群

馬

の

本

2 歴史･伝記･地理

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１７年３月分
No.３６４

井伊家と彦根城 ＮＨＫ大河『おんな城主直虎』
をもっと楽しむ！
宝島社/発行
2017.3 111p 30cm 1080 円
（ 別冊宝島 2552 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

平成 29(2017)年 4 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

伊香保･草津 群馬 ２版
昭文社/発行
2017.3 111p 18cm 800 円
（ ことりっぷ ）
付属資料：「とりはずせる MAP」1 枚
【TRC 新刊案内 2001 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。

おでかけ群馬 ２０１７－１８
ニューズ･ライン(前橋市)/発行
2017.3 194p 26cm 926 円
【受贈、ぐんま経済 3/30】

・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。

上新田町誌
町誌編纂委員会/編纂 上新田町自治会/発行
2017.3 231,20,4p 31cm 【受贈、上毛 3/29】
草倉遺跡３ ―古代集落と中世道路跡、近世･近
代遺跡の発掘調査―
山下工業/編集･発行
2016.3 25p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

０ 総記

草津 伊香保 四万 軽井沢
JTB パブリッシング
2017.3 126p 20cm 850 円
（ マニマニ ）
付属資料：「Compact Map」1 枚
【TRC 新刊案内 2001 号】

1 哲学･宗教

群馬にある３つのラムサール条約湿地 尾瀬 渡
良瀬遊水地 芳ヶ平湿地群
群馬県環境森林部自然環境課[/発行]
[2017.3] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈、読売 3/30】

安居院作『神道集』の成立
福田晃/著 三弥井書店/発行
2017.2 310p 22cm 8500 円
「赤城大明神事」、「伊香保大明神事」、上州、
西上州に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

現代に生きる内村鑑三 人間と自然の適正な関係
を求めて 改訂版
三浦永光/著 御茶の水書房/発行
2017.2 11,279,7p 23cm 4400 円
【TRC 新刊案内 2003 号】

最強龍穴パワースポット 新版
李家幽竹/著 山と溪谷社/発行
2017.3 199p 21cm 1500 円
榛名神社、水澤寺、妙義神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

ころとんと行く！まえばしころころすごろく
前橋市役所観光振興課[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】
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〔2017.4〕

桜林Ⅱ遺跡―東横野地区学童クラブ建設工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書―
安中市教育委員会/編集･発行
2017.3 44p 写真図版 12p 30cm
【受贈】
沢渡大火の記録＝敗戦前後のこと＝
安原修次/編･著 共育社/製作
2017.2 146p 21cm
安原氏は中之条生まれ

旅に出たくなる地図 日本 １９版
帝国書院編集部/著 帝国書院/発行
2017.2 255p 30cm 2400 円
浅間山の鳥瞰図を収録
【TRC 新刊案内 2002 号】
同志社談叢 第３７号
同志社大学同志社社史資料センター/編集･発行
2017.3 6,102,72p 21cm 1000 円
【受贈】

【受贈】

自由民権運動 <デモクラシー>の夢と挫折
松沢裕作/著 岩波書店/発行
2016.6 11,232p 18cm 820 円
（ 岩波新書 新赤版 1609 ）
秩父事件、群馬事件に関する記述あり
【朝日 3/1、TRC 新刊案内 1974 号】

特別展 平成２６年度 玉村町の医家
家
玉村町歴史資料館/編集･発行
2014.10 15p 30cm

日本史１００人の履歴書 あの偉人たちにも黒歴
史！？
矢部健太郎/監修 宝島社/発行
2017.3 447p 19cm 600 円
新田義貞、井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

絶景温泉１００
高橋一喜/著 幻冬舎/発行
2016.10 235p 18cm 800 円
（ 幻冬舎新書 た-16-2 ）
群馬県に関する記述あり
【朝日 3/15、TRC 新刊案内 1986 号】

花の絶景さんぽ旅 首都圏版
ぴあ/発行
2017.3 98p 30cm 840 円
（ ぴあ MOOK ）
妙義山さくらの里、あかぼり小菊の里に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2001 号】

戦国大名「御家」系譜事典 大名１９５家の歴史
を大判･カラー家系図でたどる
森岡浩/監修 宝島社/発行
2017.3 143p 30cm 1000 円
（ 別冊宝島 2550 ）
長尾(上杉)氏、里見氏、真田氏、長野氏、由良
(横瀬)氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

続六合村誌民族資料集
続六合村誌編纂委員会/編集
中之条町/発行
2017.3 473p 31cm

浜村淳の浜村映画史 名優･名画･名監督
浜村淳･戸田学/著 青土社/発行
2017.3 405p 20cm 2200 円
三國連太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】
武州世直し一揆
近世村落史研究会/編 慶友社/発行
2017.2 5,596p 22cm 10000 円
岩鼻、新町、高崎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2001 号】

【受贈】

本関町古墳群２―関山遺跡Ⅰ･東遺跡Ⅰ･東遺跡Ⅱ
の調査―
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/発行
2014.3 88p 30cm
【受贈】

【受贈】

たのふじおか 群馬県多野藤岡地域(藤岡市･神流
町･上野村)ガイドブック
群馬県多野藤岡振興局藤岡行政県税事務所/発
行
[2017.2] 22p 30cm
【受贈、上毛 3/1、ぐんま経済 3/2】

〔 2017.4〕

【受贈】

新島研究 第１０８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
2017.2 170p 21cm
【受贈】

新編西蔵漂泊 チベットに潜入した十人の日本人
江本嘉伸/著 山と溪谷社/発行
2017.3 517,8p 15cm 1100 円
（ ヤマケイ文庫 ）
矢島保治郎(伊勢崎市生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

続六合村誌
続六合村誌編纂委員会/編集
中之条町/発行
2017.3 700p 31cm

小泉重田

前橋の城と城下町 平成２８年度
館 テーマ展示Ⅱ
群馬県立文書館[/発行]
[2016.10] [4p] 30cm
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群馬県立文書
【受 贈】

まるわかり学(まな)ぶっく ～初代群馬県令･素
彦(もとひこ)と文(ふみ)～
ぐんま「花燃ゆ」プロジェクト推進協議会/発
行
[出 版 年不 明 ] [3p] 30cm
【受 贈】

いずみ 第６８号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2017.3 207p 21cm

【受贈】

エラベル２０１８関東版 優良企業情報誌 東京
商工リサーチが厳選した関東の優良企業を掲載
東京商工リサーチ/発行
[2017.3] 424p A4 判 1000 円
群馬県に関する記述あり
【上毛 3/11】

向田Ⅱ遺跡 工業団地造成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･シン技術コン
サル/編集･発行
2017.3 114p 写真図版 16p 30cm 【受贈】

会員名簿（附）協会要項 昭和二十四年十二月現
在
群馬県経営者協会[/発行]
[1949.12] 28,50p 22cm
【受贈】

明治なりわいの魁 日本に産業革命をおこした男
たち
植松三十里/著 ウェッジ/発行
2017.2 192p 21cm 1800 円
尾高惇忠(富岡製糸場初代場長)に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2001 号】
麺のまち うどんの里 館林
麺のまち「うどんの里館林」振興会[/発行]
[2016.4] 折りたたみ 37 × 52cm
【受贈、上毛 11/27】
モダニスト再考 建築の２０世紀はここから始ま
った 日本編
彰国社/編･発行 青井哲人/ほか著
2017.3 423p 21cm 3300 円
アントニン･レーモンドに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】
吉田戦車 総特集 大増補新版
河出書房新社/発行
2017.2 286p 21cm 1300 円
（ KAWADE 夢ムック ）
糸井重里の特別寄稿収録
【TRC 新刊案内 2002 号】

学校教育の指針 平成２９年度
群馬県教育委員会義務教育課/発行
[2017] [4p] 30cm

【受贈】

学校における人権教育 第２０集
安中市教育委員会/発行
2017.2 37p 30cm

【受贈】

教育要覧 平成２８年度
沼田市教育委員会[/発行]
[2017.2] 84p 30cm

【受贈】

桐生大学紀要 第２７号
桐生大学紀要編集委員会/編集
桐生大学/発行
2016.12 43p 30cm

【受贈】

群測協５０周年誌 １９６６－２０１６
群馬県測量設計業協会/編集･発行
2016.11 106p 30cm
【受贈】
[群馬県職員]採用パンフレット 平成２９(２０
１７)年度
群馬県人事委員会事務局[/発行]
[2017] 14p 30cm
【受贈】

余はいかにしてキリスト信徒となりしか
内村鑑三/著 鈴木範久/訳 岩波書店/発行
2017.2 404,10p 15cm 1070 円
（ 岩波文庫 33-119-2 ）
【TRC 新刊案内 2002 号】

群馬県立県民健康科学大学紀要 第１２巻
群馬県立県民健康科学大学/発行
2017.3 99p 30cm
【受贈】
ぐんまこどもの夢大賞 ２５回記念 最優秀作品
集
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2017.3 164p 21cm
【受贈】

3 社会科学
安中教育 第１１号
安中市教育委員会/発行
2017.3 70p 30cm

ぐ んま こ ども の夢 大 賞入 選作 品 集 第 ２ ５ 回
（平成２８年度）
群馬県･群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2017.3 109p 21cm
【受贈】

【受贈】

群馬大学教育実践研究 第３４号
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー/発行
2017.3 246p 30cm
【自館作成】

育英短期大学研究紀要 第３４号
紀要編集委員会/編集 育英短期大学/発行
2017.2 111p 30cm
【受贈】
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〔2017.4〕

群馬大学地域貢献事業報告書 平成２７年度
群馬大学地域連携推進室[/発行]
[2017] 29p 30cm
【受贈】

大学受験案内 大学･短大･大学院総合ガイド
２０１８年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2017.3 1766p 21cm 2400 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

ぐんまの学校統計 平成２８年度
群馬県企画部統計課人口社会係/発行
2017.3 100p 30cm
【受贈】

大学受験データ 全国全大学７５２校ガイド
２０１７年
『大学受験データ』編集班/編集
世論時報社/発行
2017.2 495p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

ぐんまの高校ガイド
群馬県教育委員会事務局管理課[/発行]
2017.3 57p 30cm
【受贈】
ぐんまの高校ＭＡＰ
群馬県教育委員会事務局管理課[/発行]
2017.3 折りたたみ 60 × 94cm
【受贈】

館林市暮らしのガイド市民便利帳２０１７
館林市･ゼンリン前橋営業所/発行
2017.4 104p 30cm
【受贈】

群馬保健学研究 第３７巻 ２０１６年度
群馬大学大学院保健学研究科/発行
2017.3 137p 30cm
【受贈】
研究紀要 第３７号
前橋市小中学校校長会研究部/発行
2017.3 72p 30cm

【受贈】

【受贈】
【受贈】

【受贈】

研修講座案内 平成２９年度
群馬県総合教育センター/発行
2017.3 144p 30cm

【受贈】

平成２６年度
【受贈】

国立･私立小学校進学のてびき 首都圏･東日本
平成３０年度版
日本学習図書株式会社編集部/編
日本学習図書/発行
2017.2 335p 26cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

シニアが参加できるグループの紹介
群馬県長寿社会づくり財団[/発行]
[2017] 31p 30cm

定例県議会議案 平成２９年第１回
明書） 企業局関係
群馬県[/発行]
[2017] 160p 30cm

（附予算説

定例県議会議案 平成２９年第１回
明書） 病院局関係
群馬県[/発行]
[2017] 50p 30cm

（附予算説

定例県議会議案 平成２９年第１回
年度関係）
群馬県[/発行]
[2017] 84p 30cm

（平成２８

統計おおた 平成２８年版
企画部企画政策課統計係/編集
太田市役所/発行
2017.2 96p 30cm

事業概要 平成２８年度（平成２７年度実績）
群馬県女性相談所･三山寮[/発行]
[2016] 38p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

日本地域政策研究 第１８号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2017.3 136p 30cm
【受贈】
【受贈】
日本のヤクザ１００の喧嘩 闇の漢たちの戦争
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2017.3 237p 19cm 800 円
前橋スナック乱射事件、北関東抗争に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

選挙の記録 平成２８年７月１０日執行 第２４
回 参議院議員通常選挙
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2017.3 250p 30cm
【受贈】

〔 2017.4〕

第１回定例県議会

定例県議会議案 平成２９年第１回
群馬県[/発行]
[2017] 123p 30cm

研究の記録 平成２８年度
伊勢崎市教育研究所[/発行]
[2017.3] 1 冊 30cm

県民経済計算（確報概要版）
群馬県[/発行]
[2017.3] 20p 30cm

知事発言要旨 平成２９年
群馬県[/発行]
[2017] 16p 30cm
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板木 第６５集
群馬県教育委員会･群馬県へき地教育研究連盟･
群馬県へき地教育振興会[/発行]
[2017.3] 44p 30cm
【受贈】
坂東太郎 第一五二号
群馬県立前橋高等学校/発行
2017.3 140p 21cm

5 技術･工学･家政学･生活科学
群馬･あがつま 地産地消お食事ガイド
吾妻郡農業振興協議会/発行
[2017.3] 27p 30 × 11cm【受贈、上毛 3/31】

【受贈】
軍用機の誕生 日本軍の航空戦略と技術開発
水沢光/著 吉川弘文館/発行
2017.2 5,196p 19cm 1700 円
（ 歴史文化ライブラリー 443 ）
中島飛行機に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1998 号】

ふじおかくらしのガイドブック ２０１７年版
藤岡市･ゼンリン前橋営業所/発行
2017.3 84p 30cm
【受贈】
平成２８年度伝統文化継承事業 調査報告書
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2017.3 107p 30cm
【受贈】
補正予算説明書 平成２８年度
回定例県議会
群馬県[/発行]
[2017] 243p 30cm

調べてみよう都道府県の特産品 お菓子編
都道府県の特産品編集室/編 理論社/発行
2017.2 63p 27cm 3000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2001 号】

平成２９年第１
【受贈】

水質年報 平成２７年度
群馬県企業局水質検査センター/編集･発行
2017.3 217p 30cm
【自館作成】

前橋市小中学校校長会会誌 第７５号
前橋市小中学校校長会/発行
2017.3 42p 21cm
【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０８
どこよりも詳しい！ＳＴＩスポーツココだけの話
交通タイムス社/発行
2017.3 145p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2001 号】

めぶく～幼児の育ち～ 子どもも大人も育ち合う
ために まえばし幼児教育充実指針
前橋市･前橋市教育委員会/発行
2017.2 22p 21cm
【受贈】
予算説明書 平成２９年度
群馬県[/発行]
[2017] 352p 30cm

田中正造と足尾鉱毒問題 土から生まれたリベラ
ル･デモクラシー
三浦顕一郎/著 有志舎/発行
2017.3 6,312p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2003 号】

第１回定例県議会
【受贈】

予算附属説明書 平成２９年度当初予算
群馬県[/発行]
[2017.2] 394p 30cm
【受贈】

難攻不落の城郭に迫る！『山城』の不思議と謎
今泉慎一/監修 実業之日本社/発行
2017.3 191p 18cm 850 円
（ じっぴコンパクト新書 315 ）
岩櫃城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】
日本の名城地図帳 全国の国宝･重文･史跡をマッ
プと詳細データで完全ガイド
名城研究会/著 電波社/発行
2017.3 193p 21cm 1000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

4 自然科学
群馬県衛生環境研究所年報 第４８号
群馬県衛生環境研究所/編集･発行
2016.3 89p
30cm

【受贈】

豚肉料理グルメマップ
Ｖｅｒｓｉｏｎ．１０
[ようこそまえばしを進める会/発行]
[2014] 11 × 30cm 45p
【受贈】
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〔2017.4〕

零戦＆雷電 稀少な現存機、映像による詳細解析
[複合媒体資料]
藤森篤/著･撮影･監修 野原茂/解説
枻出版社/発行
2017.2 47p 29cm 1000 円
堀越二郎(群馬県生まれ)の技術遺産に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

群馬農林水産統計年報 平成２７～２８年
関東農政局統計部/編集･発行
2017.3 168p 30cm
【受贈】
蚕糸王国長野県 日本の近代化を支えた養蚕･蚕
種･製糸
新津新生/著 川辺書林/発行
2017.2 263p 21cm 1600 円
片倉製糸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】
シルクカントリーぐんま「絹の国サミットｉｎ藤
岡」
上毛新聞社事業局出版部/制作
シルクカントリーぐんま連絡協議会/発行
2016.10 73p 30cm
【受贈】

6 産業
ＷｉｎｄｏｗＳｃａｐｅ ３ 窓の仕事学
東京工業大学塚本由晴研究室/編
塚本由晴/著 フィルムアート社/発行
2017.2 285p 21cm 2600 円
（ 窓学 ）
高山社跡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

絶滅危惧鉄道 今こそ訪れたい路線、降りたい駅、
乗りたい列車を完全網羅！！ ２０１７
イカロス出版/発行
2017.3 113p 26cm 1600 円
（ イカロス MOOK ）
わたらせ渓谷鐡道わたらせ渓谷線桐生～間藤に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

おかいこさんを育てる とみおかの農家さん
諸恵美子/作製
[2017.3] 36p A5 判
諸氏は富岡市地域おこし協力隊員【上毛 3/23】

高山社を考える会 活動記録史
高山社顕彰会･調査部/企画編集
高山社顕彰会/発行
2017.2 196p 30cm

飼い猫の適正飼養及び飼い主のいない猫対策ガイ
ドライン
群馬県健康福祉部食品･生活衛生課/編集･発行
2017.3 13p 30cm
【受贈】

治山事業及び保安林制度のあらまし
度
群馬県[/発行]
[2016.12] 60p 30cm

かかあ天下―ぐんまの絹物語―ｉｎ桐生 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
2016.11 46p 30cm
【受贈】

平成２８年
【受贈】

地図マニア空想の旅
今尾恵介/著 集英社インターナショナル/発行
2016.6 252p 19cm 1300 円
（ 知のトレッキング叢書 ）
昭和 14 年の草津軽井沢電気鉄道に関する記述
あり
【朝日 3/29、TRC 新刊案内 1969 号】

かんがい施設カード Ｖｅｒ.１．０（２０１７．
３）
群馬県中部農業事務所[/作製]
[2017.3] 10 種類 7 × 9cm
天狗岩用水の制水門(吉岡町)や坂東大堰(渋川
市)など 10 施設を取り上げている
【受贈、上毛 3/16】

鉄道にっぽん！４７都道府県の旅 １ 北海道･
東北･関東めぐり
山崎友也/監修 教育画劇/発行
2017.2 55p 31cm 3500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2001 号】

群馬から発信する交通･まちづくり
湯沢昭･森田哲夫/編著 上毛新聞社/発行
2017.3 188p 30cm
湯沢氏は前橋工科大学名誉教授
森田氏は前橋工科大学工学部教授
【受贈】

「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報 平成２７年
度
群馬県企画部世界遺産課/編集･発行
2017.2 32p 30cm
【受贈】

群馬県蚕糸技術センター年報 平成２７年度
群馬県蚕糸技術センター/発行
2017.2 43p 30cm
【受贈】

〔 2017.4〕

【受贈】

ＴＯＭＩＯＫＡ世界遺産会議ＢＯＯＫＬＥＴ ８
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.3 72p 21cm 600 円
【受贈】
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[沼田市物産振興会「若手の会」 会員企業と商
品･サービスのご紹介]
沼田市物産振興会「若手の会」[/発行]
[2017.3] 13p A4 判
【上毛 3/8】

ＧＵＮＭＡマンガ･アニメフェスタ作品集 第４回
平成２８年度
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2017.2 172p 21cm
付属資料：DVD1 枚
【受贈】

ポケット関東農林水産統計 平成２８年版
関東農政局統計部[/発行]
2017.3 187p 19cm
【受贈】
モリノワ ｖｏｌ.３（２０１７）
群馬県森林ボランティア支援センター[/発行]
2017 14p 30cm
【受贈】
養豚経営の展開と生産者出資型インテグレーショ
ン
申錬鐵/著 農林統計出版/発行
2017.2 9,148p 21cm 2000 円
グローバルピッグファーム(渋川市)に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

群馬陸上競技年鑑 平成２９年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2017.3 374p 30cm

【受贈】

再発見！ニッポンの立体
印象社/制作
群馬県立館林美術館/[ほか]発行
2016.7 173p 24cm

【受贈】

地獄絵･福沢一郎の世界
東美デザイン/制作 国立国際美術館/発行
1978.4 82p 27cm
【受贈】
白石麻衣写真集 パスポート
中村和孝/撮影 講談社/発行
2017.2 144p B5 判変形 1944 円(税込)
白石麻衣は群馬出身
【朝日ぐんま 3/3】

るるぶペットとおでかけ '１８
JTB パブリッシング/発行
2017.3 159p 26cm 1000 円
付属資料：「お役立ち&ドッグラン BOOK」15p
（ るるぶ情報版 ）
草津、水上に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

Ｓｔａｎｄａｒｄ群馬 創刊号 群馬の野球大特
集
山口北州印刷/発行
2017.3 800 円(税込)
【朝日ぐんま 3/24】

ローカル線さんぽ旅 首都圏版
ぴあ/発行
2017.3 114p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
わたらせ渓谷鉄道、上信電鉄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2002 号】

世界書画家系列叢書･生方洸雲
日中国際美術協会/編集
遠東文化芸術交流中心/発行
2010.6 23p 29cm
生方氏は沼田市生まれ

【受贈】

ＤＡＤＡ通信 Ｖｏｌ.Ⅰ 第１号～第２０号
真下弘明･真下道明･田中正･岩井啓二/著
DADA 通信製作委員会(高崎市)/発行
2017.2 [42p] 30cm
【受贈】
たてばやし彫刻マップ
館林市教育委員会文化振興課[/発行]
2014.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
ぐんまのこけしがスゴい！～渋川市･榛東村･吉岡
町のこけし工房をたずねて～
群馬県渋川行政県税事務所/製作･発行
[2017.3] 15p 15cm
【受贈】

百均造形―みぢかなモノでおもしろアート―
森竹巳/著 土曜美術社出版販売/発行
2017.3 57p 30cm 2000 円
著者は太田市在住
【受贈】

群馬のソフトテニス２０１６－２０１７総集編
ありがと!Gsports/編集
綜合プランニング(前橋市)/発行
2016.12 67p 30cm 926 円
（ ありがと！ Gsports 臨時 増刊号 Vol.71 ）
【受贈】

福沢一郎 魏志倭人伝展
印象社/制作 日本経済新聞社/発行
[1981] 1 冊 28cm
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【受贈】

〔2017.4〕

たんこちゃん
村上園江/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2016.12 10p 21cm
【 受 贈 、 上 毛 12/31】

8 語学
なぐもとしのりのこと
飯塚祥則[/著･発行]
[2017.3] 211p A5 判 1000 円
飯塚氏は渋川市在住 【朝日 3/10、上毛 3/21】

小さな赤いめんどり
アリソン･アトリー/作 神宮輝夫/訳
こぐま社/発行
2017.3 77p 22cm 1200 円
（ こぐまのどんどんぶんこ ）
神宮氏は高崎市生まれ
【TRC 新刊案内 2003 号】

未来の家族への手紙コンクール作品集 第２回
群馬県こども未来部こども政策課/発行
2017.3 64p 21cm
【受贈】

朝鮮半島と日本の詩人たち
卞宰洙(ピョンジェス)/著 スペース伽耶/発行
2016.2 360p 20cm 3000 円
伊藤信吉「海流」と萩原朔太郎「近日所感」に
関する記述あり
【朝日 3/8、TRC 新刊案内 1955 号】

9 文学
あぶらかだぶら 歌集
今泉幸子/著 行路文芸社/発行
2017.3 200p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 56 篇 ）
著者は桐生市在住

つかめるかな？
大橋政人/ぶん 片山健/え 福音館書店/発行
2017.3 23p 20 × 23cm 389 円
（ ちいさなかがくのとも 180 号 ）
大橋氏はみどり市在住
【上毛 3/14】
【受贈】

<都市>文学を読む
東郷克美･吉田司雄/編 鼎書房/発行
2017.2 237p 21cm 2000 円
「少女病」田山花袋/著収録
【TRC 新刊案内 2002 号】

<異界>文学を読む
東郷克美･高橋広満/編 鼎書房/発行
2017.2 237p 21cm 2000 円
「猫町」萩原朔太郎/著収録
【TRC 新刊案内 2002 号】

ながいながい骨の旅
松田素子/文 川上和生/絵
桜木晃彦･群馬県立自然史博物館/監修
講談社/発行
2017.2 [35p] 25 × 27cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2003 号】

織と布そして猫とヴェネツィア
瀬山由里子/著 瀬山士郎/編
鬣の会(前橋市)/発行
2017.3 324p 15cm 1500 円
（ 風の花冠文庫 21 ）
著者は元群馬県立図書館嘱託司書
編者は元群馬大学教育学部教授
【受贈、上毛 3/29】
山茶花（第十集）
山茶花短歌会(前橋市)/発行
2017.3 43p 21cm

萩原朔太郎とヴェルレーヌ
小川敏栄/著 人間と歴史社/発行
2017.2 339p 20cm 3500 円
（ 文学論集 1 ） 【TRC 新刊案内 2002 号】
浜辺の文学史
鈴木健一/編 三弥井書店/発行
2017.2 308p 21cm 2800 円
新田義貞と竜神に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2003 号】

【受贈】

下滝短歌会五十周年六百回記念歌集 （第四集）
下滝短歌会/編集･発行
2017.3 59p 26cm
【 受贈 、 上 毛 3/21】

ひとり言
木村征美/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.2 156p 22cm
著者は元北橘村役場職員 【受贈、上毛 3/17】

作家の山旅 紀行とエッセーで読む
山と溪谷社/編･発行
2017.3 357p 15cm 930 円
（ ヤマケイ文庫 ）
「山水小記(抄)」田山花袋/著、
「赤城にて或日」
志賀直哉/著、
「山に登る/山頂」萩原朔太郎/著、
「神津牧場行」川端康成/著、
「日本の山と文学」
坂口安吾/著収録
【TRC 新刊案内 2001 号】

〔 2017.4〕

文豪図鑑完全版 あの文豪の素顔がすべてわかる
開発社/編 自由国民社/発行
2017.3 111p 21cm 1300 円
田山花袋、萩原朔太郎、坂口安吾に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2003 号】
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もじずり 歌集
長谷川陽子/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.2 160p 19cm
著者は渋川市生まれ
【受贈】

他者と共に「物語」を読むという行為
浜田秀行/著 風間書房/発行
2017.2 4,186p 22cm 6000 円
著者は群馬大学教育学部准教授
【TRC 新刊案内 2001 号】
挑発する写真史
金村修･タカザワケンジ/著 平凡社/発行
2017.2 365p 21cm 2300 円
タカザワ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2002 号】

県関係者の一般著作

東南アジアの住居 その起源･伝播･類型･変容
布野修司･田中麻里/著
京都大学学術出版会/発行
2017.2 16,531p 23cm 7500 円
田中氏は群馬大学総合情報メディアセンター長
【TRC 新刊案内 2003 号】

イップス スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む
石原心/著 内田直/監修 大修館書店/発行
2017.2 14,128p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2001 号】
鬼瓦のルーツ 写真紀行 ～韓国･中国･カンボジ
ア～
富山弘毅/著 ルネッサンス･アイ/発行
2017.3 218p 26cm 1800 円
著者は前橋市在住
【受贈】

豊臣秀吉朝鮮侵略関係史料集成 １ 一五八五～
一五九二年
北島万次/編 平凡社/発行
2017.2 30,941p 22cm 15333 円
北島氏は高崎経済大学教授を歴任
【TRC 新刊案内 2003 号】

企業と会計の道しるべ
水口剛･平井裕久/著 中央経済社/発行
2017.2 2,7,196p 21cm 2200 円
水口氏は高崎経済大学経済学部教授
【TRC 新刊案内 2001 号】

豊臣秀吉朝鮮侵略関係史料集成 ２ 一五九三～
一五九五年
北島万次/編 平凡社/発行
2017.2 12,985p 22cm 15333 円
北島氏は高崎経済大学教授を歴任
【TRC 新刊案内 2003 号】

減塩のための食品交換表 七訂版
大月邦夫/編著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.3 146p 26cm 900 円
大月氏は高崎市在住
【受贈】

豊臣秀吉朝鮮侵略関係史料集成 ３ 一五九六～
一五九八年
北島万次/編 平凡社/発行
2017.2 12,1081p 22cm 15334 円
北島氏は高崎経済大学教授を歴任
【TRC 新刊案内 2003 号】

実践マーケティングオートメーション 会わずに
売れるリード育成法
永井俊輔･できるシリーズ編集部/著
インプレス/発行
2017.3 222p 21cm 2200 円
（ できる 100 の新法則 ）
永井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2002 号】

流れるようにわかる統計学 こんなふうに教わり
たかった！
佐々木隆宏/著 KADOKAWA/発行
2017.2 319p 21cm 2300 円
著者は東京福祉大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2001 号】

精神病理学臨床講義 第２版
濱田秀伯/著 弘文堂/発行
2017.3 9,363p 22cm 6500 円
著者は元群馬病院(高崎市)長
【TRC 新刊案内 2002 号】

発見と創造の数学史 情緒の数学史を求めて
高瀬正仁/著 萬書房/発行
2017.2 13,272p 22cm 2700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2001 号】

そのネット集客はいますぐやめなさい！
臂守彦/著 秀和システム/発行
2016.12 294p 19cm 1500 円
著者は伊勢崎市在住
【上毛 3/18、TRC 新刊案内 1994 号】

ルーズベルトは米国民を裏切り日本を戦争に引き
ずり込んだ アメリカ共和党元党首Ｈ･フィッシ
ュが暴く日米戦の真相
青柳武彦/著 ハート出版/発行
2017.2 271p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2001 号】
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〔2017.4〕

視聴覚資料

電子資料

群馬の近代化（DVD）
群馬銀行/企画 群馬テレビ/制作
2017.1 58 分
【受贈、上毛 3/16】

群馬県浅間家畜育成牧場 平成２７年度業務年報
（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場[/発行]
[2016]
【受贈】

上州機織子守唄（CD）
松原真介/歌 斎藤茂[/制作]
2014.4 更新
松原氏と斎藤氏は藤岡市在住
【受贈、上毛 2/3】

群馬大学教育実践研究 第３４号（CD-ROM）
群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センタ
ー[/発行]
[2017.3]
【受贈】

[０２７]（CD）
フロムア/歌･製作
[2017.3]
高崎市内の名所を歌ったご当地ソング
【上毛 3/20】

♯公開書簡フェア 絲山秋子と１０人の書店員に
よる往復書簡（電子書籍）
絲山秋子/著 本の雑誌社/発行
[2017.2] [2160 円]
著者は高崎市在住
【上毛 3/14】

みんなの時間 地域が支える小中学校 太田市立
駒形小学校 平成２９年２月１４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】

日本の生糸商標 図録･目録（DVD-ROM）
東京農工大学科学博物館/企画
[出版年不明]
（東京農工大学科学博物館 DVD シリーズ№ 3）
群馬県に関する記述あり
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
国府小学校 平成２９年２月７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】

水質年報 平成２７年度（CD-ROM）
群馬県企業局水質検査センター[/発行]
[2016]
【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 高崎市立
南八幡小学校 平成２９年３月１４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 玉村町立
芝根小学校 平成２９年２月２８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 特 別 編
「甲を着た古墳人のメッセージ」 平成２９年１
月３１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 沼田市立
沼田北小学校 平成２９年３月７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 前橋市立
荒子小学校 平成２９年２月２１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】
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