 /編 岩田書院 /発行
2016.12 5,344p 22cm 7400 円
（ 中世東国論 6 ）
「真田信之発給文書における署名と花押」黒田
基樹 /著収録
【 TRC 新刊案内 1996 号】

「時代映画」の誕生 講談･小説･剣劇から時代劇
へ
岩本憲児 /著 吉川弘文館 /発行
2016.7 4,379,21p 22cm 4500 円
片岡千恵蔵、国定忠治（長岡忠次郎 ）、東野英
治郎、野間清治に関する記述あり
【朝日 1/18、 TRC 新刊案内 1970 号】
〔 2017.2 〕

戦国「境界大名」１６家 なぜ、あの家は近世大
名として生き残れたのか
榎本秋 /著 洋泉社 /発行
2017.1 239p 18cm 900 円
（ 歴史新書 ）
井伊氏、真田氏に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】

-2-

長野地区 むかし探訪マップ～マップを持って地
域をめぐろう～
長野地区地域づくり活動協議会 /発行
2014.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

明治期のイタリア留学 文化受容と語学習得
石井元章 /著 吉川弘文館 /発行
2017.1 6,329,5p 20cm 3200 円
コラム「田嶋啓太郎―群馬境町のカトリック蚕
種商人」収録
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1995 号】

日本の名家･旧家
森岡浩 /著 洋泉社 /発行
2017.1 559p 18cm 1200 円
（ 歴史新書 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】

名城と城主 完全保存版覚えておきたい城１００
選
枻出版社 /発行
2017.1 160p 29cm 1000 円
（ エイムック 3548 ）
井伊氏ゆかりの城として高崎城に関する記述あ
り
【 TRC 新刊案内 1996 号】

日本列島出土鏡集成
下垣仁志 /著 同成社 /発行
2016.12 7,557p 30cm 8000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】

渡辺崋山書簡集
渡辺崋山 /著 別所興一 /訳注 平凡社 /発行
2016.12 494p 18cm 3300 円
（ 東洋文庫 878 ） 【 TRC 新刊案内 1993 号 】

本物の名湯ベスト１００
石川理夫 /著 講談社 /発行
2016.12 237p 18cm 840 円
（ 講談社現代新書 2404 ）
草津に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
幕末ハードボイルド 明治維新を支えた志士たち
とアウトロー
伊藤春奈 /著 原書房 /発行
2016.12 295p 19cm 2000 円
国定忠治に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
はるかな尾瀬 ｖｏｌ.３２
尾瀬保護財団 /発行
2016.12 12p 30cm

3 社会科学
「ＬＧＢＴってなに？」～誰もがありのままの自
分でいられるために～
群馬県[/発行]
[2017.1] 8p A4 判
【読売 1/31】
ぐんま経済ガイドブック '１６－'１７ 県内主
要３０業種売上ランキング
東京商工リサ－チ前橋支店 /発行
2016.8 134p 30cm
【 購 入】

【受贈】

二人の近代 諭吉と襄
坂井誠 /著 大学教育出版 /発行
2016.12 6,428p 22cm 3600 円
新島襄に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】

群馬県公営企業決算書(企業局関係)
度
群馬県[/発行]
[2016] 246p 30cm

前橋風 第二号 百年前の前橋探訪 大正三年･
上毛新聞社刊―『郷土研究』を楽しむ―
特定非営利活動法人まやはし(前橋市) /編集･発
行
2016.11 103p 30cm 1800 円
【受贈】

平成２７年
【受贈】

群馬県公立高校 ６年間スーパー過去問
平成２９年度用
声の教育社 /発行
2016.6 1 1 冊 26cm
付属資料：「 解答用紙集」 1 冊 CD1 枚
（ 公立高校過去問シリーズ ）
【購入】

マンガで読む井伊直政とその一族
すずき孔 /著 小和田哲男 /監修
戎光祥出版 /発行
2016.12 158p 21cm 980 円
【 TRC 新刊案内 1994 号】

群馬県公立高校入試問題 最近６年間 平成２９
年度
東京学参 発行 /
2016.6 1 冊 26cm 1000 円
付属資料：「 解答用紙集 」1 冊 CD1 枚【 購入 】

まんが日本史ヒロイン１０００人 神話の時代か
ら現代まで-歴史を創った女性たち
世界文化社 /発行
2016.12 287p 26cm 1900 円
小松姫に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
-3-

〔 2017.2 〕

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２９年度
群馬県教育委員会･前橋市教育委員会･高崎市教
育委員会･桐生市教育委員会･太田市教育委員会
･利根沼田学校組合教育委員会[/発行]
[ 2016] 109p 30cm
【受贈】
群馬県市町村要覧 平成２８年度
群馬県総務部市町村課[/発行]
[ 2016.11] 147p 31cm

産業連関分析事例集 平成２３年（２０１１年）
群馬県産業連関表
群馬県企画部統計課 /編集 /編集･発行
2016.12 100p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

群馬県訟務年報 平成２７年度版
群馬県総務部学事法制課[/発行]
[2015] 7p 30cm

【受贈】

群馬県訟務年報 平成２８年度版
群馬県総務部学事法制課[/発行]
[2016] 7p 30cm

【受贈】

群馬県男女共同参画年次報告書
績報告
群馬県[/発行]
[2016.11] 54p 30cm

【受贈】

平成２７年度実

【受贈】

地域貢献事業概要 平成２７年度
高崎健康福祉大学[/発行]
[2016] 28p 30cm

【受贈】

東吾妻町勢要覧 ２０１６
東吾妻町役場企画課 /編集
群馬県東吾妻町 /発行
2016.6 32p 30cm
付属資料：「 資料編」 7p 30cm

第３回前期
【受贈】

【受贈】

みどり市 くらしの便利帳 ２０１６年度 保存
版
みどり市 /発行
[2016.1] 110p A4 判 【桐生タイムス 1/6】

群馬県立中央中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２９年度
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2016] 20p 30cm
【受贈】

連盟双書 第１４２集 平成２８年度
群馬県教育研究所連盟 /編集･発行
2016.12 107p 30cm
【受贈】
【 受贈 】

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]
[ 2016.12] 30p 30cm
【受贈】
平成２８年度
【 受贈】

産業研究（高崎経済大学地域科学研究所紀要）
第５２巻第１号（通巻８５号）
高崎経済大学地域科学研究所 /編集･発行
2016.11 61p 26cm
【受贈】

〔 2017.2 〕

地域貢献活動報告書 平成２７年度
群馬県立県民健康科学大学 /発行
[ 2016.10] 63p 30cm

定例県議会議案(附 予算説明書)
群馬県[/発行]
[ 2016.11] 231p 30cm

群馬県立渋川青翠高等学校 創立４０周年「 青翠 」
群馬県立渋川青翠高等学校創立 40 周年記念事
業実行委員会記念誌部 /編集
群馬県立渋川青翠高等学校 /発行
2016.10 94p 31cm
【受贈】

群馬の特別支援教育－概要版－
群馬県教育委員会[/発行]
[ 2016.10] 17p 30cm

【受贈】

地域福祉源流の真実と防災福祉コミュニティ 浅
間山「天明の大噴火」被災地復興の教訓
川村匡由 /著 大学教育出版 /発行
2016.12 155p 19cm 1800 円
【 TRC 新刊案内 1994 号】

ぐんま県の高等学校 平成２９年度版
播磨書院 /発行
2016.6 199p 26cm
【 購入 】

群馬社会科教育研究 第５号
群馬社会科教育学会 /編集･発行
2017.1 92p 26cm

事業概要 平成２７年度
群馬県桐生保健福祉事務所[/発行]
[2016] 41p 30cm

-4-

群馬県都市計画審議会議案 第１７９回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2016.11] 8,6p 30cm
別添資料：添付図面 22p
【受贈】

4 自然科学
医療史跡探訪 医学史を歩く
諸澄邦彦 /著 医療科学社 /発行
2016.12 12,237p 19cm 1200 円
（ 医療科学新書 ）
重監房跡(群馬県草津町)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】

群馬トヨタ７０年のあゆみ
70 周年記念誌編集委員会 /編集
群馬トヨタ自動車株式会社 /発行
2016.10 95p 31cm
【 受 贈、 上毛 12/31】
事業年報 平成２７年度
群馬県下水道総合事務所[/発行]
2016.12 172p 30cm

群馬県国民健康保険疾病分類統計表（平成２８年
５月診療分） 第４７号
群馬県国民健康保険団体連合会 /発行
2016.12 64p 30cm
付属資料： CD-ROM 1 枚
【受贈】

【受贈】

調べてみよう都道府県の特産品 調味料編
都道府県の特産品編集室 /編 理論社 /発行
2016.12 63p 27cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】

こころの健康センター所報(第２７号) ２０１５
年度(平成２７年度)
群馬県こころの健康センター /編集･発行
2016.12 57p 30cm
【 受贈 】

新型スバルＷＲＸ Ｓ４ ｔＳ ＋ＳＴＩが放つダ
イナミズム
交通タイムス社 /発行
2017.1 98p 29cm 815 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1993 号】

手術実績で探す名医のいる病院
２０１７関東
編 完全保存版
医療新聞社 /発行
2016.12 239p 26cm 907 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０７
今年出たスバル車一気乗り！２０１６年に一番輝
いたモデルは！？
交通タイムス社 /発行
2017.1 145p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 1993 号】

徳川がつくった先進国日本
磯田道史 /著 文藝春秋 /発行
2017.1 156p 16cm 520 円
（ 文春文庫 い 87-4 ）
浅間山噴火に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】

追想―八ッ場ダムとの十年―
高坂叉四郎 /著 関東建設弘済会 /発行
1997.3 104,34p 20cm
著者は元群馬県職員
【受贈】
トヨタ８６＆スバルＢＲＺ Ｎｏ.８
三栄書房 /発行
2017.2 254p 30cm 2100 円
（ ニューズムック ）
付属資料： DVD ビデオディスク 1 枚
【 TRC 新刊案内 1995 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おおたパンめぐり
ento(エント)[/発行]
[2016.12] 20p A5 判
太田市「シティプロモーション」平成 28 年度
採択事業
【上毛 11/24、読売 1/20】

ニッポンのご当地ごはん どっちの料理対決！
２ 昼ごはんとおやつ
吉田瑞子 /監修 日本図書センター /発行
2017.1 47p 27cm 3000 円
みそパン(沼田市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

カインズパーフェクトガイド ホームセンター
ダイアプレス /発行
2017.1 93p 29cm 907 円
（ DIA Collection ） 【 TRC 新刊案内 1993 号】

日本全国ご当地レトルトカレー図鑑(カタログ)
井上岳久 /監修 ダイアプレス /発行
2017.2 95p 26cm 815 円
（ DIA Collection ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】

群馬県都市計画審議会議案 第１７８回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2016.11] 12p 30cm
別添資料：添付図面 26p 参考資料 2p【受贈】
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〔 2017.2 〕

日本の最も美しい教会
八木谷涼子 /文 鈴木元彦 /写真
エクスナレッジ /発行
2016.12 158p 25cm 1800 円
日本基督教団安中協会に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】
日本の山城１００名城 完全保存版
みゆ歴史編集部 /編 中井均 /選定監修
2016.12 175p 29cm 1800 円
岩櫃城、金山城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
ビジュアルワイド図解日本の城･城合戦 オール
カラーで鮮やかに武将たちの夢がよみがえる！
完全保存版
小和田泰経 /著 西東社 /発行
2017.1 175p 29cm 925 円
箕輪城に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1995 号】
まちなか楽食 第１０版
群馬県高校生会議[ /企画･製作] 前橋市 /発行
[206.12] はがき大サイズ
【上毛 12/23、東京 1/10、ぐんま経済 1/12】

6 産業
交通年鑑 平成２７年
群馬県警察本部[/発行]
[ 2016.10] 169p 30cm

【 受贈 】

蚕糸公論 第三巻 新年号 第一号
蚕糸公論社 /発行
1934.1 78p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 二月号 第二号
蚕糸公論社 /発行
1934.2 77p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 三月号 第三号
蚕糸公論社 /発行
1934.3 74p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 四月号 第四号
蚕糸公論社 /発行
1934.4 98p 22cm 30 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 五月号 第六号
蚕糸公論社 /発行
1934.5 74p 22cm 25 銭

【受贈】

〔 2017.2 〕

蚕糸公論 第三巻 六月号 第七号
蚕糸公論社 /発行
1934.6 82p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 七月号 第八号
蚕糸公論社 /発行
1934.7 72p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 八月号 第九号
蚕糸公論社 /発行
1934.8 78p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第三巻 十一月号
蚕糸公論社 /発行
1934.11 74p 22cm 25 銭

【受贈】

第十二号

蚕糸公論 第四巻 二月号 第二号
蚕糸公論社 /発行
1935.2 75p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第四巻 九月号 第九号
蚕糸公論社 /発行
1935.9 80p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第四巻 十月号 第十号
蚕糸公論社 /発行
1935.10 80p 22cm 25 銭

【受贈】

蚕糸公論 第四巻 十一月号
蚕糸公論社 /発行
1935.11 72p 22cm 25 銭

第十一号
【受贈】

蚕糸公論 第四巻 十二月号
蚕糸公論社 /発行
1935.12 61p 22cm 25 銭

第十二号

蚕糸公論 第五巻 一月号 第一号
蚕糸公論社 /発行
1936.1 110,22p 22cm 35 銭

【受贈】

【受贈】

地野菜／伝統野菜
堀知佐子 /監修 こどもくらぶ /編
丸善出版 /発行
2016.12 95p 29cm 3800 円
（ 47 都道府県ビジュアル文化百科 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1994 号】
首都圏発お散歩もお泊まりもペットといっしょ！
'１７
昭文社 /発行
2017.1 155p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「 ドッグランまるわかり NAVI」 23p
草津、みなかみに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
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鉄道ルポルタージュ秘録 レールの上のこぼれ話
池口英司 /著 交通新聞社 /発行
2016.12 143p 21cm 1500 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 018 ）
土合駅に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】

石佛雑記ノート ７９
石川博司 /著 多摩野佛研究会 /発行
2016.12 38p 21cm
榛東村に関する記述あり

【受贈】

桐生市空手道連盟 創立５０周年記念誌
桐生市空手道連盟 /編纂
[ 2017.1] 76p
【桐生タイムス 1/9】

でんえんまる情報局 コミュニティ版 創刊号
ＪＡ邑楽館林 /発行
[ 2017.1］ 6p B4 判
【上毛 1/28】

最近人気のあるヒット･ソングあつめました。
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2017.1 143p 31cm 1800 円
（ ピアノ･ソロ ）
back number「ハッピーエンド」の楽譜収録
【 TRC 新刊案内 1995 号】

日本遺産を旅する
一個人編集部 /編 ベストセラーズ /発行
2016.12 159p 20cm 722 円
「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」収録
【 TRC 新刊案内 1994 号】

Ｄａｎｋｅ ｓｃｈ ö ｎ! ＮＰＯ法人 高崎第九合
唱団 第８回海外公演 ｉｎ ドイツ･トリアー
ドイツ公演記念誌編集委員会 /編集
高崎第九合唱団 /発行
2016.3 85p 30cm
【 受 贈】

福島尚鉄道画集 線路は続くよ
福島尚 /著 二見書房 /発行
2017.1 111p 19 × 26cm 2200 円
高崎線に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】

月に吠えらんねえ ３
清家雪子 /著 講談社 /発行
2015.4 279p 19cm 740 円
（ アフタヌーン KC 1348 ）
萩原朔太郎が主人公の漫画
著者は前橋市出身

【購入】

月に吠えらんねえ ４
清家雪子 /著 講談社 /発行
2015.10 271p 19cm 740 円
（ アフタヌーン KC 1394 ）
萩原朔太郎が主人公の漫画
著者は前橋市出身

【購入】

カレンダー 星野富弘詩画集 ２０１７
グロリア･アーツ /発行
2017 42 × 42cm 1980 円
【購入】

月に吠えらんねえ ５
清家雪子 /著 講談社 /発行
2016.5 271p 19cm 740 円
（ アフタヌーン KC 1439 ）
萩原朔太郎が主人公の漫画
著者は前橋市出身

【購入】

球跡《七十周年記念誌》
群馬県野球連盟桐生支部 /発行
2016.12 246p 30cm
【受贈、桐生タイムス 1/10】

富岡市の文化財
富岡市教育委員会文化財保護課 /編集
富岡市教育委員会 /発行
2016.3 135p 21cm
【受贈】

群馬少年サッカー名鑑２０１６
山口北州印刷[/発行]
[2016] 96p A5 判 1230 円(税込)
【朝日ぐんま 1/13】

七十年の記録
群馬県野球連盟 /発行
2016.12 182p 30cm

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
アイスクライミング 全国版 新版
廣川健太郎 /編 白山書房 /発行
2016.12 303p 21cm 2300 円
（ CLIMBING GUIDE BOOKS ）
谷川岳、荒船山に関する記述あり
【上毛 1/29、 TRC 新刊案内 1993 号】

【受贈、上毛 12/31】

はかせのはなし
水道橋博士 /著 KADOKAWA/発行
2016.11 271p 19cm 1200 円
渋川市出身の消しゴム版画イラストレーターと
みこはんが表紙と本文イラストを担当した書籍
【朝日ぐんま 1/6、 TRC 新刊案内 1989 号】

群馬の陸上競技２０１６－２０１７総集編 高校
総体･中学総体･小学総体総集編全記録
ありがと !Gsports/編 綜合プランニング /発行
2016.12 75p 30cm 926 円
（ ありがと !Gsports 臨時増刊号 Vol.72 ）
【受贈】
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〔 2017.2 〕

ハッピーエンド／クリスマスソング ｓｏｎｇ
ｂｙ ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ
ケイ･エム･ピー /発行
2017.1 125p 26cm 2000 円
（ BAND SCORE ）【 TRC 新刊案内 1996 号】

アンティークＦＵＧＡ ５ バビロニアの紅き瞳
あんびるやすこ /作 十々夜 /画
岩崎書店 /発行
2016.12 196p 18cm 650 円
（ フォア文庫 C277 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1993 号】

里やま深やま
後藤信雄 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2016.12 144p 21cm 1000 円
【上毛 12/31、 TRC 新刊案内 1995 号】

井伊直政 逆境から這い上がった勇将 新装版
高野澄 /著 PHP 研究所 /発行
2016.12 419p 15cm 840 円
（ PHP 文庫 R た -1 ）【 TRC 新刊案内 1991 号 】

夜の絶景写真 工場夜景編 誰でも幻想的な工場
夜景が撮れるようになる
小林哲朗 /著 インプレス /発行
2016.12 159p 24cm 1800 円
日本全国工場夜景絶景ガイドに群馬県安中市に
関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1992 号】

糸切り
吉永南央 /著 文藝春秋 /発行
2016.12 255p 16cm 540 円
（ 文春文庫 よ 31-6 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1991 号】

４７ ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ ２ ４７都道府県
のアクセサリー
D&DEPARTMENT PROJECT/著 ･発行
2016.12 127p 20cm 1200 円
笠盛(桐生市)が手がけるテキスタイル･アクセ
サリーブランド「 000(トリプル･オゥ)」の現地
リポート収録
【 TRC 新刊案内 1994 号】

おにたとおふく
野村たかあき /脚本･絵 童心社 /発行
2017.2 12 場面 27 × 39cm 1900 円
（ ともだちだいすき ）
野村氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1995 号】
おにのつの
おおつぼかずみ /作･絵 PHP 研究所 /発行
2017.1 [32p] 26cm 1300 円
おおつぼ氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1996 号】

8 語学

神様って何様
石井忠二 /著 上毛新聞社事業局出版部 /制作
2016.11 778p 19cm 2000 円
著者は安中市在住
【受贈、上毛 1/28】

おもいやり 全国中学生人権作文コンテスト群馬
県大会入賞作文集 第３６回
前橋地方法務局人権擁護課･群馬県人権擁護委
員連合会 /発行
2016.12 40p 21cm
【受贈】

季刊 遠近 第６２号 創立２０周年記念号
遠近の会 /発行
2016.12 143p 21cm 920 円
「私のなかの文学の位置」安西昌原(群馬県生
まれ) /著収録
【受贈】
記録―冷水にて
佐鳥英雄 /発行
[2015.5] 197p 21cm
著者は高崎市生まれ、桐生市在住

9 文学
安吾のことば 「正直に生き抜く」ためのヒント
藤沢周 /編 集英社 /発行
2016.12 203p 18cm 720 円
（ 集英社新書 0863 ）
坂口安吾に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】

〔 2017.2 〕

【受贈】

クレーン ３８号
前橋文学伝習所 /発行
2017.1 187p 21cm 800 円(頒価） 【受贈】
群馬県文学賞作品集 第５４回 平成２８年度
群馬県･群馬県教育文化事業団･群馬県文学会議
/編集･発行
2017.2 233p 19cm 1000 円
【受贈】
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散文 ２０１０･１－２０１５･９
桑原喜一 /著 水声社 /発行
2015.11 200p 21cm 2500 円
著者はみどり市生まれ

文豪ノ怪談ジュニア･セレクション 獣
太宰治･宮沢賢治 /ほか著 汐文社 /発行
2016.12 203p 20cm 1600 円
「閑山」坂口安吾 /著収録
【 TRC 新刊案内 1995 号】

【購入】

詩の翼
山田兼士 /著 響文社 /発行
2017.1 381p 20cm 1600 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】
植物図鑑 詩集
柳沢幸雄 /著 明文書房 /発行
2016.12 97p 16cm 1000 円
著者は伊勢崎市生まれ

宝石ザミステリーＢｌｕｅ
光文社 /発行
2016.12 512p 21cm 1500 円
「二人半持て」横山秀夫(群馬県在住) /著収録
【 TRC 新刊案内 1993 号】
ほたるぶくろの咲く庭 歌集
宮前しずゑ /著 一莖書房 /発行
2017.1 182p 20cm
著者は富岡市在住

【受贈】

抱きしめられたい。
糸井重里 /著 ほぼ日 /発行
2016.12 347p 19cm 1600 円
（ Hobonichi Books ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1995 号】

またつくってね
お料理はじめの一歩プロジェクト /さく
アマネ･メイ /え
2016.11 32p 31cm
「お料理はじめの一歩プロジェクト」は子育て
グループ「のびるっこ(渋川市)」と「さくらマ
ザーズ(甘楽町)」が取り組む食育推進プロジェ
クト
アマネ氏は渋川市在住
【受贈、上毛 1/29】

追憶の翰
芝村凉也 /著 講談社 /発行
2017.1 283p 15cm 640 円
（ 講談社文庫 し 105-10 ）
物語の舞台として浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

まひるまの星
吉永南央 /著 文藝春秋 /発行
2017.1 237p 20cm 1500 円
（ 紅雲町珈琲屋こよみ 5 ）
著者は群馬県立女子大学卒業
【 TRC 新刊案内 1996 号】

飛ぶ教室 児童文学の冒険 ４７(２０１６ＡＵ
ＴＵＭＮ) 特集行き帰りの道
飛ぶ教室編集部 /編集 光村図書出版 /発行
2016.10 127p 24cm 1000 円
「道と会話」有沢佳映(群馬県在住)/著収録
「給食アンサンブル②マーボー豆腐」如月かず
さ(群馬県生まれ)/著収録
井田やす代(群馬県生まれ)の挿絵収録【受贈】

明寿俳句集 第三十四号 平成２８年度
明寿大学俳句クラブ(前橋市)[/発行]
[ 2017] 28p 26cm
【受贈】
屋根をかける人
門井慶喜 /著 KADOKAWA/発行
2016.12 365p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ
【東京 1/16、 TRC 新刊案内 1994 号】

パノラマ･ジオラマ･グロテスク 江戸川乱歩と萩
原朔太郎 萩原朔太郎生誕１３０年記念･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
2016.10 47p 26cm
【受贈】

闇の水脈
浜田文人 /著 角川春樹事務所 /発行
2017.1 365p 16cm 670 円
物語の舞台として館林市に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1996 号】

諷詠十二月
三好達治 /著 講談社 /発行
2016.12 298p 16cm 1500 円
（ 講談社文芸文庫 み D4 ）
萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 1993 号】
雨(ふ)る 歌集
渡辺松男 /著 書肆侃侃房 /発行
2016.3 173p 20cm 2100 円
（ 現代歌人シリーズ 11 ）
著者は伊勢崎市生まれ

【受贈】

ルルとララのアロハ！パンケーキ
あんびるやすこ /作･絵 岩崎書店 /発行
2016.12 71p 22cm 1000 円
（ おはなしトントン 56 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1993 号】

【購入】
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〔 2017.2 〕

美髪のルール 前からも後ろからもキレイがあふ
れる
寺村優太 /著
ディスカヴァー･トゥエンティワン /発行
2016.12 207p 19cm 1400 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1994 号】

県関係者の一般著作
ＡＳＥＡＮの流通と貿易 ＡＥＣ発足後のＧＭＳ
産業地図と企業戦略
石原伸志･魚住和宏 /編著 成山堂書店 /発行
2016.12 11,240p 21cm 2800 円
石原氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1993 号】

人もお金も引き寄せる伝え方の魔法
安達元一 /著 すばる舎リンケージ /発行
2016.12 188p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1994 号】

いきものかいかた図鑑 これ1冊で飼育はカンペ
キ！
浅井ミノル･三枝博幸 /文 岩崎書店 /発行
2016.12 135p 29cm 4500 円
三枝氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1993 号】

ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ロー
カル再生論
指出一正 /著 ポプラ社 /発行
2016.12 250p 18cm 800 円
（ ポプラ新書 111 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1993 号】

子どもの心を読み解く心色リーディング
ふじわらまりこ /著
冨山房インターナショナル /発行
2016.12 86p 21cm 1400 円
著者は東京福祉大学社会福祉心理学科卒
【 TRC 新刊案内 1993 号】

万葉集防人歌群の構造
東城敏毅 /著 和泉書院 /発行
2016.11 6,318p 22cm 10000 円
（ 研究叢書 478 ）
元群馬工業高等専門学校准教授
【 TRC 新刊案内 1991 号】

サービス付き高齢者向け住宅開設･運営ガイド
安心･満足･地域密着で選ばれる住まいづくり 新
版
田中元 /著 自由国民社 /発行
2016.12 206,16p 21cm 2000 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1993 号】

視聴覚資料

人生１００年時代シニアの賢い生き方 長寿･格
差･訴訟社会をどう生きるか
治田秀夫 /著 ごま書房新社 /発行
2016.12 157p 19cm 1350 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1995 号】
ずぼらヨガ 自律神経どこでもリセット！
崎田ミナ /著 福永伴子 /監修
飛鳥新社 /発行
2017.1 111p 21cm 1111 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 1995 号】

電子資料

高宮眞介建築史意匠講義 ２ 日本の建築家２０
人とその作品を巡る
高宮眞介･大川三雄 /著
飯田善彦建築工房 /Archiship Library & Café/発 行
2017.1 255p 22cm 2700 円
（ アーキシップ叢書 2 ）
大川氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 1995 号】
東京の神社さんぽ 願いごと別･ベスト神社と最
強コースを大発表！
戸部民夫 /著 エクスナレッジ /発行
2016.12 127p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 1993 号】

〔 2017.2 〕
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