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２０１７年２月分
No.３６３

井伊一族のすべて 大河ドラマのヒロイン直虎を
生んだ名族･千年の歴史！
歴史と文化の研究所/編 洋泉社/発行
2017.2 238p 18cm 950 円
（ 歴史新書 ）
井伊直政、井伊直孝に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

平成 29(2017)年 3 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：調査相談係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196
発行日
発 行

井伊直虎 一冊でわかる大河ドラマ･ヒロインの
すべて
洋泉社/発行
2017.2 123p 29cm 900 円
（ 洋泉社 MOOK ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 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。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

井伊直政
加来耕三/企画･構成･監修 水谷俊樹/原作
ポプラ社/発行
2017.1 126p 22cm 1000 円
（ コミック版日本の歴史 55 ）
【TRC 新刊案内 1999 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。

一之宮貫前神社調査報告書―重要文化財「貫前神
社」本殿ほか２棟建造物防災施設事業に伴う立会
い調査報告―
富岡市教育委員会/編集･発行
2016.3 38p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

０ 総記
群馬県図書館大会報告書 第１４回
群馬県図書館協会/編集･発行
2017.2 15p 30cm

井上保三郎翁出世録 復刻
[高崎市商工会議所「復刻版出版の会」/発行]
[2017.2] 144p 四六判
一文字欽也が 1938 年に著した「井上保三郎翁
出世録」の復刻版
井上氏は高崎市郊外に私財を投じて白衣大観音
像を建立した
【上毛 2/28】

【受贈】

ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.７ ＳＰＲＩＮＧ
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
2017.1 49p 21cm
【受贈】

異文化との遭遇 日本から見た異国異国から見た
日本
河合恭伸/著 ルネッサンス･アイ/発行
2016.11 138p 19cm 1200 円
内村鑑三、山田寅次郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

1 哲学･宗教

家族でおでかけ関東周辺 '１７－'１８
昭文社/発行
2017.2 207p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「¥0&格 安コスパばっちりすごワザ
遊び SPOT」16p
伊香保グリーン牧場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

山伏の地方史 群馬の修験道
久 保 康顕 ･佐 藤 喜久 一 郎 /著 み やま 文庫 /発行
2017.1 217p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 225 ）
【購入、上毛 2/1】
４７都道府県･寺社信仰百科
中山和久/著 丸善出版/発行
2017.1 4,328p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】
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〔2017.3〕

企画展 第６２回 ナイフ形石器―発達期の石器
群を追う―
岩宿博物館/編集
2016.10 52p 30cm
【受贈】

徒然なるままに
荒井敏恵/著
2017.2 74p 19cm
著者は渋川市在住

【受贈】

群馬 草津･伊香保･みなかみ '１７－'１８
昭文社/発行
2017.2 175p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料:「群馬ドライブ&温泉街 MAP」15p
【TRC 新刊案内 1997 号】

利根川文化研究 ４０
利根川文化研究会/編集･発行
2016.12 84p 26cm

【受贈】

富澤公晴 その人生
宮本武/著 たる出版/発行
2017.2 199p 20cm 1800 円
富澤氏は太田市生まれ、元太田市市議会議員
【受贈】

上野三碑(こうずけさんぴ)
高崎市教育委員会文化財保護課/編集
2015.9 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈】

ドライブ関東甲信越ベスト '１８
昭文社/発行
2017.3 189p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
伊香保･榛名湖、赤城山、草津に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2000 号】

古代の東国 ２ 坂東の成立 飛鳥･奈良時代
川尻秋生/著 吉川弘文館/発行
2017.2 9,266,17p 20cm 2800 円
【TRC 新刊案内 1999 号】
真田氏時代の沼田城下町 文化財散策ガイド
沼田市教育委員会社会教育課文化財保護係/編
集･発行
[出版年不明] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

ナイフ形石器文化の発達期と変革期―浅間板鼻褐
色軽石群降灰の石器群― 予稿集 岩宿フォーラ
ム２０１６/シンポジウム
岩宿博物館/編集･発行
2016.11 104p 30cm
【受贈】

３０秒でできる！４７都道府県紹介おもてなしの
英会話
安河内哲也/監修 IBC パブリッシング/発行
2017.2 227p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

直虎･直政、家康まるっとガイド
JAF メディアワークス/発行
2017.2 119p 26cm 900 円
（ JAF 情報版 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

車 中 泊 で楽 し む 温 泉 コ ー ス ガ イ ド カ ー ネ ル 特
選！
地球丸/発行
2017.3 114p 30cm 1500 円
（ CHIKYU-MARU MOOK ）
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】
しんまちガイドブック
高崎市新町商工会/発行
[2017.2] 118p 21cm

新島襄と五人の門弟 師弟の絆とその系譜
志村和次郎/著 みやま文庫/発行
2017.1 205p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 224 ）
徳富蘇峰･湯浅治郎･深井英五･柏木義円･湯浅八
郎に関する記述あり
【購入、上毛 2/1】
日輪寺観音前(前橋市０９０３)遺跡 (一)南新井
前橋線日輪寺工区社会資本総合整備(活力･重点)
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
2017.2 307p 写真図版 111p 付図 5 枚 30cm
【受贈】

【受贈、上毛 2/24】

全 国 里 見一 族 交 流 会 会 報 ２ ０ １ ６ 年 １ ２ 月 号
（平成２８年）
[全国里見一族交流会/発行]
[2017.1] 56p 30cm
【受贈】

発掘狂騒史 「岩宿」から「神の手」まで
上原善広/著 新潮社/発行
2017.2 366p 16cm 590 円
（ 新潮文庫 う-23-1 ）
「岩宿遺跡の発見」相澤忠洋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

総理の言葉 日本を背負ってきた男たちの名言集
遠越段/著 総合法令出版/発行
2017.2 215p 19cm 1300 円
鈴木貫太郎、福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三、
福田康夫に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

〔 2017.3〕
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日帰り温泉＆スーパー銭湯 首都圏版 ２０１７
ぴあ/発行
2017.3 138p 30cm 780 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

3 社会科学
相性がわかる！県民性のヒミツ
矢野新一/著 宝島社/発行
2017.2 255p 16cm 580 円
（ 宝島 SUGOI 文庫 D や-2-2 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

平信徒が読み解く『福音書』 矢内原忠雄、藤井
武および内村鑑三を通して
平本潤/著 かんよう出版/発行
2016.12 104p 19cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1997 号】

「青」の民俗学 地名と葬制
筒井功/著 河出書房新社/発行
2015.3 207p 20cm 2000 円
群馬県下の「青」に関する地名、利根郡昭和村
貝野瀬、甘楽郡南牧村星尾に関する記述あり
【朝日 2/22、TRC 新刊案内 1906 号】

三上義夫著作集 第２巻 関孝和研究
三上義夫/著 佐々木力/総編集
小林龍彦/編集解説 日本評論社/発行
2017.1 6,456p 22cm 10000 円
【TRC 新刊案内 2000 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２８年第５回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2017.2 164p 30cm
【受贈】

るるぶ草津伊香保水上四万 '１８
JTB パブリッシング/発行
2017.2 99p 26cm 860 円
（ るるぶ情報版 ）
付属資料:「ドライブ&街歩き MAP」16p
【TRC 新刊案内 1997 号】

一からわかるふるさと納税簡単なび ２０１７最
新版
ふるさと納税編集部/編 白夜書房/発行
2017.3 97p 30cm 800 円
（ 白夜ムック 550 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

るるぶドライブ関東ベストコース '１８
JTB パブリッシング/発行
2017.2 171p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
草津に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】
我が地区の足あと
今井登/監修 八崎第一自治会(渋川市)[/発行]
2017.2 21p 30cm
【受贈】

お役立ち会計事務所全国１００選 税理士選定ガ
イド ２０１７年度版
実務経営サービス/編 三和書籍/発行
2017.1 207p 21cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

私なりに絶景 ニッポンわがまま観光記
宮田珠己/著 廣済堂出版/発行
2017.2 244p 19cm 1600 円
チャツボミゴケ公園(中之条町)に関する記述あ
り
【上毛 2/26、TRC 新刊案内 1999 号】

学生下宿年鑑 ２０１７
ジェイ･エス･ビー/発行
2016.12 256p 26cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

わたしのまちが「日本一」事典 市区町村でくら
べて新発見！
青山やすし/監修 PHP 研究所/発行
2017.1 63p 29cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）
平成２８年度
群馬県企画部統計課[/発行]
[2017.1] 12p 30cm
【受贈】
群馬県移動人口調査結果（年報）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2017.1 38p 30cm
群馬県会社要覧 ２０１７年
群馬経済研究所/発行
2017.2 285p 21cm 4000 円

平成２８年
【受贈】

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２８年第３回後期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2017.2 285p 30cm
【受贈】
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〔2017.3〕

群馬県議会会議録 平成２８年第３回前期定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2017.2 296p 30cm
【受贈】

まち冒険ＢＯＯＫ １１人のキーマンの片品スト
ーリー
「TURNS(ターンズ)」編集部/デザイン
まち冒険プロジェクト事務局[/発行]
[2017.2] 15p 30cm
【受贈 、東京 2/21】

群馬県税務統計 平成２８年度版（平成２７年度）
群馬県総務部税務課[/発行]
[2016.12] 4,126p 30cm
【受贈】
群馬県の年齢別人口 群馬県年齢別人口統計調査
結果（平成２８年１０月１日現在）
群馬県企画部統計課/編集･発行
2017.1 66p 30cm
【受贈】
上州の民話 第２集
酒井正保/編 未來社/発行
2017.1 264p 19cm 2000 円
（ <新版>日本の民話 64 ）
【TRC 新刊案内 1998 号】
少年の主張中部地区大会
中部教育事務所[/発行]
[2016] 46p 30cm
消防白書 平成２８年
桐生市消防本部[/発行]
[2017] 15p 30cm

発表文集

４７都道府県･乾物／干物百科
星名桂治/著 丸善出版/発行
2017.1 6,291p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

4 自然科学

【受贈】

群馬県立がんセンター年報 第４４号（平成２７
年度）
群馬県立がんセンター/編集･発行
2016.12 209p 30cm
【受贈】

【受贈】

年報 平成２７年度 第１１号
群馬県立心臓血管センター[/発行]
[2016.12] 146p 30cm

第３８回

【受贈】

高崎商科大学紀要 第３１号（２０１６年度）
高崎商科大学メディアセンター/編集･発行
2016.12 269p 30cm
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

伝統行事
神崎宣武/監修 こどもくらぶ/編
丸善出版/発行
2017.1 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 1999 号】

群馬県指定重要文化財 旧沼田貯蓄銀行 移築復
原工事報告書
前川建築研究室/編集 沼田市教育委員会/発行
2016.7 1 冊 30cm
【受贈】
群馬県地域防災計画 震災対策編
月
群馬県防災会議[/発行]
[2017.1] 235p 30cm

都道府県ランキング 統計から読み解く ｖｏｌ
.２ 消費･行動編 地域マーケティングに役立つ
１冊！
久保哲朗/著 新建新聞社/発行
2017.1 303p 26cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

【受贈】

群馬県地域防災計画 風水害･雪害対策編 火山
災害対策編 事故災害対策編 火災対策編 平成
２９年１月
群馬県防災会議[/発行]
[2017.1] 367p 30cm
【受贈】

日本国群馬県企業ガイドブック（ベトナム語･日
本語対訳付き）
群馬県産業経済部工業振興課[/発行]
[2017.2] 35p A4 判
【読売 2/25】

群馬の家 ｖｏｌ.１１ ２０１７春･夏号
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2017.3 256p 30cm 324 円
【受贈】

日本のお祭り わくわく発見！
竹永絵里/画 河出書房新社/発行
2017.1 56p 31cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

〔 2017.3〕

平成２９年１

群馬のおいしいパン屋さん
ニューズ･ライン群馬支店/発行
2017.2 96p AB 判 950 円
【ぐんま経済 2/23、上毛 2/24】
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ＫＥＬＬＮＥＲ ｖｏｌ.１ いっぱいあそぼ
う！！ケルナーひろば
時をつむぐ会(高崎市)[/発行]
2016.8 [4p] 30cm
【受贈】

6 産業

絹紡便覧 １９５４ 復刻版
温井眞一/編集･発行
2017.3 93p 21cm
日本絹紡教会が 1954 年に編纂発行した「絹紡
便覧 1954」資料の復刻版
温井氏は藤岡市在住
【受贈】

群馬県森林林業統計書 平成２８年度
群馬県環境森林部林政課/発行
2017.1 122p 30cm

【受贈】

ぐんまの園芸 ２０１７
群馬県農政部蚕糸園芸課[/発行]
2017.2 15p 30cm

【受贈】

ぐんまの伝統作物 食卓で語り･引き継ぐ
群馬県スローフード協会/編集･発行
2011.3 56p 30cm
【受贈、上毛 2/5】

ＴＨＥ ＲＥＣＩＰＥ ＢＯＯＫ ＯＦ ＵＭＥ
群馬県立安中総合学園高校/協力
安中市/発行
[2017.2] 26p A5 判
【読売 2/28】

コンニャクと生きる 信州と上州の山里をつなぐ
里見哲夫･青沼滋喜/ほか執筆 柏企画/発行
2016.12 93p 21cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1997 号】

地元スーパーのおいしいもの、旅をしながら見つ
けてきました。４７都道府県！
森井ユカ/著 ダイヤモンド･ビッグ社/発行
2017.2 206p 21cm 1600 円
「群馬県 甘い味噌とこんにゃくパーク！」収
録
【TRC 新刊案内 1998 号】

Ｓｅｃｒｅｔｓ ｓａｎｔ é ｅｔ ｍｉｎｃｅｕｒ
ｄｕ Ｊａｐｏｎ(日本の健康と細身の秘密）
Sophie Ortega/著
2017.2 17 ユーロ
群馬県や特産のコンニャクに関する記述あり
【読売 2/28】

調べてみよう都道府県の特産品 駅弁編
都道府県の特産品編集室/編 理論社/発行
2017.1 63p 27cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

東武鉄道 伊勢崎線、日光線、亀戸線、大師線、
野田線、佐野線、桐生線、小泉線、宇都宮線、鬼
怒川線、東上線、越生線
牧野和人/著 アルファベータブックス/発行
2017.2 103p 30cm 1850 円
【TRC 新刊案内 1998 号】

日本近代建築家列伝 生き続ける建築
丸山雅子/監修 鹿島出版会/発行
2017.1 390p 23cm 4800 円
A.レーモンドに関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

特用林産物生産･流通の実態 平成２８年版(２０
１６年)
群馬県環境森林部林業振興課[/発行]
[2016] 32,41p 30cm
【受贈】

日本のインフラ 県別データでよくわかる ３
エネルギーのインフラ
伊藤毅/監修 ほるぷ出版/発行
2017.1 35p 29cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

民有林林道事業の概要 平成２８年度
群馬県環境森林部林政課[/発行]
[2016] 112p 30cm

日本まんじゅう紀行
弟子吉治郎/著 青弓社/発行
2017.1 202p 21cm 1800 円
温泉まんじゅう(草津温泉･伊香保温泉）、芳房
堂の栗甘納糖初霜風情(高崎市)、茶々と東見屋
の焼きまんじゅう(高崎市･沼田市)に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

【受贈】

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿 全国版
'１７～'１８
実業之日本社/発行
2017.2 233p 29cm 1200 円
（ ブルーガイド･ムック ）
北軽井沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1999 号】

本気で旨い日本酒 おいしい酒はどこにある？
洋泉社/発行
2017.2 111p 29cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】
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〔2017.3〕

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

8 語学

愛すべき天才画家 村上肥出夫画集 補遺小冊子
池田章/監修･発行
2016.12 50p 22 × 23cm 500 円(税込)
池田氏は前橋市在住
【受贈】

9 文学

[ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｆｏｒｅｓｔ 田淵三菜写真
集]
田淵三菜/写真
[入江泰吉記念写真賞実行委員会/発行]
[2017.2] 276p B5 判変型 3240 円
「第 2 回入江泰吉記念写真賞」の受賞作品集
田淵氏は嬬恋村在住
【上毛 2/7】

井伊の赤備え 徳川四天王筆頭史譚
細谷正充/編 河出書房新社/発行
2017.2 269p 15cm 780 円
（ 河出文庫 ほ 12-1 ）
登場人物として井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

絵本･動物･地球展 ８人の作家が奏でるいのちの
うた
群馬県立館林美術館/発行
2016.4 63p 26cm
【受贈】

遠望 第４９号
高崎市文化協会群馬支部/編集･発行
2017.2 218p 21cm

かわゆげなるもの
原田道子/著 思潮社/発行
2016.6 103p 22cm 2400 円
著者は高崎市生まれ
【上毛 2/8、新刊案内 1968 号】

群馬県立近代美術館年報 平成２７年度
群馬県立近代美術館/編集･発行
2016.12 69p 30cm
【受贈】
群馬青年ビエンナーレ ２０１７
群馬県立近代美術館/編集･発行
2017.1 30p 30cm

黒い足、青い月
月夜野風子/著
群馬詩人会議『夜明け』編集室/発行
2017.2 175p 22cm
【受贈】

【受贈】

大地に立って／空を見上げて―風景のなかの現代
作家
印象社/制作 群馬県立館林美術館/発行
2016.10 79p 26cm
付属資料：「展覧会ドキュメント」1 冊【受贈】
ちひろのお城 千明初美作品集
千明初美/著 復刊ドットコム/発行
2017.1 269p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1998 号】
ねこむすめ道草日記 第１５巻
いけ/漫画 徳間書店[/発行]
2017.2 [1 冊]
作品中に実在する渋川の風景が数多く登場する
いけ氏は渋川市出身･在住【朝日ぐんま 2/17】
美術と音楽 音楽をめざす美術のこころみ
群馬県立近代美術館/編集･発行
2016.9 142p 29cm
【受贈】
Ｆｌｏｒａ！ 花の饗宴 ルドゥーテの『美花選』
と植物図譜の世界
群馬県立近代美術館/編集･発行
2016.4 143p 27cm
【受贈】

〔 2017.3〕

【受贈】
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上野國いしぶみと文學碑
小池末廣/著･発行
2016.12 301p 26cm

【受贈】

木精 第二十二集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2013.12 38p 21cm

【受贈】

木精 第二十三集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2014.12 51p 21cm

【受贈】

木精 第二十四集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2015.11 42p 21cm

【受贈】

木精 第二十五集
木葉短歌会(前橋市)/発行
2016.12 40p 21cm

【受贈】

駒姫 三条河原異聞
武内涼/著 新潮社/発行
2017.1 389p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【東京 2/15、TRC 新刊案内 1997 号】

真田合戦記 ７ 義信謀反
幡大介/著 徳間書店/発行
2017.2 294p 15cm 650 円
（ 徳間文庫 は 41-7 ）
真田一族の栄枯盛衰を描く小説
【TRC 新刊案内 1999 号】

花いちもんめ 歌文集
関口昌子/著
2011.10 176p 22cm
著者は前橋市在住

浜中刑事の迷走と幸運
小島正樹/著 南雲堂/発行
2017.2 348p 20cm 1800 円
（ 本格 M.W.S. ）
主人公の浜中康平が群馬県警捜査一課の刑事と
いう設定
【TRC 新刊案内 2000 号】

主君 井伊の赤鬼･直政伝
高殿円/著 文藝春秋/発行
2017.1 304p 20cm 1550 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 1999 号】

光と影のはざまで
志布川豊章/著
ノイエス朝日(前橋市)/編集･発行
2016.11 430p 19cm
著者は前橋市在住

将軍を蹴った男 松平清武江戸奮闘記
誉田龍一/著 コスミック出版/発行
2017.2 297p 15cm 650 円
（ コスミック･時代文庫 ほ 2-12 ）
登場人物として上州館林藩主松平清武に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

日和聡子 『びるま』から『砂文』まで
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2017.1 72p 26cm 【受 贈 、 図書 新 聞 2/11】
文学ご馳走帖
野瀬泰申/著 幻冬舎/発行
2016.9 198p 18cm 780 円
（ 幻冬舎新書 の-2-1 ）
和田英「富岡日記」と田山花袋「田舎教師」に
関する記述あり
【朝日 2/1、TRC 新刊案内 1982 号】

【上毛 2/8】

Ｔの衝撃
安生正/著 実業之日本社/発行
2017.2 390p 19cm 1600 円
物語の舞台として長野･群馬県境に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

文豪春秋 百花繚乱の文豪秘話
ライブ/編著 カンゼン/発行
2017.1 143p 21cm 1400 円
坂口安吾に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1997 号】

電車で行こう！ スペシャル版！！つばさ事件簿
～１２０円で新幹線に乗れる！？～
豊田巧/作 裕龍ながれ/絵 集英社/発行
2017.1 189p 18cm 620 円
（ 集英社みらい文庫 と-1-24 ）
物語の舞台として高崎駅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】
楠舟漢詩集 第四巻
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2017.1 39p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

【受贈】

秀吉を討て 長編時代小説
武内涼/著 KADOKAWA/発行
2017.1 437p 15cm 880 円
（ 角川文庫 時-た 79-2 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1998 号】

戦国姫 ７ 井伊直虎の物語
藤咲あゆな/作 マルイノ/絵 集英社/発行
2017.1 205p 18cm 680 円
（ 集英社みらい文庫 ふ-1-13 ）
登場人物として井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】
寓言(そらごと)
久保田哲平/著[/発行]
[2017.2] 1800
著者は前橋市在住

【受贈】

迷宮と精霊の王国 ４
塔ノ沢渓一/著 アルファポリス/発行
2017.1 278p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1998 号】
柳生三代の鬼謀
鳥羽亮/著 徳間書店/発行
2017.2 285p 20cm 1700 円
登場人物として上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2000 号】

【受贈】

日本近代詩の成立
亀井俊介/著 南雲堂/発行
2016.11 574p 20cm 4500 円
内村鑑三、田山花袋、徳富蘆花、萩原朔太郎、
山村暮鳥に関する記述あり
【図書新聞 2/11、TRC 新刊案内 1988 号】
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母娘(ははこ)問題 オトナの親子
おぐらなおみ･読売新聞生活部/著
中央公論新社/発行
2017.2 124p 21cm 1000 円
おぐら氏は群馬県出身
【TRC 新刊案内 2000 号】

県関係者の一般著作
江戸の魚食文化 川柳を通して
蟻川トモ子/著 雄山閣/発行
2017.1 191p 19cm 2000 円
（ 雄山閣アーカイブス 食文化篇 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1998 号】
覚えておこう応急手当 小さなけがの手当から命
を救うＡＥＤまで
加藤啓一/監著 少年写真新聞社/発行
2017.1 79p 27cm 2100 円
（ ビジュアル版新体と健康シリーズ ）
加藤氏は群馬大学医学部医学科卒業
【TRC 新刊案内 1998 号】

視聴覚資料
笑顔の輝(ひか)る街に（CD）
群馬県防犯協会[/制作]
沢田知佳/作曲･歌
[2017.2] [1 曲]
沢田氏は前橋市在住

海外事業を成功に導く仕事術
小林元/著 ぎょうせい/発売
2017.1 228p 19cm 1852 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2000 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 伊勢崎市
立宮郷第二小学校 平成２８年１２月２０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】

旧軍用地と戦後復興
今村洋一/著 中央公論美術出版/発行
2017.1 332p 22cm 6500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2000 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 桐生市立
南小学校 平成２９年１月２４日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

地域における多機能型精神科診療所実践マニュア
ル 乳幼児から成人までの地域包括ケアシステム
を目指して
大嶋正浩/編著 金剛出版/発行
2017.2 200p 26cm 3200 円
大嶋氏は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1998 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
下里見小学校 平成２９年１月１７日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

築地市場のセリ人が教える旬の野菜
田村善男/著 叢文社/発行
2017.1 225p 19cm 1200 円
著者はみなかみ町(旧新治村)出身
【TRC 新刊案内 1997 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
城南小学校 平成２９年１月１０日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 みなかみ
町立月夜野中学校 平成２８年１２月１３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】

ぱおのおうちで世界ごはん★ レシピブログプラ
チナブロガー
小島香/監修 宝島社/発行
2017.1 95p 26cm 850 円
（ TJ MOOK ）
小島氏は太田市在住
【朝日ぐんま 2/24、TRC 新刊案内 1993 号】
発達障害の子のための「すごい道具」 使ってみ
たら、「できる」が増えた
安部博志/著 小学館/発行
2017.1 95p 21cm 1000 円
（ OYAKO ムック ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1998 号】

〔 2017.3〕

【上毛 2/23】

電子資料
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