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坂東三十三カ所めぐり 観音さまと出会う、癒し
の旅へ
内田和浩/文 宮地工/写真
JTB パブリッシング/発行
2016.3 127p 21cm 1600 円
（ 楽学ブックス ）
長谷寺、水澤寺に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1951 号】
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ホンこわ！４７都道府県あなたの県の怖い話
並木伸一郎/作 理論社/発行
2016.2 295p 19cm 980 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1952 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。
・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。

2 歴史･伝記･地理
歩いてめぐる真田の里 沼田の城下町満喫ＭＡＰ
[沼田女子高校生徒有志/説明文･イラスト]
[2016.3] A4 判 4p
【上毛 3/18】
伊香保･草津 群馬
昭文社/発行
2016.3 119p 18cm 800 円
（ ことりっぷ ） 【TRC 新刊案内 1953 号】

０ 総記
群馬県図書館大会報告書 第１２回
群馬県図書館協会/編集･発行
2015.3 16p 30cm

【 受贈 】

群馬県図書館大会報告書 第１３回
群馬県図書館協会/編集･発行
2016.1 16p 30cm

磯部城 砂防施設(急傾)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
2016.2 28p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

おでかけ群馬２０１６－１７
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2016.3] 926 円
【ぐんま経済 3/31】
真田三代全合戦ビジュアル大全 「真田丸」と真
田の武がリアルＣＧで再現 完全保存版
かみゆ歴史編集部/編 廣済堂出版/発行
2016.3 127p 26cm 1400 円
（ 廣済堂ベストムック 319 号 ）
真田氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】

1 哲学･宗教
関東八十八ヵ所霊場ガイド 開創二十周年記念出
版
[出版社不明]
[2016.3] 292p A4 判 800 円
群馬県に関する記述あり【桐生タイムス 3/23】

真田信繁と戦国１１５人 信繁と真田家をめぐる
人物群像に迫る！
洋泉社/発行
2016.3 127p 29cm 900 円
（ 洋泉社 MOOK ）【TRC 新刊案内 1951 号】
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〔2016.4〕

辞書びきえほん日本地図 改訂新版
陰山英男/監修 ひかりのくに/発行
2016.2 239p 27 × 13cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

日本的プロテスタンティズムの政治思想
柳父圀近/著 新教出版社/発行
2016.2 387p 20cm 3800 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

しぶかわＳｔｙｌｅ
渋川市/発行
2016.1 25,25p 30cm
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、台湾
語(繁体字)、ポルトガル語の各版がある
【受贈、読売 3/1、上毛 3/9】

樋越神人村遺跡 群馬県動物愛護センター建設工
事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
2015.12 49p 写真図版 19p 30cm 【受贈】
広岡浅子と日本のヒロイン 激動の時代を生きた
女傑たちの真実
英和出版社/発行
2016.3 110p 29cm 1000 円
（ EIWA MOOK ）
新島八重(新島襄の妻)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

しぶかわＳｔｙｌｅ
渋川市/発行
2016.1 25,25p 21 × 10cm
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、台湾
語(繁体字)、ポルトガル語の各版がある
【受贈、読売 3/1、上毛 3/9】

武将の末裔<平成の陣> 子孫が綴った大名家の秘
話 完全保存版
朝日新聞出版/発行
2016.2 110p 29cm 920 円
（ 週刊朝日ムック ）
真田家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1952 号】

昭和維新 日本改造を目指した“草莽”たちの軌
跡
田中健之/著 学研プラス/発行
2016.3 579p 20cm 2800 円
血盟団事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】

味旅(みたび) 東群馬観光ガイドブック
館林行政県税事務所/作製
[2016.2]
【上毛 2/19、ぐんま経済 3/3】

戦国歴史さんぽ 真田幸村、武田信玄…名将の舞
台ずらり
交通新聞社/発行
2016.2 128p 29cm 889 円
安中市、沼田市、太田市、東吾妻町、みなかみ
町に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

南原遺跡１２ 分譲地造成に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
スナガ環境測設/編集･発行
2016.2 20p 図版 4p 30cm
【受贈】

高崎市指定重要文化財柴田日記 高崎の商人が書
き留めた激動の幕末明治
[柴田量平/著] 高崎市立中央図書館市史担当/
編集 高崎市/発行
2016.2 500p 27cm
【受贈】
同志社談叢 第３６号
同志社社史資料センター/編集･発行
2016.3 215,67p 21cm

明治を作った密航者たち
熊田忠雄/著 祥伝社/発行
2016.2 275p 18cm 820 円
（ 祥伝社新書 455 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

【受贈】

富田新井遺跡（前橋市０２４４遺跡） 主要地方
道藤岡大胡線単独道路改築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
2016.2 62p 写真図版 29p 30cm
【受贈】

3 社会科学

新島研究 第１０７号
同志社社史資料センター第一部門研究/編集
同志社大学同志社社史資料センター/発行
2016.2 148p 21cm
【 受贈 】

〔2016.4〕

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２７年第５回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2016.2 162p 30cm
【 受 贈】
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自主避難計画 桐生市黒保根町上田沢町会版
上田沢町会/作成
2015.10 10p 30cm
【 受 贈】

移民の詩 大泉ブラジルタウン物語
水野龍哉/著 CCC メディアハウス/発行
2016.2 215p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 1952 号】
桐生市暮らしの便利ガイド ２０１６
桐生市･ゼンリン前橋営業所/発行
2016.2 112p 30cm

自主避難計画 桐生市新里町赤城山町会版
赤城山町会/作成
2016.3 6p 30cm
【 受贈】
【受贈】
自主避難計画 桐生市新里町板橋町会版
板橋町会/作成
2016.3 6p 30cm
【 受贈】

桐生要約筆記会創立２０周年記念誌
桐生要約筆記会/発行
2016.3 56p 30cm
【受贈、上毛 3/10、桐生タイムス 3/14】
群馬医療福祉大学紀要 第三号
群馬医療福祉大学/発行
2015.3 110p 30cm

自主避難計画 桐生市新里町奥沢自治会版
奥沢自治会/作成
2016.3 6p 30cm
【 受贈】

【 受贈 】

自主避難計画 桐生市新里町関自治会版
関自治会/作成
2016.3 6p 30cm
【 受贈】

ぐんまこどもの夢大賞入選作品集 第２４回
群馬県･公益財団法人群馬県児童健全育成事業
団/編集･発行
2016.2 100p 21cm
【 受贈 】
群馬の特別支援教育－概要版－
群馬県教育委員会[/発行]
[2015.12] 17p 30cm

自主避難計画 桐生市新里町高泉自治会版
高泉自治会/作成
2016.3 6p 30cm
【 受贈】

平成２７年度
住んで得する街ランキング 首都圏版
枻出版社/発行
2016.2 111p 29cm 800 円
（ エイムック 3298 ）
高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 1952 号】

【受贈】

鷺宮咲前神社太々神楽 奉納２００年記念誌
鷺宮咲前神社太々神楽奉納２００年記念事業実
行委員会/編集･発行
2015.10 48p 30cm
【受贈】

玉村町くらしのガイドブック
玉村町･ゼンリン前橋営業所/発行
2016.2 68p 30cm

自主避難計画 桐生市川内町一丁目町会版
川内町一丁目町会/作成
2015.9 6p 30cm
【 受贈】

【 受 贈】

地方消滅 東京一極集中が招く人口急減
増田寛也/編著 中央公論新社/発行
2014.8 243p 18cm 820 円
（ 中公新書 2282 ）
吉岡町に関する記述あり
【朝日 3/1、TRC 新刊案内 1879 号】

自主避難計画 桐生市川内町二丁目町会版
川内町二丁目町会/作成
2015.10 6p 30cm
【受贈】
自主避難計画 桐生市川内町三丁目町会版
川内町三丁目町会/作成
2015.11 6p 30cm
【受贈】

統計おおた 平成２７年版
企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2016.2 99p 30cm

自主避難計画 桐生市川内町四丁目町会版
川内町四丁目町会/作成
2015.11 6p 30cm
【受贈】

【受贈】

希(のぞみ)～光の中を歩んだ姉弟(きょうだい)～
生品小学校「希」作成委員会/編集
大河原俊秋/挿絵 太田市立生品小学校[/発行]
2016.3 36p 30cm
生品小学校が新年度から使う道徳教材
【受贈、毎日 3/2、上毛 3/17】

自主避難計画 桐生市川内町五丁目第一町会版
川内町五丁目第一町会/作成
2016.1 6p 30cm
【 受贈】
自主避難計画 桐生市川内町五丁目第三町会版
川内町五丁目第三町会/作成
2016.1 10p 30cm
【受贈】

福祉の灯火を掲げた宮内文作と上毛孤児院
細谷啓介/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2016.3 73p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 5 ）
【上毛 3/25、TRC 新刊案内 1958 号】

自主避難計画 桐生市川内町五丁目第四町会版
川内町五丁目第四町会/作成
2016.1 6p 30cm
【 受贈】
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〔2016.4〕

前橋市小中学校校長会会誌 第７３号
前橋市小中学校校長会/発行
2016.3 47p 21cm
みなかみ町の自然とくらし
みなかみ町/作成
[2016.3] 120p A4 判

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０３
スバルの秘密基地に独占潜入/東京オートサロン
２０１６
交通タイムス社/発行
2016.3 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）
【TRC 新刊案内 1950 号】

【受贈】

【上毛 3/29】
都道府県で覚える日本酒大図鑑 ＬＯＶＥ ❤ 日本
酒
学研プラス/発行
2016.2 129p 21cm 680 円
（ 学研ムック ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

4 自然科学

水とともに 水がささえる豊かな社会 ２００９
.６
水資源機構/編集･発行
2009.6 31p 30cm
「群馬用水緊急改築事業で採用した新工法の施
工事例～軽量スラスト防護工法～」群馬用水総
合事務所 重中亜由美/著収録
【受贈】

尾瀬植物手帳 花の楽園尾瀬の植物３００種を色
別検索 改訂２版
猪狩貴史/著 JTB パブリッシング/発行
2016.3 175p 18cm 1300 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
【TRC 新刊案内 1953 号】

みそレシピ集 かんな･かぶら∞ぐるぶらの旅
みそレシピコンクール
藤岡行政県税事務所/作製
[2016.3] A4 判 12p
【毎日 3/30】

群馬のスミレ
大平満/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2016.3 105p 19cm 1200 円
【上毛 3/29、TRC 新刊案内 1958 号】
日本の火山 国内３０の火山活動を検証する
山と溪谷社/編 山と溪谷社/発行
2016.3 159p 21cm 1600 円
草津白根山、浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1952 号】
年報 平成２６年度
前橋赤十字病院/発行
[2015.8] 281p 30cm

6 産業
【受贈】

いますぐ行きたい！日本の世界遺産
山本厚子/著 エクスナレッジ/発行
2016.2 141p 21cm 1600 円
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】

ハンセン病 日本と世界 病い･差別･いきる
ハンセン病フォーラム/編 工作舎/発行
2016.2 369p 20cm 2500 円
桜井哲夫氏、草津･湯之沢部落に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 1950 号】

女堀の実像を求めて
飯島義雄/著 みやま文庫/発行
2016.2 185p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 220 ）
著者は伊勢崎市生まれ

写真集 前橋駅－思い出の駅舎と沿線風景－
阿部勇一/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2015.12 80p 19 × 26cm
著者は前橋市生まれ
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学
３０代で建てる群馬の家 ２０１６春・夏号
Ｖｏｌ.９
ニューズ･ライン/発行
2016.3 256p 30cm 324 円
【受贈、ぐんま経済 3/17】

〔2016.4〕

【購入】
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ニッポンのお･み･や･げ 魅力ある日本のおみや
げコンテスト２００５－２０１５受賞作総覧
国土交通省観光庁/監修
日本地域社会研究所/編･発行
2016.2 130p 21cm 1880 円
（ コミュニティ･ブックス ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1951 号】

甲子園の采配 高校野球の戦術･作戦～名将たち
のベンチワークに学ぶ～
ベースボール･マガジン社/発行
2016.1 98p 26cm 1148 円
（ B.B.MOOK 1264 ）
2003 年 第 85 回選手権大会準々決勝･桐生第一
vs 岩国に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1950 号】

守ろう･育てよう日本の水産業 ５ 都道府県別･
まるわかり水産業
坂本一男/監修 岩崎書店/発行
2016.2 48p 29cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】

Ｓｉｇｈｔｌｉｎｅｓ ｐｈｏｔｏ ｂｙ 藤巻亮
太
藤巻亮太/著 OORONG MANAGEMENT/発 行
2016.2 1 冊 19 × 27cm 3000 円
著者は前橋工科大学卒業
【TRC 新刊案内 1951 号】

働く女子の運命
濱口桂一郎/著 文藝春秋/発行
2015.12 251p 18cm 780 円
（ 文春新書 1062 ）
「富岡日記」の女性工員に関する記述あり
【上毛 3/6、TRC 新刊案内 1944 号】

戦国武将の鎧兜 歴史がみるみる好きになる！
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2016.3 127p 26cm 730 円
真田一族の武装に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】
根岸尚亭作品集
根岸昭夫/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2015.7 65p 30cm
根岸氏は沼田市在住
【受贈】

るるぶペットとおでかけ 首都圏発
'１６～'１７
JTB パブリッシング/発行
2016.3 183p 26cm 1000 円
【TRC 新刊案内 1953 号】

ＦＵＪＩＯＫＡ文化財巡りＭＡＰ
藤岡市郷土資料館[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 36 × 52cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
稲川庫太郎展 絵と語りと音楽でくりひろげる－
稲川庫太郎の世界－
妙義山麓美術館[/発行]
[出版年不明] 1 冊 18 × 25cm
（ 格子の風景シリーズ ）
稲川氏は高崎市生まれ
【受贈】

8 語学
中学生の「税についての作文」～入選作品集～
平成２７年度
前橋地区納税貯蓄組合連合会[/発行]
[2016.2] 48p 30cm
【受贈】

関東子どもとでかける！釣り場ベストガイド
手塚一弘/著 メイツ出版/発行
2016.2 144p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1952 号】
きたたちばな村の文化財
北橘村教育委員会[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ

9 文学

42 × 60cm
【受贈】

安吾と桐生
安吾を語る会/発行
2016.2 171p 21cm
【受贈、朝日 3/1、桐生タイムス 3/9】

群馬県刻字展作品集 第四十回記念
上毛新聞社･群馬刻字協会/企画･編集･発行
2015.11 77p 26cm
【受贈】
-5-
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家康、江戸を建てる
門井慶喜/著 祥伝社/発行
2016.2 400p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1951 号】

図書館ドラゴンは火を吹かない
東雲佑/著 輝竜司/画 宝島社/発行
2016.3 319p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1952 号】

生き甲斐 歌集
髙橋誠一/著 草炎社/発行
2011.9 234p 22cm
（ 草炎叢書 第六十一篇 ）
著者は群馬大学学芸学部卒業

とぼとぼ亭日記抄
高瀬正仁/著 萬書房/発行
2016.2 173p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1951 号】
【受贈】
俳人加舎白雄二百九回忌記念誌
矢羽勝幸･上平徳男/編集
加舎白雄顕彰保存会/発行
1999.11 87p 26cm
群馬県大久保の白雄句碑に関する記述あり
【受贈】

映画暗殺教室 卒業編
松井優征/原作 金沢達也/小説 集英社/発行
2016.3 208p 18cm 650 円
（ JUMP J BOOKS ）
金沢氏は藤岡出身
【朝日ぐんま 3/25、TRC 新刊案内 1958 号】

萩原朔太郎と室生犀星 出会い百年
石山幸弘･萩原朔美/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2016.3 77p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 4 ）
【上毛 3/25、TRC 新刊案内 1958 号】

思い寝 七十年前の思い出
一柳一男/著 あさを社(高崎市)/発行
[2016.3] 1296 円(税込)
【上毛 3/28】
川田絢音 『空の時間』から『雁の世』まで 前
橋文学館特別企画展･第２３回萩原朔太郎賞受賞
者展覧会
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2016.2 47p 26cm
【受贈】

魔性納言
武内涼/著 徳間書店/発行
2016.2 521p 15cm 740 円
（ 徳間文庫 た 61-3 ）
著者は高崎市在住
【上毛 3/29、TRC 新刊案内 1950 号】

実録家で親を看取る
中山庸子/著 海竜社/発行
2016.3 173p 18cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1953 号】

棟居刑事の凶縁
森村誠一/著 中央公論新社/発行
2016.2 362p 16cm 700 円
物語の舞台として榛名山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1953 号】

上毛俳句選集－第二十三集－
上毛新聞社事業局出版部/制作
髙橋洋一(群馬県俳句作家協会)/発行
2015.9 219p 19cm 3500 円(頒価) 【受贈】

山村暮鳥といわきの大正時代展 「おうい雲よ」
の詩人
山村暮鳥の詩碑を建てる会実行委員会/編集･発
行
1984.4 12p 18 × 26cm
【受贈】

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん ２ 今日を迎
えるためのポタージュ
友井羊/著 宝島社/発行
2016.2 312p 16cm 650 円
（ 宝島社文庫 C と-2-4 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1950 号】

わるいわるい王さまとふしぎの木
あべはじめ/作 あすなろ書房/発行
2016.2 32p 27cm 1400 円
あべ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1952 号】

世界俳句 ２０１６第１２号
世界俳句協会/編 七月堂[/発行]
[2016.3]
上毛ジュニア俳壇年間優秀句１２句掲載
【上毛 3/24】
戦争と一人の作家 坂口安吾論
佐々木中/著 河出書房新社/発行
2016.2 285p 19cm 2200 円
【TRC 新刊案内 1953 号】

〔2016.4〕
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戦争孤児 「駅の子」たちの思い
本庄豊/著 新日本出版社/発行
2016.2 180p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1952 号】

県関係者の一般著作
愛すべき天才画家 村上肥出夫画集
飯島章/監修[･発行]
[2016.2] 237p 3780 円
飯島氏は前橋市在住
【上毛 3/22】

先端自動車工学
清水康夫/著 東京電機大学出版局/発行
2016.2 8,333p 21cm 2900 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1952 号】

「王道」ステップワン･ツー･スリー ２ 学校と
創った教室でできる関係づくり
曽山和彦/著 文溪堂/発行
2016.3 119p 24cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1953 号】

戦略的大学職員養成ハンドブック 経営参画でき
る“職員力”
岩田雅明/著 ぎょうせい/発行
2016.2 11,226p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1953 号】

岡村昭彦と死の思想 「いのち」を語り継ぐ場と
してのホスピス
高草木光一/著 岩波書店/発行
2016.1 10,245,7p 20cm 2700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1950 号】

対話でつくる算数授業 ボケとツッコミがアクテ
ィブ空間をつくり出す
田中博史/著 文溪堂/発行
2016.3 157p 19cm 1600 円
（ hito*yume book ）
著者は共愛学園前橋国際大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 1953 号】

群境介のミニ盆栽コツのコツ カラー図解
群境介/著 農山漁村文化協会/発行
2016.2 159p 24cm 2000 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1952 号】

東京大都市圏郊外の変化とオフィス立地 オフィ
ス移転からみた業務核都市のすがた
佐藤英人/著 古今書院/発行
2016.2 10,160p 22cm 4200 円
著者は高崎経済大学地域政策学部准教授
【TRC 新刊案内 1952 号】

交番のヒーロー おしごとのおはなし 警察官
如月かずさ/作 田中六大/絵 講談社/発行
2016.2 74p 22cm 1100 円
（ シリーズおしごとのおはなし ）
如月氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1953 号】

トップ営業マンが使っている買わせる営業心理術
前トヨタホーム４年連続トップ営業マンの「お
客様」に気に入られ、「商品」を魅力的に伝える
方法 完全版
菊原智明/著 明日香出版社/発行
2016.2 267p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1951 号】

事例で学ぶ家族法 第４版
田山輝明/著 法学書院/発行
2016.2 12,233p 21cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1953 号】
死に方は自分で選ぶ 自宅で死ぬということ
平尾良雄/著 講談社ビーシー/発行
2016.2 205p 19cm 1400 円
著者は群馬大医学部講師
【TRC 新刊案内 1952 号】

遊牧英雄とロシア帝国 あるクルグズ首領の軌跡
秋山徹/著 東京大学出版会/発行
2016.2 5,243p 22cm 7000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1953 号】

新養護概説 第９版
釆女智津江/編集代表 少年写真新聞社/発行
2016.2 262p 30cm 2400 円
付属資料：CD-ROM1 枚
元群馬県立高等学校養護教諭
【TRC 新刊案内 1951 号】

ルルとララのすてきなパーティブック
あんびるやすこ/監修 ぴあ/発行
2016.2 85p 21cm 1000 円
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1951 号】

世界といまを考える 是枝裕和対談集 ２
是枝裕和/著 PHP 研究所/発行
2016.2 327p 15cm 880 円
（ PHP 文庫 こ 60-3 ）
糸井重里(群馬県生まれ)との対談収録
【TRC 新刊案内 1950 号】
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視聴覚資料

電子資料

伊勢崎市･本庄市･深谷市が生んだ偉人が語る絹の
文化（DVD）
富岡製糸場世界遺産伝道師協会/監修
群馬県伊勢崎行政県税事務所/著
群馬テレビ/制作
2016.2 30 分
【受贈、上毛 3/16】
大手拓次と磯部温泉（DVD）
櫻井 DVD 研究所[/制作]
2015.12
群馬県立女子大学と上毛新聞主催の第 30 回群
馬学連続シンポジウムより
【受贈】
群馬の歌舞伎･人形芝居（DVD）
ぐんま郷土芸能助っ人塾/制作
[2016.2]

【受贈】

交響詩曲ぐんま（CD）
鈴木比呂志/作詞 服部良一/作曲･指揮
群馬交響楽団/演奏 群馬県/制作
1994 11 曲
付属資料：「交響詩曲ぐんま」10p 26cm
【受贈】
Ｓａｋｕｒａ超特急（CD）
あかぎ団/歌 多田慎也[/作詞･作曲]
2016.3
【読売 3/14】
ベートーヴェン交響曲全集 群馬交響楽団５０周
年記念（CD）
高関健/指揮 群馬交響楽団/演奏
1996 5 枚組
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 渋川市立
小野上中学校 平成２８年１月１２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 高崎市立
倉賀野中学校 平成２８年１月５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】
ひまわりの花畑（CD）
大越桂/作詞 ポァゾン/作曲
[2015.12]
ポァゾンは桐生市を拠点とする音楽ユニット
【上毛 3/17】
『麦のぬくもり』～ぐんまの粉食文化～（DVD）
群馬銀行/企画 群馬テレビ/制作
2016.1 58 分
【受贈、上毛 3/24、ぐんま経済 3/31】

〔2016.4〕
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