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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１２年９月分
No.３１０

秋の日帰り･一泊関東紅葉ドライブ
'１２～'１３
成美堂出版/発行
2012.10 143p 26cm 933 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1782 号】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 10 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

碓氷安中史帖
阪本英一･大工原豊/ほか著
みやま文庫(前橋市)/発行
2012.1 217p 19cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 205 ）
阪本氏はみやま文庫編集幹事
大工原氏は高崎市在住

・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。

【購入】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
江戸の理系力 江戸時代の科学技術の実力は世界
水準を超えていた!
洋泉社/発行
2012.9 111p 26cm 1400 円
（ 洋泉社 MOOK ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1780 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。

おさんぽマップ東京周辺日帰りさんぽ ２０１２
実業之日本社/発行
2012.10 81p 25cm 476 円
（ ブルーガイド･ムック ）
桐生と小幡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1783 号】

０ 総記

温泉＆やど関東周辺 信州・新潟 '１３
昭文社/発行
2012.10 237p 26cm 952 円
（ マップルマガジン ）
四万、草津に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1781 号】

1 哲学･宗教
群馬のキリスト者たち
山下智子/編著 本井康博/ほか著
聖公会出版/発行
2012.9 6,114p 26cm 1800 円
【上毛 9/13、TRC 新刊案内 1785 号】

温泉トレッキング 山歩きで楽しめる、厳選２０
コース＆４２湯
交通新聞社/発行
2012.10 112p 29cm 838 円
「芳ヶ平から草津温泉」コース収録
【TRC 新刊案内 1783 号】

徳川満徳寺 世界に二つの縁切り寺
高木侃/著 みやま文庫(前橋市)/発行
2012.1 232p 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 204 ）
著者は太田市立縁切寺満徳寺資料館長【購入】

温泉ぴあ人気の湯宿 首都圏版 ２０１３
ぴあ/発行
2012.9 114p 29cm 743 円
（ ぴあ MOOK ）
草津、伊香保、四万、水上に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1782 号】
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〔2012.10〕

上毛野の古代農業景観
関口功一/著 岩田書院/発行
2012.8 230p 21cm 2200 円
著者は群馬県立桐生高校教諭
【受贈、TRC 新刊案内 1783 号】

信長の子 覇王の血を継ぐ３６人の謎
『歴史読本』編集部/編 新人物往来社/発行
2012.9 255p 15cm 714 円
（ 新人物文庫 れ-1-34 ）
織田信雄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1782 号】

群馬の漢文碑（續）
濱口富士雄/著 東豊書店/発行
2012.8 306p 22cm 5000 円
著者は群馬県立女子大学学長
【受贈、上毛 9/14】

のほほん着物さんぽ手帖 両毛沿線 秋を着物で
楽しみませんか？ JR東日本小さな旅
[JR 東日本高崎支社/発行]
[2012.9] 24p【上毛 9/1、日刊きりゅう 9/9】

源泉かけ流しの名湯と味めぐり 群馬・長野・新
潟・福島・栃木・埼玉
小田嶋斉/著 幹書房/発行
2012.9 160p 21cm 1429 円
【TRC 新刊案内 1780 号】

遙かなりわが海軍 青年士官･茂木明治、かく戦
えり
押尾隆介/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.8 321p 19cm 1600 円
茂木明治氏は富岡市出身
【上毛 9/9、TRC 新刊案内 1782 号】

自分をあきらめない２０の人生の物語
日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社/発行
2012.9 419p 15cm 850 円
（ 日経ビジネス人文庫 に 1-14 ）
糸井重里氏(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1782 号】

古きを訪ねてイギリスへ
石村澄江/著 上毛新聞社事業局出版部/発売
2012.8 262p 20cm 1500 円
館林市ゆかりの人々に関する記述あり
著者は館林市在住
【上毛 9/7、毎日 9/12，TRC 新刊案内 1783 号】

トランヴェール ２０１２－７月号
ジェイアール東日本企画トランヴェール編集部
/企画･編集･発売 東日本旅客鉄道/発行
2012.7 48p 29cm
「ぐんま昆虫をめぐる冒険」特集あり【受贈】

覇王樹三重 第１１０号･別冊
覇王樹三重/発行
2012.3 28p 22cm
「尾瀬の歌山守人(うたやまうど)～平野家三代」
収録
【受贈】

新島八重 おんなの戦い
福本武久/著 角川書店/発行
2012.8 233p 18cm 743 円
（ 角川 one テーマ 21 B-159 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1780 号】

本人伝説
南伸坊/著 南文子/写真 文藝春秋/発行
2012.9 157p 21cm 1000 円
著者が由紀さおり(桐生市生まれ)になりきり、
寄せたコメント収録【TRC 新刊案内 1782 号】
みなかみ１８湯 上 水上温泉･猿ケ京温泉
小暮淳/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.9 97p 21cm 953 円
【上毛 9/30、TRC 新刊案内 1785 号】

新島八重その生涯
不破俊輔/著 明日香出版社/発行
2012.9 253p 19cm 1500 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1783 号】

夢中になる!江戸の数学
桜井進/著 集英社/発行
2012.8 165p 16cm 480 円
（ 集英社文庫 さ 50-1 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1780 号】

新島八重 新島襄･八重夫妻の蒔いた一粒の麦
みさきりゅうま/著 新人物往来社/発行
2012.9 222p 19cm 1600 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1783 号】
２０代の斎藤喜博 その教育の事実と実際
越川栄子/著 一莖書房/発行
2012.9 229p 19cm 2200 円
斎藤氏は玉村町生まれ
【TRC 新刊案内 1783 号】

〔2012.10〕

るるぶ決定版!温泉&宿関東周辺 信州 新潟 伊豆
箱根 '１３
JTB パブリッシング/発行
2012.9 240p 26cm 952 円
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1781 号】
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るるぶ日帰り温泉関東周辺 '１３
JTB パブリッシング/発行
2012.9 191p 26cm 857 円
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1781 号】

これからのことを考えよう 平成２４年度
太田市立東中学校/作成
2012
ポルトガル語の進路ガイダンス 【上毛 9/28】
土砂災害ハザードマップ
沼田市/作製
[2012.9]
地域ごとに３種類あり

わが町に大きな夢をかけた小さな男 自叙伝
小出由友/著 上毛新聞社/発行
[2012.9] 354p B6 判
大沢正明知事との対談の様子も収録
著者は旧尾島町長
【上毛 9/29】

中曽根康弘･岩見隆夫対談
青雲塾(高崎市)/発行
2012.7 29p 22cm
（ 青雲塾叢書 12 ）

【上毛 9/4】

【受贈】

[非行防止啓発用冊子 高校生向け]
群馬県警少年課/作成
群馬芸術学園の男子学生/作画
[2012.9]
【朝日 9/14】

3 社会科学
伊勢崎市統計書 平成２２年版
伊勢崎市役所/編集
2012.7 81p 30cm
学校要覧 平成２４年度
群馬工業高等専門学校/発行
2012 54p 30cm

文藝春秋ＳＰＥＣＩＡＬ ２０１２秋
文藝春秋社/編集･発行
[2012.9] 1000 円
高崎市倉渕町と甘楽町小幡に関する記述あり
【上毛 9/9】

【受贈】

本日も完売 商売繁盛物語
大木紀元/著 セレレ(高崎市)/発行
2012.6 83p 22cm 1500 円
御菓子司「微笑庵」(高崎市)の店づくりに関す
る記述あり
著者は高崎市生まれ
【受贈】

【受贈】

群馬県パラオ諸島慰霊親善団報告書 第１６次
自平成9年4月18日 至平成9年4月24日(7日間)
群馬県パラオ会/発行
[1997] 90p 26cm
【受贈】

前橋市の教育 平成２４年度
前橋市教育委員会管理部総務課/編集･発行
2012.7 108p 30cm
【受贈】

群馬県パラオ諸島慰霊親善団報告書 第１６次
自平成12年5月9日 至平成12年5月15日(7日間)
群馬県パラオ会/発行
[2000.8] 83p 26cm
【受贈】

まちづくりスケッチ散歩
寺崎喜三/著 あさを社/発行
2012.9 342p 1890 円
平成の大合併前の旧市町村についてつづったエ
ッセーとスケッチを収録
著者は群馬県職員、富岡市助役を務めた
【上毛 9/24】

群馬県パラオ諸島慰霊親善団報告書 第１７次
自平成18年11月13日 至平成18年11月17日(5日
間)
群馬県パラオ会/発行
[2006] 40p 30cm
【受贈】

我が家の防災チェックシート
[桐生市/作成]
[2012.9] 4p A4 判

群馬県パラオ諸島慰霊親善団報告書 第１８次
自平成24年5月18日 至平成24年5月22日(5日間)
群馬県パラオ会/発行
[2012.7] 62p 30cm
【 受贈】

【上毛 9/12】

Ｗｏｒｋ＆Ｌｉｆｅ ｂｙ ＭＩＫＵＮＩ
みくに労務管理事務所(前橋市)/作成
[2012.9]
【ぐんま経済 9/26】

健康福祉研究 第９巻第１号（２０１２）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2012.7 62p 26cm
【受贈】
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〔2012.10〕

３０代で建てる群馬の家 ２０１２秋・冬号
ｖｏｌ.２
ニューズ・ライン群馬支店/発行
2012.9 350 円
【ぐんま経済 9/6】

4 自然科学
おくすり手帳
群馬県薬剤師会/作製
2010

はばたけ群馬 群馬企業立地のご案内
２０１２－２０１３
群馬県産業政策課/発行
[2012.9] 55p
【ぐんま経済 9/6】

【上毛 8/31】

群馬生物 第６１号 ２０１２
群馬県高等学校教育研究会生物部会会誌
会誌編集委員会/編集
群馬県高等学校教育研究会生物部会/発行
2012.5 36p 30cm
【受贈】

まんが田中正造 渡良瀬に生きる
水樹涼子/原作 文星芸術大学/まんが
下野新聞社/発行
2012.9 239p 21cm 1200 円
【上毛 9/22、毎日 9/24、TRC 新刊案内 1785 号】

災害救護活動の記録 新潟県中越沖地震･東日本
大震災 群馬県接骨師赤十字奉仕団
群馬県接骨師会/発行
2012.7 104p 30cm
【受贈】
高崎医学 第６２巻（平成２３年）
高崎市医師会/発行
2012.8 249p 26cm

【 受贈 】

6 産業

榛名山地域の地質 地域地質研究報告(５万分の
１地質図幅）
産業技術総合研究所地質調査総合センター/発
行
2012.3 5,79p 付図 1 枚 30cm
【受贈】
乱舞 第２１号 ２０１２
群馬昆虫学会(藤岡市)/発行
2012.6 73p 30cm

茜雲 ２６集 ２０１２年夏
８･１２連絡会(日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事
故被災者家族の会)/編集・発行
2012.7 20p 30cm
【受贈】
尾根のかなたに 父と息子の日航機墜落事故
門田隆将/著 小学館/発行
2012.9 297p 16cm 667 円
（ 小学館文庫 か 27-1 ）
【TRC 新刊案内 1782 号】

【受贈】

我が国の地熱発電所における認可出力と発電でン
力量の経年変化－昭和４１年度～平成２０年度－
群馬県温泉協会(前橋市)/発行
2012.4 18p 30cm
【 受贈 】

観光客数・消費額調査（推計）結果
群馬県観光局観光物産課/発行
[2012.8] 9p 30cm

【受贈】

幸福な田舎のつくりかた 地域の誇りが人をつな
ぎ、小さな経済を動かす
金丸弘美/著 学芸出版社/発行
2012.9 207p 19cm 1800 円
「若手農家が連携し、地域で稼げる農業を―野
菜くらぶ(群馬県昭和村)」の章あり
【上毛 9/23、TRC 新刊案内 1783 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
邑楽館林「ニガウリ(ゴーヤー)利用の店」グルメ
ガイド 増刷版
群馬県東部県民局館林行政県税事務所館林地区
農業指導センター/発行
[2012.8] 13p 21cm
【受贈】

ＪＲ普通列車年鑑 ２０１２－２０１３ 普通・
快速用車両全形式完全詳説!
イカロス出版/発行
2012.9 149p 26cm 1714 円
（ イカロス MOOK ）
ＪＲ東日本高崎線の２１１系に関する特集あり
【TRC 新刊案内 1780 号】

これが群馬のうまいラーメン最新版
[２０１２－２０１３]
ニューズ・ライン(前橋市)/発行
[2012.9] AB 判 780 円 【ぐんま経済 9/20】

〔2012.10〕

平成23年度
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ぞっこん鉄道今昔 昭和の鉄道撮影地への旅
櫻井寛/写真･文 朝日新聞出版/発行
2012.8 205p 21cm 2300 円
上越線･湯桧曽に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1780 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
雨ニモマケズ
宮澤賢治/詩 つかさおさむ/絵 偕成社/発行
2012.9 48p 22cm 900 円
つかさ氏は前橋市生まれ
【TRC 新刊案内 1783 号】

鉄道車輌ガイド ｖｏｌ.１１ 碓氷峠のシェル
パＥＦ６３
ネコ･パブリッシング/発行
2012.8 121p 26cm 2381 円
（ NEKO MOOK 1817 ）
【TRC 新刊案内 1782 号】

圓空と上州
[小山宏/著･発行]
2012.5 [24p] 31cm
著者は北群馬渋川郷土館館長

日本の世界遺産 総集編
古田陽久･古田真美/著
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2012.9 176p 21cm 2500 円
（ 世界遺産シリーズ ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1782 号】

【受贈】

草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３３回
[関信越音楽協会/発行]
2012 91p 26cm
【受贈】
股間若衆 男の裸は芸術か
木下直之/著 新潮社/発行
2012.3 190p 20cm 1800 円
分部順治氏(高崎市出身)の作品収録
前橋駅の「建設」と「平和」、高崎駅前の「希
望」という彫刻に関する記事あり
【朝日 9/4、TRC 新刊案内 1761 号】

はじめの始まり～ブリクとシマン～
[中央工科デザイン専門学校 CG アニメーショ
ンコースの学生５人･川浦晴信/制作]
今井幹夫/監修
[2012.9] 38p B5 判 1200 円(税込)
付属資料：ＤＶＤ 1 枚
富岡製糸場建設を描いた漫画
川浦氏は中央工科デザイン専門学校 CG アニメ
ーションコース講師
今井氏は富岡製糸場総合研究センター所長
【上毛 9/18･30】

立川流騒動記
立川談之助/著 ぶんがく社/発行
2012.6 320p 19cm 1500 円
著者は前橋市出身の落語家
【上毛 7/1、TRC 新刊案内 1773 号】

ひとり、ふらっと鉄道 いま、すぐにでも行ける
鉄道５５選!
大野雅人/著 イースト･プレス/発行
2012.9 143p 18cm 1000 円
ＪＲ吾妻線(渋川→大前)に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1783 号】

東日本のやきもの
[小山宏/著･発行]
2012.8 9p 31cm
群馬県に関する記述あり
著者は北群馬渋川郷土館館長

【受贈】

レッツ!トレイルラン VOL.１ 決定版!超ビギナ
ーのためのトレイルランの走りかた
ベースボール・マガジン社/発行
2012.9 97p 29cm 1143 円
（ B.B.MOOK 835 ）
鏑木毅氏(群馬県生まれ)のインタビュー収録
【TRC 新刊案内 1782 号】

8 語学
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〔2012.10〕

小さな名詩集 特選 新装版
世界の名詩鑑賞会/編集 リベラル社/発行
2012.8 158p 16cm 1200 円
萩原朔太郎の作品収録
【TRC 新刊案内 1781 号】

9 文学
秋ざくら 作品集
金田ウタ/著
[2012.9]
著者は前橋市在住

『地表』同人短歌鑑賞
登坂喜三郎/著 地表短歌社/発行
2012.8 280p 20cm 2900 円
著者は前橋市在住

【上毛 9/6】

アンモナイトの夢
丹瑛太/著 幻冬舎ルネッサンス/発行
2012.9 204p 20cm 1400 円
著者は群馬大学医学部卒業
【TRC 新刊案内 1782 号】
ゑにし 句集
植原弘子/著 あさを社/発行
2012.7 229p 20cm
著者は高崎市在住

中学生までに読んでおきたい哲学 １ 愛のうら
おもて
松田哲夫/編 あすなろ書房/発行
2012.9 251p 22cm 1800 円
「恋愛論」坂口安吾/著収録
【TRC 新刊案内 1782 号】

【受贈】

天地ゆたか 俳句集
若林孝宣/著
[2012.9] 208p A5 判
著者は伊勢崎市在住

玉振道人詩存（ぎょくしんどうじんしそん）
村山吉広･関根茂世/著 明徳出版社/発行
2012.7 326p 22cm 3000 円
中島竦の評伝と上州などへの紀行漢詩訳を収録
関根氏は前橋市内に勤務
【上毛 9/21、TRC 新刊案内 1778 号】

花ごよみ 歌集
深澤巴/著 あさを社/発行
2012.8 199p 20cm
著者は高崎市在住

小説･新島八重 新島襄とその妻
福本武久/著 新潮社/発行
2012.9 378p 16cm 590 円
【TRC 新刊案内 1781 号】
谷口さんのひとりごと
谷口浩之/著
[2012.9]
川端建設(伊勢崎市)が発行するミニコミ誌のコ
ーナーに毎月掲載した絵手紙と文章をまとめた
著者は伊勢崎市在住
【上毛 9/4、いせさき新聞 9/21】

【受贈】

雲雀野 続 句集
大島さく/著
[2012.9] 256p 四六判
著者は前橋市在住

【上毛 9/26】

比翼の鳥 句集
梅沢朴秀/著
[2012.9] 131p A5 判
著者は渋川市在住

【上毛 9/19】

福間健二 青い家にたどりつくまで
萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2012.7 95p 26cm
（ 前橋文学館特別企画展 第 19 回萩原朔太郎
賞受賞者展覧会 ）
【受贈】

たぬきのいとぐるま 第３版
木暮正夫/文 水野二郎/絵
チャイルド本社/発行
2012.9 28p 23cm 448 円
（ 元気いっぱい!日本の昔話 6 ）
小暮氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1780 号】

〔2012.10〕

【いせさき新聞 9/21】

とくんとくん
片山令子/文 片山健/絵 福音館書店/発行
2012.9 30p 24cm 1200 円
（ ランドセルブックス ）
片山令子氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1782 号】

小説･新島八重 会津おんな戦記
福本武久/著 新潮社/発行
2012.9 285p 16cm 490 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1781 号】

小さな神へ 未明の詩学
水野真由美/著 上武印刷/発行
2012.6 249p 15cm 1400 円
著者は山猫館書房(前橋市)を営む

【受贈】

不如帰 改版
徳冨蘆花/作 岩波書店/発行
2012.7 333p 15cm 700 円
作品の舞台として伊香保に関する記述あり
【産経 9/28、TRC 新刊案内 1777 号】

【受贈】
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前橋文学館研究紀要 第３号
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館
/発行
2010.3 63p 26cm
【受贈】

カラテ体操ダイエット 気分爽快! [複合媒体資
料]
高橋優子/著 朝日新聞出版/発行
2012.8 63p 21cm 1500 円
付属資料：DVD ビデオディスク 1 枚
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1780 号】

八重子
松村千恵子/著･発行 あさを社/編集制作
2012.6 159p 19cm 1500 円
著者はスナック「あかり」(太田市)のママ
【受贈】

９９%のための経済学入門 マネーがわかれば社
会が見える
山田博文/著 大月書店/発行
2012.9 206p 21cm 1900 円
著者は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1783 号】

許されざる者 下
辻原登/著 集英社/発行
2012.8 525p 16cm 880 円
（ 集英社文庫 つ 18-2 ）
登場人物として田山花袋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1780 号】

古都のドラマを訪ねて 京都･奈良
中島克幸/著 文芸社/発行
2012.9 218p 20cm 1500 円
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 1781 号】

ラビットヒーロー
如月かずさ/著 講談社/発行
2012.9 255p 20cm 1400 円
物語の舞台は桐生市をモデルに描かれている
著者は桐生市生まれ
【上毛 7/14、TRC 新刊案内 1783 号】

サービス付き高齢者向け住宅開設・運営ガイド
シニア世代に「選ばれ」長続きする住まいのつく
りかた
田中元/著 自由国民社/発行
2012.9 206,16p 21cm 2000 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1781 号】

若桜鉄道うぐいす駅
門井慶喜/著 徳間書店/発行
2012.9 364p 20cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1783 号】

サバンナに生きる チーターの子育て
市川節子/著 文芸社/発行
2012.9 1 冊 23cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1780 号】
下野の神話
松原日治/著
2012.6 201p 19cm
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市)初代住職
【受贈】

県関係者の一般著作

ハッピーになれる手相占い
宮沢みち/著 金の星社/発行
2011.12 143p 19cm 1100 円
著者は沼田市出身
【上毛 9/22、TRC 新刊案内 1770 号】

いちばんわかる!手相の教科書 現在も未来もす
べて読み解く!
宮沢みち/著 大泉書店/発行
2012.6 287p 19cm 1200 円
著者は沼田市出身
【上毛 9/22、TRC 新刊案内 1770 号】

病院は、めんどくさい 複雑なしくみの疑問に答
える
木村憲洋/著 光文社/発行
2012.8 243p 18cm 760 円
（ 光文社新書 596 ）
著者は高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報
学科准教授
【TRC 新刊案内 1780 号】

えこひいきされる人になる かわいがられる社会
人の行動術
菊原智明/著 扶桑社/発行
2012.8 239p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内号 1782】
開運!リアル手相術 怖いほど当たる!
宮沢みち/著 永岡書店/発行
2010.11 319p 15cm 667 円
著者は沼田市出身
【上毛 9/22】

よくわかる元素図鑑
左巻健男･田中陵二/著
PHP エディターズ･グループ/発行
2012.10 157p 26cm 2000 円
田中氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1783 号】
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〔2012.10〕

列車大集合
小賀野実/監修･写真 ポプラ社/発行
2012.9 64p 26cm 850 円
（ 大解説!のりもの図鑑 DX 7 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1783 号】

ビコーズ（CD）
山中千尋/ピアノ
2012.7
山中氏は桐生市出身

電子資料
視聴覚資料
おてんとうさま 童謡組曲（CD）
あくつ梅梢/制作 高嶺はるか/歌
[2012.9] 10 曲
あくつ氏は群馬県作詞作曲家協会員でみどり市
在住
【上毛 9/30】
[草津民謡]（CD）
[石田政子･上村節子/編集]
[2012.9] 6 曲
草津節、草津小唄などを収録
石田氏と上村氏は草津町在住

【上毛 9/5】

ぐんま一番 ＃１２小さなアイドルわんにゃんぴ
ょん！ 平成２４年７月２７日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃１３ワクワクドキドキ！みなかみ
アドベンチャー 平成２４年８月３日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
ぐんま一番 ＃１４嬬恋高原のタマんナ～い恵み
平成２４年８月１７日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]
【受贈】
塩原太助物語（CD）
歌川二三子/作詞･作曲･歌
ユニバーサル･ミュージック/発売
[2012.9] 1200 円
【上毛 9/15】
Ｄｒｅａｍ（CD）
洋水(ひろし)/歌
2012.9 10 曲 2500 円
洋水氏は伊勢崎市で理容業の傍らジャズ歌手と
して活動する
【上毛 9/19】

〔2012.10〕
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【上毛 9/1】

