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【上毛 12/30】

井伊一族 直虎･直政･直弼
相川司/著 中央公論新社/発行
2016.11 283p 16cm 700 円
（ 中公文庫 あ 75-5 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1989 号】

・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。

井伊家の教え 彦根藩３５万石はなぜ３００年続
いたのか
田原総一朗/著 プレジデント社/発行
2016.11 215p 19cm 1400 円
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 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。

井伊家の教え 彦根藩･末裔の娘が語る赤備えの
精神
井伊裕子/著 朝日新聞出版/発行
2016.12 189p 19cm 1200 円
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1992 号】

０ 総記
群馬県の図書館２０１６
群馬県立図書館[/発行]
[2016] 90p 31cm

井伊氏サバイバル五〇〇年
大石泰史/著 星海社/発行
2016.10 285p 18cm 900 円
（ 星海社新書 97 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1986 号】

【自館作成】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.６
トロワデザイン(高崎市)/編集･制作
ハンプティーダンプティー(前橋市)/発行
2016.11 51p 21cm
【 受贈 】

井伊直虎 戦国時代をかけぬけた美少女城主
那須田淳/作 十々夜/画 岩崎書店/発行
2016.11 198p 18cm 650 円
（ フォア文庫 B483 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1989 号】
井伊直虎完全ガイド 大河ドラマがもっともっと
楽しくなる！！
晋遊舎/発行
2017.1 97p 29cm 780 円
（ 100%ムックシリーズ ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

1 哲学･宗教
南光坊天海関係文書集
宇高良哲/編 青史出版/発行
2016.10 53,316,50p 22cm 12000 円
南光坊天海は長楽寺(太田市)にゆかりのある僧
【TRC 新刊案内 1986 号】

井伊直虎と徳川家康 戦国の世を生き抜いたおん
な城主の素顔！
中江克己/著 青春出版社/発行
2016.11 189p 15cm 850 円
（ 青春文庫 な-27 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1988 号】

原市末広町鎮座 絹笠神社伝
須藤雅司/著･発行
[2016.12] 73p A5 判
著者は絹笠神社(安中市)氏子代表
【上毛 12/21】
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〔2017.1〕

井伊直虎と謎の超名門「井伊家」
八幡和郎･八幡衣代/著 講談社/発行
2016.11 269p 15cm 780 円
（ 講談社+α文庫 E35-7 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

御訴訟申上候(ごそしょうもうしあげそうろう)―
江戸期百姓のアクティビティ
亀井秀雄/著
[2016.12] 3000 円
粕川に保管されていた江戸時代の訴訟文を中心
とした古文書を解読し、上州の農民を描き出し
ている
著者は前橋市出身
【上毛 12/23】

井伊物語 女城主井伊直虎の未来を呼ぶ生き方
小野小一郎/著 アイバス出版/発行
2016.12 185p 19cm 1100 円
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

真田氏三代と信濃･大坂の合戦
中澤克昭/著 吉川弘文館/発行
2016.12 159p 21cm 2000 円
（ 人をあるく ） 【TRC 新刊案内 1991 号】

「石碑(いしぶみ)の路(みち)」再生プロジェクト
―上野三碑(こうずけさんぴ)と石碑の路―
山崎紫生/編 高崎商科大学コミュニティ･パー
トナーシップ･センター/発行
2016.9 25p 26cm 1000 円(頒価)
付属資料：地図 1 枚
【受贈】

沢渡温泉
沢渡温泉組合･沢渡温泉旅館組合[/発行]
[2016.12] 6p A4 判
【上毛 12/16】
市内遺跡確認調査報告書 平成２５･２６年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2016.3 96p 写真図版 16p 30cm
【受贈】

いまこそ知りたい井伊直虎
井伊家の歴史研究会/著 水王舎/発行
2016.12 127p 21cm 1200 円
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】

市内遺跡３
伊勢崎市教育委員会/編集･発行
2016.3 33p 写真図版 8p 30cm

円周率の謎を追う 江戸の天才数学者･関孝和の
挑戦
鳴海風/作 伊野孝行/画 くもん出版/発行
2016.11 205p 20cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1989 号】

信濃中世武家伝 信濃武士の家紋と興亡
田中豊茂/著 信濃毎日新聞社/発行
2016.11 344p 19cm 1400 円
真田氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】

女城主直虎と徳川家康
三池純正/著 潮出版社/発行
2016.11 189p 18cm 700 円
（ 潮新書 003 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

下村善太郎と當時の人々 復刻版
下村善之助･下村洋之助/発行
2016.11 283p 19cm
下村善太郎は前橋市生まれ
【受贈、上毛 12/31】
調べ学習にも役立つ日本の歴史「夫婦列伝」 古
代～戦国編
カルチャーランド/著 メイツ出版/発行
2016.12 160p 21cm 1500 円
（ まなぶっく ）
小松姫、真田信之に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】

女直虎が救った井伊家
楠戸義昭/著 ベストセラーズ/発行
2016.11 247p 18cm 830 円
（ ベスト新書 536 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1988 号】
草津温泉繁昌誌 江戸期草津温泉資料集成
太平主人/編著
2012.12 328p 19cm 7000 円
【受贈】

鈴木貫太郎 用うるに玄黙より大なるはなし
小堀桂一郎/著 ミネルヴァ書房/発行
2016.11 15,451,9p 20cm 4200 円
（ ミネルヴァ日本評伝選 ）
【TRC 新刊案内 1989 号】

群馬県人物･人材情報リスト ２０１７
日外アソシエーツ株式会社/編集[･制作］
2016.11 34,748,30p 30cm 90000 円
【TRC 新刊案内 1992 号】

戦国の姫城主井伊直虎
越水利江子/作 椎名優/絵 KADOKAWA/発 行
2016.11 220p 18cm 660 円
（ 角川つばさ文庫 A こ 1-4 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1988 号】

群馬県の山
太田ハイキングクラブ/著 山と溪谷社/発行
2016.12 159p 21cm 1900 円
（ 分県登山ガイド 09 ）
【桐生タイムス 12/12、TRC 新刊案内 1991 号】
〔2017.1〕

【受贈】
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戦国武将完全ビジュアルガイド 新装版
ライブ/編著 カンゼン/発行
2016.12 319p 21cm 1980 円
（ The Quest For History ）
真田家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1992 号】

簗瀬二子塚古墳の世界
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2016.10 143p 30cm
【受贈】
山田寅次郎宗有 民間外交官･実業家･茶道家元
山田寅次郎研究会/編 宮帯出版社/発行
2016.10 318p 19cm 2500 円
（ 宮帯茶人ブックレット ）
山田氏は沼田藩士中村家に生まれる
【上毛 12/11、TRC 新刊案内 1986 号】

徳川四天王と最強三河武士団 ＮＨＫ大河『おん
な城主直虎』の世界がＣＧと資料写真でわかる
双葉社/発行
2016.11 109p 26cm 1250 円
（ 双葉社スーパームック ）
榊原康政、井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

<読む年表>利根沼田の歴史
金子蘆城/編著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2016.11 934p 27cm 4500 円
【上毛 12/22･30、TRC 新刊案内 1992 号】

長野業政と箕輪城
久保田順一/著 戎光祥出版/発行
2016.12 93p 21cm 1500 円
（ シリーズ･実像に迫る 003 ）
著者は前橋市生まれ【TRC 新刊案内 1992 号】

私の過去帖 増補
戸田達雄/著 戸田桂太/編 文生書院/発行
2016.11 411,10p 20cm 4500 円
著者は前橋市にゆかりのある人物
【TRC 新刊案内 1989 号】

ニッポンの温泉 知っているようで知らない、あ
の名湯の秘密を徹底解剖！
枻出版社/発行
2016.11 160p 29cm 1600 円
（ エイムック 3509 ）
草津温泉、伊香保温泉、つつじ亭(草津温泉)、
別邸千寿庵(谷川温泉)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

3 社会科学
伊勢崎市議会定例会会議録 平成２８年第４回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2016.11 237p 30cm
【受贈】

日本の歴史 １ 日本のあけぼの 旧石器･縄文･
弥生･古墳時代
集英社/発行
2016.10 191p 23cm 900 円
（ 集英社版学習まんが ）
岩宿遺跡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1986 号】

お雑煮マニアックス
粕谷浩子/著 プレジデント社/発行
2016.11 103p 19 × 23cm 1000 円
（ プレジデントムック ）
高崎つと豆腐雑煮に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】

新島襄の師友たち キリスト教界における交流
本井康博/著 思文閣出版/発行
2016.10 5,437,12p 22cm 4200 円
新島襄、湯浅治郎、内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

花群 第４２号
群照会/発行
2016.11 118p

日本の歴史 １４ 日清･日露戦争と国際関係
明治時代 ２
集英社/発行
2016.10 191p 23cm 900 円
（ 集英社版学習まんが ）
内村鑑三、田中正造、足尾銅山に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1986 号】
柳生一族 天下統制の剣 「人財智生」徳川家康
はなぜ天下を取れたのか？
柳生聡/著 デザインエッグ/発行
[2016.12] 123p A5 判 1400 円
上泉伊勢守に関する記述あり
著者は安中市在住
【東京 12/1】
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21cm

【受贈】

学校要覧 平成２５年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
[2013] 40p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成２６年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
[2014] 40p 30cm

【受贈】

学校要覧 平成２７年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
[2015] 40p 30cm

【受贈】

桐婦のあゆみ Ｎｏ.５７
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2016.11 100p 26cm

【受贈】
〔2017.1〕

群馬医療福祉大学紀要 第四号
群馬医療福祉大学/発行
2016.3 147p 30cm

【 受贈 】

群馬県の青少年施設で 体験の風をおこそう 保
存版
群馬県からっ風「体験の風をおこそう」運動実
行委員会/作製
[2016.12] 二つ折り A3 判
【上毛 12/25】

日本地域政策研究 第１６号
日本地域政策学会/編集･発行
2016.3 116p 30cm

【受贈】

山田教育 第百拾號
山田郡教育会/発行
1928.12 164p 23cm

【受贈】

ぐんまこどもの国児童会館 事業年報 ２０１５
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
[2016.10] 36p 30cm
【受贈】

4 自然科学

ぐんまちゃん家 ぐんま総合情報センター
ぐんま総合情報センター(ぐんまちゃん家)/作
成
[2016.12] 三つ折り A4 判
中国語の「簡体字」を使ったパンフレット
【読売 12/7】
財政のあらまし 平成２８年１２月
群馬県[/発行]
[2016.12] 40p 30cm

江戸の災害史 徳川日本の経験に学ぶ
倉地克直/著 中央公論新社/発行
2016.5 6,244p 18cm 860 円
天明浅間山大噴火と天明の飢饉に関する記述あ
り
【朝日 12/21、TRC 新刊案内 1964 号】
くらべる恐竜図鑑
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修
実業之日本社/発行
2016.11 111p 21cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1987 号】

【 受贈】

大逆事件余波と群馬 東北評論からの出発 上
石山幸弘/著 みやま文庫(前橋市)/発行
2016.10 229p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 223 ）
【購入】

群馬県病院事業決算書
群馬県[/発行]
[2016] 29p 30cm

地域医療の未来を創る 住民と医療労働者の協同
「医療を守る運動」研究プロジェクト･岡野孝
信/編著 旬報社/発行
2016.11 311p 21cm 1800 円
群馬県･長寿園存続運動と大戸診療所の活動に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1986 号】

事業概要 平成２８年度作成
前橋市保健所[/発行]
[2016] 78p 29cm

【受贈】

【受贈】

１７８３ 天明泥流の記録 天明三年浅間山噴火
災害･泥流の到達範囲をたどる
関俊明･小菅尉多/著
みやま文庫(前橋市)/発行
2016.10 240p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 222 ） 【購入、上毛 12/27】

地理教育研究の新展開
山口幸男･山本實/編 古今書院/発行
2016.11 5,276p 21cm 4500 円
『第 8 章「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界
遺産登録と地理教育における蚕糸絹文化』（大
島登志彦）収録
『第 11 章 高等学校におけるフィールドワー
クの実践とその意義･成果に関する考察－「足
尾鉱毒事件とその今日的課題」をテーマとして
－』（横山 満）収録
山口氏は群馬大学名誉教授
【TRC 新刊案内 1989 号】

日本の火山ウォーキングガイド 魅力と脅威が伝
わる２２スポット
火山防災推進機構/編 丸善出版/発行
2016.10 6,206p 19cm 1900 円
草津白根山、浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1986 号】
ハンセン病児問題史研究 国に隔離された子ら
清水寛/編著 新日本出版社/発行
2016.10 549p 22cm 6500 円
栗生楽泉園に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

伝統食
野崎洋光/監修 こどもくらぶ/編
丸善出版/発行
2016.11 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 1989 号】

〔2017.1〕

平成２７年度
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フィールド･バイオロジスト ２３巻２号
群馬野外生物学会/編集･発行
2016.3 [24p] 26cm
【受贈】

全国かわいいおみやげ
甲斐みのり/著 サンマーク出版/発行
2016.12 240p 文庫判 900 円
小松屋(桐生市)の「花ぱん」、こまつや(甘楽
町)の「レモンケーキ」、微笑庵(高崎市)の「高
崎だるま手作最中」、ガトーフェスタハラダ(高
崎市)の「グーテ･デ･プリンセス」に関する記
述あり
【桐生タイムス 12/30】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（第
４２号）
群馬県環境森林部自然環境課/編集
2016.11 225p 30cm
【受贈】

ニッポン全国懐かしのご当地パン図鑑
オークラ出版/発行
2016.12 127p 21cm 1500 円
（ OAK MOOK 605 ）
グンイチパン(伊勢崎市)の「カリカリメロンパ
ン」に関する記述あり【TRC 新刊案内 1992 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

日本のアール･デコ建築物語
吉田鋼市/著 王国社/発行
2016.12 187p 19cm 1800 円
『いわゆる構造派とアール･デコ―野田俊彦と
「建築非芸術論」と前橋市水道資料館』収録
【TRC 新刊案内 1992 号】

井伊直虎の城 今川･武田･徳川との城取り合戦
小和田哲男/監修 小学館/発行
2016.11 205p 19cm 1400 円
箕輪城、高崎城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1988 号】
「想い」と「アイデア」で世界を変える ゴミを
宝に変えるすごい仕組み株式会社ナカダイの挑戦
中台澄之/著 SB クリエイティブ/発行
2016.12 157p 19cm 1300 円
株式会社ナカダイ(前橋市)は群馬県優良企業表
彰にて商業･サービス部門大賞受賞
【TRC 新刊案内 1991 号】

日本の美しい小学校
山崎鯛介･小林正泰/著 エクスナレッジ/発行
2016.12 137p 25cm 1800 円
旧川場尋常高等小学校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】
ＶＩＶＩＤ銘仙 煌めきの着物たち
足利市立美術館/監修 青幻舎/発行
2016.10 203p 23cm 2500 円
伊勢崎銘仙に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

群馬県建設関連企業ガイドブック２０１６
群馬県/作成
[2016.12] 248p A4 判
【上毛 12/21】
群馬県立産業技術センター業務報告 平成２７年
度
群馬県立群馬産業技術センター/発行
2016.10 31p 30cm
【受贈】

まちと建築 北関東卒業設計展 '１６
まちと建築'16 北関東卒業設計展実行委員会･総
合資格/編著 総合資格/発行
2016.9 71p 26cm 700 円
前橋工科大学の作品収録
【TRC 新刊案内 1987 号】

群馬県立産業技術センター研究報告 平成２７年
度
群馬県立群馬産業技術センター/発行
2016.10 38p 30cm
【受贈】

まんが日本の歴史人物事典
矢部健太郎/監修 西東社/発行
2016.11 319p 21cm 1200 円
（ 小学生おもしろ学習シリーズ ）
田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

スバル･インプレッサ／ＷＲＸ Ｎｏ.１２
三栄書房/発行
2017.1 158p 30cm 2000 円
（ ニューズムック ）【TRC 新刊案内 1992 号】

魅惑の鉄道橋 レンズを通して見つめた鉄道風景
都築雅人/著 交通新聞社/発行
2016.11 159p 21cm 1500 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 017 ）
荒砥川橋梁･渡良瀬川橋梁(群馬県･上毛電気鉄
道)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

ＳＵＢＡＲＵ ＢＯＸＥＲ ＢＲＯＳ. Ｖｏｌ.０
５ 現存率向上計画！ロングライフの凄ワザ伝授
モーターマガジン社/発行
2016.10 146p 30cm 1852 円
（ モーターマガジンムック ）
【TRC 新刊案内 1987 号】
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〔2017.1〕

歴代インプレッサのすべて 保存版記録集
三栄書房/発行
2016.12 80p 29cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1987 号】

デザインノート Ｎｏ.７０(２０１６)
全国４７都道府県を徹底リサーチ！日本全国のロ
ゴ＆マーク。
誠文堂新光社/発行
2016.12 127p 29cm 1600 円
（ SEIBUNDO mook ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】
日本スーパー名鑑 ２０１７年版店舗編１巻
北海道 東北 関東１(茨城･栃木･群馬)
商業界/発行
2016.11 892p 26cm 11667 円
【TRC 新刊案内 1992 号】

6 産業
お蚕は歌う 甦れ、明治末期の「養蚕唱歌」平成
の世に
篠﨑洋子/編著 昔の文化を伝える会/発行
2016.10 183p 30cm
群馬県に関する記述あり【受贈、上毛 12/19】

日本の歴史 １３ 明治維新と文明開化 明治時
代 １
集英社/発行
2016.10 191p 23cm 900 円
（ 集英社版学習まんが ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1986 号】

「街道」で読み解く日本史の謎
安藤優一郎/著 PHP 研究所/発行
2016.11 372p 15cm 780 円
（ PHP 文庫 あ 51-5 ）
中山道、日光例幣使街道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

前橋絹遺産ＭＡＰ
上州文化ラボ/編集･発行
2016.3 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈、上毛 10/17】

かかあ天下―ぐんまの絹物語―ｉｎ片品 シルク
カントリーぐんま 日本遺産認定記念
上毛新聞社事業局出版部/制作
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会/発行
2016.6 50p 30cm
【受贈】

森のきのこ、きのこの森
新井文彦/著 玄光社/発行
2016.10 141p 24cm 2000 円
妙義神社(富岡市)で撮影したキノコの写真収録
著者は富岡市在住の写真家
【上毛 12/15】

ぐんま農業女子―Ｍａｇａｚｉｎｅ
群馬県/作製
[2016.12] 20p A4 判
【上毛 12/21】
群馬の養蚕業と製糸業
群馬県農政部蚕糸園芸課/発行
2015.3 1 冊 21 × 21cm

【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

産業遺産ＪＡＰＡＮ
前畑洋平/著 創元社/発行
2016.11 142p 26cm 2400 円
碓氷線、富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

安中の書 平成二十八年度春期企画展
安中市学習の森ふるさと学習館/編集･発行
2016.4 8p 30cm
【受贈】
小栗康平コレクション 第５巻 埋もれ木
駒草出版ダンク出版事業部[/発行]
[2016.10] 60p 四六判 3700 円
付属資料：「埋もれ木」(DVD) 103 分
小栗氏は前橋市出身
【図書新聞 12/3】

終着駅巡礼 ＪＲ･私鉄の終端２２６駅を完全網
羅！！
イカロス出版/発行
2016.12 113p 26cm 1600 円
（ イカロス MOOK ）
中央前橋駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1991 号】

〔2017.1〕

シマエナガちゃん
小原玲/著 講談社ビーシー/発行
2016.11 95p 15 × 15cm 1300 円
著者は群馬県立前橋高等学校卒業
【TRC 新刊案内 1987 号】

-6-

谷崎万華鏡 谷崎潤一郎マンガアンソロジー
榎本俊二/ほか著 中央公論新社/発行
2016.11 218p 21cm 1000 円
「台所太平記」山口晃(桐生市育ち)/作収録
【読売 12/6、TRC 新刊案内 1988 号】

9 文学
裏関ケ原
吉川永青/著 講談社/発行
2016.12 249p 19cm 1500 円
登場人物として真田昌幸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1992 号】

特別企画展 Ｎｏ.１００ 松本竣介と野田英夫
―大川美術館収蔵作品を中心に―
大川美術館(桐生市)/発行
2016.11 65p 23cm
【受贈】

大坂の陣 近代文学名作選
日高昭二/編 岩波書店/発行
2016.11 10,260p 20cm 2500 円
「狂人遺書」坂口安吾/著収録
【TRC 新刊案内 1991 号】
温泉文学事典
浦西和彦/編著 和泉書院/発行
2016.10 5,589p 21cm 6000 円
（ 和泉事典シリーズ 32 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

箱根駅伝 ２０１７
宝島社/発行
2017.1 199p 26cm 463 円
（ TJ MOOK ）
上武大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1992 号】
人に教えたくない「穴場」美術館厳選１０３ な
ごみ、くつろぎ、癒やされる、とっておきの居場
所
プレジデント社/発行
2016.10 111p 28cm 800 円
（ PRESIDENT MOOK ）
群馬県立館林市美術館に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

哀しみを語りつぐために 平和への伝言 群馬県
遺族の会創立七十周年記念誌
群馬県遺族の会創立七十周年記念誌編集委員会
/編集 群馬県遺族の会/発行
2016.8 313p 22cm
【受贈】

フードスケープ 私たちは食べものでできている
アーツ前橋/監修 KTC 中央出版/発行
2016.10 167p 24cm
2016 年 10 月～ 2017 年 1 月にアーツ前橋で開
催される展覧会のコンセプトブック
【TRC 新刊案内 1991 号】
歴史散歩･石造物めぐり
清水孝雄/著
2016.12 374p 26cm
著者は前橋市在住

河の砦 句集
田島儀一/著･発行
2016.1 135p 21cm
著者は伊勢崎市在住
清岡卓行の円形広場
宇佐美斉/著 思潮社/発行
2016.6 254p 20cm 2400 円
萩原朔太郎に関する記述あり

前橋市下川淵地区

【受贈】

【朝日 12/14】

【受贈】
群馬年刊詩集 第三十九集
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2016.11 155p 21cm 2000 円
【受贈、上毛 12/13】
師匠！
立川談四楼/著 PHP 研究所/発行
2016.11 285p 15cm 680 円
（ PHP 文芸文庫 た 6-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1988 号】

8 語学

十年後のこと
暁方ミセイ/ほか著 河出書房新社/発行
2016.11 217p 20cm 1600 円
「飛車と騾馬」絲山秋子(群馬県在住)/著収録
【TRC 新刊案内 1991 号】
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〔2017.1〕

１４歳
小林深雪･みうらかれん/著 講談社/発行
2016.11 218p 19cm 950 円
（ YA!ENTERTAINMENT ）
「ぼくと師匠の夏」如月かずさ(群馬県生まれ)/
著収録
【TRC 新刊案内 1989 号】
晶花四季句会集 句文集
晶花四季句会(前橋市)/発行
2016.12 60p 21cm

猫町 散文詩風な小説
萩原朔太郎/著 しきみ/絵 立東舎/発行
2016.11 69p 17 × 19cm 1800 円
（ 乙女の本棚 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1990 号】
年刊歌集 ６６ 平成２８年度
群馬県歌人クラブ/発行
2016.11 215p 19cm 3000 円

覇王樹三重 第１１９号
覇王樹三重支社/発行
2016.12 32p 21cm
『「草炎」の人たち～定治郎、光治、桂樹ら』
収録
【受贈】

しょうちゃんとあけっぱなしおばけ
高橋徹/作･絵 絵本塾出版/発行
2016.11 [32p] 25cm 1300 円
高橋氏は太田市出身
【上毛 12/25、TRC 新刊案内 1990 号】
真説 龍馬暗殺･その後
大野富次/著 叢文社/発行
2016.11 237p 19cm
著者は前橋市在住

ひと粒のむぎ オランダ通詞稲部市五郎･上州七
日市藩の日々
諏訪公栄/著 文芸社/発行
2016.12 87p 20cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1990 号】

【受贈】

『罪と罰』をどう読むか ドストエフスキー読書
会
川崎浹･小野民樹/著 水声社/発行
2016.11 251p 20cm 2500 円
小野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1988 号】
童話研究 第三十二号
群馬童話研究会/編集･発行
2015.6 122p 26cm 1700 円
童話研究 第三十三号
群馬童話研究会/編集･発行
2016.6 106p 26cm 1700 円

白炎 句集
須田優子/著 鬣の会(前橋市)/発行
2016.10 78p 15cm 800 円
著者は渋川市生まれ
【受贈、上毛 12/14】
文豪図鑑 あの文豪の素顔がわかる
開発社/編 自由国民社/発行
2016.11 159p 21cm 1400 円
坂口安吾に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1987 号】

【受贈】

程良き長さ 歌集
小出美恵子/著 現代短歌社/発行
[2016.12] 2500 円
著者は高崎市在住
【上毛 12/28】

【受贈】

飛火(とぶひ) 第五十一号
飛火の会/編集･発行
2016.12 96p 21cm 1000 円
「詩二編」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】

本のパーキング ２４号
hashoma-do/発行
2016.12 16p 21cm 200 円
『「山椒魚」の一生…井伏鱒二』アラマキマリ
コ(前橋市在住)/著収録
【受贈】

直虎と直政 井伊谷の両虎
岳真也/著 作品社/発行
2016.11 271p 20cm 1800 円
登場人物として井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1990 号】

窓際ドクター
川渕圭一/著 幻冬舎/発行
2016.12 257p 16cm 580 円
（ 幻冬舎文庫 か-35-7 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1992 号】

なきむしにかんぱい！
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社/発行
2016.11 95p 22cm 1100 円
宮川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1990 号】

吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１５回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会/編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局/発行
2016.11 37p 26cm
【 受 贈】

日本の詩 ９ しごと 新版
遠藤豊吉/編･著 小峰書店/発行
2016.11 63p 20cm 1300 円
山村暮鳥「野良道」を収録
【TRC 新刊案内 1988 号】
〔2017.1〕

【受贈】

【受贈】

余生の夢 歌集
田島儀一/著･発行
2016.11 137p 22cm
著者は伊勢崎市在住
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【受贈】

十二歳のつづれ織り
ベティ･ヴォーン･コルバーン/著
河西貴美子/訳 上毛新聞社事業局出版部/発行
2016.11 405p 20cm 1600 円
河西氏は藤岡市出身
【上毛 12/31、TRC 新刊案内 1993 号】

りんどうの花 続
丸山マサ江/著 上毛新聞社出版局/制作
1999.11 116p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈】

世界一ラクな「がん治療」 医師対談
近藤誠･萬田緑平/著 小学館/発行
2016.11 190p 19cm 950 円
萬田氏は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1989 号】

県関係者の一般著作
Ｒによる実証分析 回帰分析から因果分析へ
星野匡郎･田中久稔/共著 オーム社/発行
2016.11 12,274p 21cm 2700 円
星野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1990 号】

絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」
入門 増補改訂第５版
高橋京介/著 SB クリエイティブ/発行
2016.12 399p 24cm 2750 円
（ Informatics & IDEA ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1991 号】

老いるほど血管が強くなる健康法
南和友/著 アチーブメント出版/発行
2016.9 213p 18cm 1200 円
著者は北関東循環器病院長
【上毛 12/4、TRC 新刊案内 1982 号】

前方後円墳の出現と日本国家の起源
古代史シンポジウム「発見･検証日本の古代」
編集委員会/編 角川文化振興財団/発行
2016.11 389p 19cm 2000 円
（ 発見･検証日本の古代 3 ）
「『魏志』倭人伝と卑弥呼の言語」北川和秀(群
馬県立女子大学教授)/著収録
【TRC 新刊案内 1988 号】

空想世界構築教典 あなただけのファンタジーワ
ールドの作り方 増補改訂完全版
宮永忠将/著 洋泉社/発行
2016.12 583,16p 19cm 2800 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1991 号】

全訳漢辞海 第４版
戸川芳郎/監修 佐藤進･濱口富士雄/編
2017.1 180,1800p 19cm 3000 円
濱口氏は県立女子大学長
【上毛 12/6、TRC 新刊案内 1986 号】

外科医の腕は何で決まるのか がん手術のすべて
がわかる
羽鳥隆/著 幻冬舎/発行
2016.11 221p 18cm 780 円
（ 幻冬舎新書 は-12-1 ）
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1991 号】

低糖質＆抗酸化ランニングのすすめ あなたの“
走り”はまだまだ進化する！
鏑木毅･菊地恵観子/著 実務教育出版/発行
2016.11 132p 21cm 1300 円
鏑木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1989 号】

紅茶の絵本
大西進/作 平澤まりこ/絵 mille books/発行
2016.11 1 冊 19cm 1000 円
大西氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1990 号】

土耳古畫觀 復刻版
山田寅次郎/著 方丈堂出版/発行
2016.11 2,118,14,62p 30cm 4500 円
著者は沼田市出身
【上毛 12/30、TRC 新刊案内 1991 号】

「公民的資質」とは何か 社会科の過去･現在･未
来を探る
唐木清志/編著 東洋館出版社/発行
2016.11 166p 21cm 2750 円
唐木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1988 号】

飛行機の翼理論 揚力はどのように発生するのか
片柳亮二/著 成山堂書店/発行
2016.11 5,212p 22cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1990 号】

社長！「透明資産」に気づけば資金繰りが好転し
ます。
小山範之/著 東邦出版/発行
2016.11 212p 19cm 1389 円
著者は行政書士コヤマ事務所(高崎市)所長
【ぐんま経済 12/8、TRC 新刊案内 1985 号】

平安時代語の仮名文研究
阿久澤忠/著 新典社/発行
2016.10 438p 22cm 12600 円
（ 新典社研究叢書 288 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1987 号】
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リノベーション １００年使える住宅への提言
平岡一二/著 文芸社/発行
2016.11 215p 19cm 1300 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1987 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
元総社中学校 平成２８年１１月８日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2016 [30 分]
【受贈】

リーマンと代数関数論 西欧近代の数学の結節点
高瀬正仁/著 東京大学出版会/発行
2016.11 17,303p 22cm 4800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1990 号】

ロマンサ･デ･アモール（CD）
下山静香/ピアノ
[2016] 16 曲
下山氏は桐生市出身
【桐生タイムス 12/7】

視聴覚資料

電子資料

Ｉ Ｌｏｖｅ ｔｏ ｓｉｎｇ（CD）
RIRI/歌
2016.11 [6 曲] [1500 円(税込)]
RIRI 氏は伊勢崎市出身
【上毛 12/24】
朔太郎音楽祭２０１６ 萩原朔太郎生誕１３０周
年～マンドリンのまち前橋～ マンドリンオーケ
ストラ演奏会 ２０１６年１０月１６日(日) 前
橋テルサホール（DVD）
cinemapro/制作
[2016]
【受贈】
ボクはひとりじゃない／おかあさんの詩（CD）
ファミリーユニット詩季/演奏
[2016.12] 2 曲 1300 円
演奏者は前橋市で活動をしている沢田芳樹さん
と弥寿子さんの夫婦デュオ「詩季」と 2 人の息
子
【上毛 12/31】
みんなの時間 地域が支える小中学校 安中市立
碓東小学校 平成２８年１１月２２日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2016 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 邑楽町立
長柄小学校 平成２８年１１月１５日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2016 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 富岡市立
小野小学校 平成２８年１２月６日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2016 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
笂井小学校 平成２８年１１月２９日放送（DVD）
群馬県教育委員会/企画 [群馬テレビ/制作］
2016 [30 分]
【受贈】

〔2017.1〕
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