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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１７年４月分
No.３６５

全国霊場･観音めぐり 「知」のナビ事典
日外アソシエーツ株式会社/編集
日外アソシエーツ/発行
2017.3 12,499p 21cm 9250 円
坂東三十三観音霊場、銅七福神に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2005 号】

平成 29(2017)年 5 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

・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。

2 歴史･伝記･地理
赤城山南麓の旧石器～１９４６年、ここで旧石器
が発見された～
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.1 15p 30cm
【受贈】

・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。

赤城山南麓の縄文 Ｐａｒｔ１ 移りゆく縄文土
器
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.1 15p 30cm
【受贈】
赤城山南麓の中世 史跡女堀
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.1 15p 30cm
【受贈】

０ 総記
太田パリッシュ 創刊号 [２０１７年]４月号
太田パリッシュ編集室/企画･編集
中広/発行
2017.3 27p 30cm 【受贈、ぐんま経済 4/6】

井伊家千年紀
増田由季/著･編集･発行
2017.2 53p 21cm 500 円(税込)
井伊直政に関する記述あり

劇場都市 ｖｏｌ０１
高崎財団/編集･発行
2017.3 17p 30cm

井伊直虎と直政･直勝 井伊谷城から箕輪城･高崎
城･安中城へ
西原巌[/著] 箕輪城井伊直政研究会･箕輪城ま
つり奉賛会/発行
[2017.4] 20p B5 判
西原氏は高崎市文化協会箕郷支部長
【上毛 4/27】

双文 第３２号
群馬県立文書館/編集･発行
2015.3 38p 30cm
前橋市立図書館１００年誌
前橋市立図書館/編集･発行
2017.3 80p 30cm

【受贈】

【自館作成】

【受贈】

茨城ｖｓ.群馬 北関東死闘編
全国都道府県調査隊/編 講談社/発行
2017.3 174p 18cm 780 円
（ 講談社+α新書 761-1C ）
【TRC 新刊案内 2006 号】

【受贈】

今、安中にいます。
群馬大学社会情報学部の学生/作成
[2017.4] 14p
【 上毛 4/12】

-1-

〔2017.5〕

岩鼻･延養寺遺跡―宅地造成に伴う埋蔵文化財調
査報告書―
高澤考古学研究所/編集･発行
2013.10 16p 写真図版 9p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 318 集 ）
【受贈】

川端根岸遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 197p 写真図版 30p 付図 11 枚 30cm
【受贈】
川端山下遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 145p 写 真 図 版 2,54p 30cm【 受 贈 】

岩鼻歴史マップ集 第６編 地名
岩鼻地区地域づくり活動協議会･岩鼻歴史研究
会･岩鼻歴史マップづくり部会/編集･発行
2017.3 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

川曲地蔵前遺跡Ｎｏ.４ 認定こども園建設に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.6 24p 写 真 図 版 2,6p 30cm 【 受 贈 】

上ノ平Ⅰ遺跡(２) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書第４９集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 201p 写真図版 2,111p 30cm【受贈】
上原Ⅲ遺跡(２)･久々戸遺跡(３) 八ッ場ダム建
設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第５０集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 147p 写真図版 2,34p 付図 2 枚
30cm
【 受 贈】

関東近県花のハイキング１２カ月 いつでもどこ
かへ花あるき８０コース
関根茂子/編著 新ハイキング社/発行
2017.4 274p 21cm 1800 円
（ 新ハイキング選書 第 38 巻 ）
「後閑城址公園─秋間梅林」･「天狗岩─烏帽
子岳」･「黒檜山─薬師岳」･「鳴神山」･「城
峯公園─神山─神流湖」･「桜山公園─八塩温
泉」コースに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

ウォーキング･ガイド ｉｎ ＯＴＡ
群馬県太田行政県税事務所/発行
[2017.4] 21p 30cm
【受贈、上毛 4/11、読売 4/20】
邑楽日和
邑楽町/製作
[2017.4] 16p

AB20 判

倉賀野辻薬師遺跡―宅地分譲に伴う埋蔵文化財調
査報告書―
高澤考古学研究所/編集･発行
2014.9 14p 写真図版 7p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 336 集 ）
【受贈】

【上毛 4/30】

大室古墳の教室 考古学講演会･講座の記録２
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.12 139p 30cm
【受贈】
大渡道場遺跡Ｎｏ.２ 群馬県労働者生活協同組
合事務所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/発行
2016.10 36p 写真図版 2,9p 30cm 【受贈】

群馬学の確立に向けて 別巻１ 群馬学リサーチ
フェロー論集
群馬県立女子大学/編集
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.3 127p 21cm 1300 円
【受贈、TRC 新刊案内 2010 号】

尾瀬の自然保護―群馬県尾瀬保全対策事業調査報
告書― 第３９号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2017.3 76p 30cm
【受贈】

群馬県内公共開発に伴う平成２７年度県内遺跡発
掘調査報告書
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集･発
行
2017.3 48p 30cm
【受贈】

海賊史観からみた世界史の再構築 交易と情報流
通の現在を問い直す
稲賀繁美/編 思文閣出版/発行
2017.2 18,814,18p 22cm 14000 円
アントニン･レーモンドに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

ぐんま古墳探訪 見て学ぶ東国文化の輝き
群馬県教育委員会/発行
[2017.4] 112p B5 判【読売 4/13、上毛 4/18】
ぐんましるべ 旅の周遊ガイド
群馬県観光物産課/発行
2017.3 23p 30cm
【受贈、ぐんま経済 4/6、上毛 4/13】

軽井沢の自由研究 新版
升本喜就/著･写真 杉並けやき出版/発行
2017.3 187p 19cm 1300 円
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2006 号】
〔 2017.5〕

研究紀要 ３５
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 164p 30cm
【受贈】
-2-

口演･童話作家 横田桃水
武井淳/編著 群馬出版センター/発行
2014.1 130p 21cm 1600 円
横田氏は安中市松井田町出身
武井氏は安中市在住
【受贈】

全国ＳＡ･ＰＡ道の駅ガイド '１７－'１８
昭文社/発行
2017.4 317p 30cm 1600 円
（ 昭文社ムック ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

五代東田遺跡 五代南部工業団地(拡張)土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/発行
2017.3 34p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

戦国武将列伝 <濤>の巻
藤咲あゆな/著 ホマ蔵/絵 ポプラ社/発行
2017.3 286p 18cm 720 円
（ ポプラポケット文庫 068-16 ）
真田昌幸、井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

下田遺跡(２) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第５２集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 136p 写真図版 61p 付図 1 枚 30cm
【受贈】

戦国武将列伝 <濤>の巻
藤咲あゆな/著 ホマ蔵/絵 ポプラ社/発行
2017.4 286p 18cm 1200 円
（ 図書館版戦国武将列伝 4 ）
真田昌幸、井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

下豊岡上後原遺跡―保育園増築工事に伴う埋蔵文
化財調査報告書―
高澤考古学研究所/編集･発行
2016.3 5p 写真図版 2p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 367 集 ）
【受贈】

大研究！日本の歴史人物図鑑 ４ 明治時代～大
正時代
歴史教育者協議会/編集 岩崎書店/発行
2017.3 76p 27cm 3300 円
ポール･ブリューナ、田中正造、内村鑑三に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2006 号】

ジモトラベル前橋高崎
JTB パブリッシング/発行
2017.4 95p 21cm 1000 円
（ JimoToravel いつもの街を旅する BOOK ）
【TRC 新刊案内 2007 号】

田口下田尻遺跡 一般国道１７号(上武道路)改築
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(その３)報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文編 924p
第 2 分冊：遺物観察表･写真図版編 [91p]
写真図版 452p
【受贈】

週末縦走詳細ルートガイド 土日で登れる！アク
セスのいい２６コースを徹底解説
枻出版社/発行
2017.4 141p 26cm 1300 円
（ エイムック 3678 ）
「尾瀬ヶ原～尾瀬沼」コースに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】
尚翁茶話 完 維新実録 復刻版 再版
小森谷啓作/著 安中古文書学習協議会[/発行]
2014.11 45p 22 × 30cm
【受贈】
正観寺八木境遺跡―事務所建設に伴う埋蔵文化財
調査報告書―
高澤考古学研究所/編集･発行
2014.1 20p 写真図版 10p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 321 集 ）
【受贈】
「上毛かるた」ゆかりの地文化めぐり ガイドマ
ップ 第３版
群馬県/発行
[2017.4] 128p A5 判 430 円
【上毛 4/4、ぐんま経済 4/13、毎日 4/20】

[「たくみの里」ガイドブック]
みなかみ町/作成
[2017.4] 16p A5 判

【上毛 4/13】

[「たくみの里」ガイドマップ]
みなかみ町/作成
[2017.4] 八つ折り B3 判

【上毛 4/13】

子どもとおでかけタダで楽しむ茨城･栃木･群馬ベ
ストガイド
空っ風キッズ/著 メイツ出版/発行
2017.4 144p 21cm 1530 円
【TRC 新刊案内 2007 号】
達成力 やり遂げる力
泉恵理子/著 日経 BP 社/発行
2017.3 408p 19cm 1700 円
『「門外漢」だったことが、話題の商品･サー
ビスを生む力に』田中仁(前橋市生まれ)/述収
録
【TRC 新刊案内 2006 号】

推定上野国府 平成２６年度調査報告
前橋市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2016.3 5,81p 写真図版 4,13p 30cm
（ 上野国府等範囲内容確認調査報告書 Ⅳ ）
【受贈】
-3-

〔2017.5〕

東京から行く！奇跡の絶景に出会う旅 ２０１７
KADOKAWA/発行
2017.3 121p 30cm 880 円
（ ウォーカームック No.726 ）
野反湖、草木湖、四万温泉郷、吹割の滝、芳ヶ
平に関する記述あり【TRC 新刊案内 2007 号】

花の百名山地図帳
山と溪谷社/編･発行
2017.3 223p 30cm 2400 円
日光白根山、尾瀬、至仏山、谷川岳に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】
はるかな尾瀬 ｖｏｌ.３３
尾瀬保護財団/発行
2017.3 12p 30cm

東国の雄 総社古墳群
前橋市教育委員会事務局文化財保護課[/発行]
2017.1 15p 30cm
【受贈】

【受贈】

どこのガキだぁ！ バラケンの詩 茂木けんじ散
文集
茂木けんじ/著 シイビーシー(CBC)/発行
2017.3 154p 21cm
著者は旧富士見村生まれ
【受贈】

日帰りハイク関東 ２０１７
JTB パブリッシング/発行
2017.4 110p 26cm 930 円
（ JTB の MOOK ）
本白根山、鍋割山、一ノ倉沢、妙義山中間道、
日光白根山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

とくたびバス旅スペシャル 安さと快適さを追求
する得旅行術
三才ブックス/発行
2017.3 63p 30cm 778 円
（ 三才ムック vol.938 ）
伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

東宮遺跡(３) 八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書第５１集
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.3 326p 写真図版 8,124p 付図 2 枚
30cm
【 受 贈】

中居町一丁目遺跡４―宅地造成工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査―
毛野考古学研究所/編集･発行
2017.1 22p 写真図版 2,6p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 380 集 ）
【受贈】

誇れる郷土データ･ブック ２０１７年版
２０２０東京オリンピックに向けて
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
2017.3 124p 21cm 2500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

日本三百名山山あるきガイド 上
JTB パブリッシング/発行
2017.4 319p 21cm 2300 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2006 号】

前橋望景ポストカード
前橋市/製作
木暮伸也[/写真] 後藤朋美[/デザイン]
[2017.4] 5 枚組 540 円(税込)
前橋公園のサクラと広瀬川の 2 種類ある
木暮氏と後藤氏は前橋市在住
【上毛 4/21】

日本の歴史人物事典 美麗イラストで楽しむ！
川口素生/監修 成美堂出版/発行
2017.4 319p 19cm 950 円
新島八重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

「まんが スポーツで地域活性化」事例集
ｖｏｌ.６ サッカーで地域を盛り上げる [～松
本山雅ＦＣの歩み～ 長野県松本市]
[志賀北登/作画] スポーツ庁/企画･監修
[2017.4] 60p 前後 A5 判
桐生市出身の故松田直樹選手に関する記述あり
【桐生タイムス 4/20】

沼田市観光マップ 改訂版
沼田女子高校生徒有志[/作成]
[沼田市/発行]
[2017.4] 4p A4 判

道の駅ガイド 日本中の道の駅がすべてわかるマ
ップ付 最新版 東日本編 北海道～三重県
プレジデント社/発行
2017.3 119p 30cm 900 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

【上毛 4/28】

ねこねこ日本史でよくわかる都道府県
そにしけんじ/原作 造事務所/編集･構成
実業之日本社/発行
2017.3 127p 19cm 880 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

棟高南八幡街道遺跡―宅地分譲に伴う埋蔵文化財
調査報告書―
高澤考古学研究所/編集･発行
2014.4 20p 写真図版 9p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 333 集 ）
【受贈】

花の歳時記マップ
群馬県利根沼田行政県税事務所/作製
[2017.4] 1 枚 A3 判
【上毛 4/1】
〔 2017.5〕

-4-

巡ってたのしい！食べておいしい『路線バスで行
く、沼田市攻略ＭＡＰ』
沼田女子高校美術部/デザイン [沼田市/発行]
[2017.4] 四つ折り A2 判
【上毛 4/15、週刊利根 4/23】

元総社蒼海遺跡群（１２０） 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.9 12p 写真図版 2p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（１７街区） ＪＸ日鉱日石エ
ネルギー株式会社店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2016.1 47p 写真図版 2,14p 30cm 【受贈】

元総社蒼海遺跡群（１２１） 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2017.3 28p 写真図版 2,5p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（６２）･（６３）･（６４）
前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.9 62p 写真図版 2,17p 30cm 【受贈】

元総社中学校遺跡 元総社中学校体育館改築建設
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.9 32p 写真図版 2,9p 30cm
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（６５） 前橋都市計画事業元
総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2016.3 50p 写 真 図 版 1,9p 30cm 【 受 贈 】

立体地図で見る日本の国土とくらし ４ 高い土
地のくらしと火山･台地
早川明夫/監修 国土社編集部/編集
国土社/発行
2017.3 48p 29cm 3200 円
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

元総社蒼海遺跡群（８１）･（８２）･（８３）･
（８４） 前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画
整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
スナガ環境測設/編集
前橋市教育委員会文化財保護課/発行
2016.3 61p 写真図版 2,16p 30cm 【受贈】

旅行のモダニズム 大正昭和前期の社会文化変動
赤井正二/著 ナカニシヤ出版/発行
2016.12 334p 22cm 3300 円
木暮理太郎、田山花袋に関する記述あり
【図書新聞 4/1、TRC 新刊案内 1992 号】

元総社蒼海遺跡群（９３街区） 店舗建設工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
毛野考古学研究所/編集
前橋市教育委員会/発行
2016.12 46p 写真図版 8p 30cm
【受贈】

私共の歩み―その後
菊池一富/著 あさを社(高崎市)/発行
2017.3 239p 27cm
著者は草津町在住
【受贈】

元総社蒼海遺跡群（１００）･（１０１） 前橋
都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
シン技術コンサル/編集
前橋市教育委員会/発行
2016.3 66p 写真図版 14p 30cm
【受贈】

3 社会科学
あゆみ 第７０号
吾妻連合婦人会/発行
2017.3 190p 21cm

元総社蒼海遺跡群（１０３） 前橋都市計画事業
元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書
歴史考房まほら/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.3 66p 写真図版 2,24p 30cm 【受贈】

【受贈】

いろんな性～セクシュアルマイノリティについて
学ぼう～
ほねよし/イラスト
セクシュアルマイノリティ支援団体ハレルワ
(高崎市)[/発行]
[2017.4] [折りたたみ]
ほねよし氏は高崎市在住
【上毛 4/6】

元総社蒼海遺跡群（１１７）･（１１８） 前橋
都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル/編集
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/発行
2016.11 36p 写真図版 2,7p 30cm 【受贈】
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〔2017.5〕

液状化危険度マップ
桐生市/作成
[2017.4] [1 枚] A2 判【桐生タイムス 4/14】

「片品の民俗」１２ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2010.6 112p 26cm
（ カケス通信別冊 52 ）
【受贈】

「片品の民俗」１ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2008.12 111p 26cm
（ カケス通信別冊 41 ）
【受贈】

群馬県労働委員会年報 平成２８年度
員会制度創設７０周年記念号―
群馬県労働委員会事務局[/発行]
[2017.3] 124p 30cm

「片品の民俗」２ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.1 111p 26cm
（ カケス通信別冊 42 ）
【受贈】

―労働委
【受贈】

群馬大学地域貢献事業 群馬大学主催こども体験
教室 「群馬ちびっこ大学」―実施報告書―
群馬大学地域連携推進室[/発行]
[2016] 55p 30cm
【受贈】

「片品の民俗」３ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.2 113p 26cm
（ カケス通信別冊 43 ）
【受贈】

ぐんまの健康福祉 ２０１７
群馬県健康福祉部健康福祉課/発行
2017.3 23p 30cm

「片品の民俗」４ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.3 125p 26cm
（ カケス通信別冊 44 ）
【受贈】

経験して学んだ刑事の哲学 団塊世代の捜査日記
深沢敬次郎/著 元就出版社/発行
2017.3 254p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】

「片品の民俗」５ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.4 111p 26cm
（ カケス通信別冊 45 ）
【受贈】

健康福祉研究 第１３巻 第２号（２０１６）
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
2017 80p 26cm
【受贈】

「片品の民俗」６ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.5 113p 26cm
（ カケス通信別冊 46 ）
【受贈】

黄門さまの社会科クイズ ２ 地理･農業の旅
国土社編集部/編 国土社/発行
2017.3 93p 22cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】
五代村の話―「仙人の碁」の伝承に縁のある村―
井田安雄/著 2017.3 [16p] 26cm
『西郊民俗第二三八号』抜刷
付属資料：「五代伝承―追加資料」[3p]
著者は前橋市在住
【受贈】

「片品の民俗」７ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.6 111p 26cm
（ カケス通信別冊 47 ）
【受贈】
「片品の民俗」８ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.7 115p 26cm
（ カケス通信別冊 48 ）
【受贈】

松韻 第３９号 群馬県高等学校長協会会誌
群馬県高等学校長協会/発行
2017.3 136p 26cm
【受贈】

「片品の民俗」９ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.8 117p 26cm
（ カケス通信別冊 49 ）
【受贈】

大学学科案内
学研プラス/編著･発行
2017.3 311p 23cm 1800 円
（ 大学受験プライムゼミブックス ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

「片品の民俗」１０ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.9 123p 26cm
（ カケス通信別冊 50 ）
【受贈】

地方教育費調査結果速報 地方教育費調査 知事
部局における生涯学習関連費調査 ―平成２７会
計年度―
群馬県教育委員会事務局総務課/編集･発行
2017.3 57p 30cm
【受贈】

「片品の民俗」１１ 民間伝承落ち穂拾い
民間伝承研究･カケスの会(前橋市)/編集･発行
2009.10 137p 26cm
（ カケス通信別冊 51 ）
【受贈】

〔 2017.5〕

【受贈】
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通信制高校があるじゃん！ ２０１７～２０１８
年版
学びリンク/発行
2017.2 507p 26cm 2000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

八木節教則本
八木節上州睦会[/発行]
[2017.3] 20p A4 判 1800 円
付属資料：CD[1 枚]

つながる･ひろがる ＩＳＥＳＡＫＩステップ
伊勢崎市教育研究所[/発行]
[2017.3] [17p]
【読売 4/4】
ｄａｙｓ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ２
45DAYS 実行委員会事務局[/発行]
2016.3 28p 26cm

【上毛 3/31】

四十周年記念誌
吉岡町文化協会/発行
2017.3 178p 26cm

【受贈】

臨江 第三十六号
明寿大学同窓会/発行
2017.3 141p 26cm

【受贈】

【受贈】

日本の郷土料理 わくわく発見！
竹永絵里/画 河出書房新社/発行
2017.3 56p 31cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

4 自然科学
赤城姫 第２９号
赤城姫を愛する集まり/発行
2017.3 4,112p 26cm

ぶんぶくちゃがま
あかぎかんこ/ぶん なかがわだいすけ/え
埼玉福祉会/発行
2017.3 24p 31cm 1600 円
（ LL ブック やさしくよめる ）
【TRC 新刊案内 2005 号】

【 受贈】

完全解説日本の火山噴火
島村英紀/著 秀和システム/発行
2017.4 239p 21cm 1600 円
浅間山、日光白根山、草津白根山に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2006 号】

包括外部監査の結果報告書 平成２８年度
群馬県包括外部監査人 竹原正貴[/著]
[2017.3] 289p 30cm
【受贈】

感染症発生動向調査報告書 平成２８年
群馬県感染制御センター/編集･発行
2017.3 63p 30cm
【受贈】

前橋市求人ガイドブック 製造業編
前橋市[/作成]
[2017.4] 約 100p A5 判
【読売 4/27】

群馬県地域医療構想
群馬県健康福祉部医務課/編集･発行
[2016.11] 97p 30cm

前橋市手話言語条例ができました
前橋市/製作
[2017.4] 12p A4 判
【上毛 4/21】

【受贈】

群馬県の重粒子線がん治療 痛みを伴わず体に優
しい治療法
群馬大学･群馬県[/発行]
[出版年不明] 7p 30cm
付属資料：「群馬県重粒子線治療資金利子補給
制度のご案内」1 枚
【受贈】

マイライフノート 想いをつなぐための あなた
とあなたの大切な人たちのために
富岡市/作成
[2017.4] 18p A4 判
【上毛 4/25】
みどり市くらしの便利帳 ２０１６年度 保存版
群馬県みどり市･ゼンリン前橋営業所/発行
2016.12 110p 30cm
【受贈】

ぐんま昆虫の森年報 平成２７年度
ぐんま昆虫の森[/発行]
[2016] 78p 30cm

明治大正期商工信用録 第１９巻 復刻
大正十四年 ３ 第五十版商工信用録（大正十四
年五月）千葉懸･茨城懸･埼玉懸･栃木懸･群馬懸･
山梨懸･長野懸･新潟懸
クロスカルチャー出版/発行
2017.2 1 冊 27cm 30000 円
【TRC 新刊案内 2004 号】

【受贈】

ぐんま作業療法研究 ＶＯＬ.１９
群馬県作業療法士会学術部機関誌編集グループ
/編集 群馬県作業療法士会/発行
2017.2 84p 30cm
【受贈】
ぐんまの安心がんサポートブック～がんを心配さ
れているあなたへ～（第６版）
群馬県健康福祉部保健予防課がん対策推進室/
編集 群馬県/発行
2017.3 88p 21cm
【受贈】
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〔2017.5〕

自然の森の樹木 群馬県立 観音山ファミリーパ
ーク
ぐんま緑のインタープリター協会/著
群馬県立観音山ファミリーパーク/発行
2017.4 45p 21cm 500 円(税込)
【受贈、上毛 4/7】

5 技術･工学･家政学･生活科学
おうら蕎麦手帳
邑楽町/製作
[2017.4] 24p

知っておきたい日本の火山図鑑
林信太郎/監修･著 小峰書店/発行
2017.3 151p 29cm 4800 円
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

A5 判

【上毛 4/30】

活動報告書 平成２８(２０１６)年度 第１６号
南橘の自然観察と環境を守る会[/発行]
[2017] 41p 30cm
【受贈】
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/作成
[2017.4] 28p A4 判
【ぐんま経済 4/6】

心身の健康を取り戻す新しい歯列矯正法
海老澤博/著 全人歯科医学研究所/発行
2017.3 53p 21cm 600 円
（ 全人歯科医学研究所が贈る、歯の宝石箱シ
リーズ 歯科は新しい時代に入った 2 ）
著者は丸橋全人歯科(高崎市)副院長
【ぐんま経済 4/20、TRC 新刊案内 2005 号】

群馬県指定史跡 旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷
整備事業報告書
甘楽町教育委員会/編集･発行
2017.3 1 冊 30cm
【受贈】
高崎ランチ＆ディナーマップ
高崎観光協会/作成
[2017.4] 65p A5 判

頭痛、肩コリ、腰痛を咬み合わせで治す！
亀井琢正/著 全人歯科医学研究所/発行
2017.3 63p 21cm 600 円
（ 全人歯科医学研究所が贈る、歯の宝石箱シ
リーズ 歯科は新しい時代に入った 3 ）
著者は丸橋全人歯科(高崎市)副理事長
【ぐんま経済 4/20、TRC 新刊案内 2005 号】

【読売 4/12】

田中正造と松下竜一 人間の低みに生きる
新木安利/著 海鳥社/発行
2017.3 435p 19cm 2500 円
足尾銅山鉱毒事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2006 号】

前橋市自然環境調査(昆虫類)業務報告書
前橋市/発行
[2017.3] 1 冊 30cm
【受贈】

道路の日本史 古代駅路から高速道路へ
武部健一/著 中央公論新社/発行
2015.5 3,253p 18cm 860 円
（ 中公新書 2321 ）
群馬の幹線道路整備に関する記述あり
【朝日 4/26、TRC 新刊案内 1916 号】

まえばしの昆虫類 ～平成２８年度前橋市自然環
境調査(昆虫類)概要版～
前橋市[/発行]
[2017] 6p 30cm
【受贈】

都市計画法に基づく開発許可制度の手引
平成２８年４月１日
群馬県県土整備部建築課[/発行]
[2017.4] 310p 30cm
【受贈】

眼でみる実践心臓リハビリテーション 改訂４版
安達仁/編著 中外医学社/発行
2017.3 8,371p 26cm 5400 円
群馬県立心臓血管センターのスタッフによる、
心臓リハビリテーションの実践書
【TRC 新刊案内 2007 号】

日本木造校舎大全 懐かし校舎をめぐる旅
角皆尚宏/著 辰巳出版/発行
2017.4 125p 21cm 1500 円
花輪小学校に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

よく治る全人的歯周病治療 １つの大革命２つの
大進化
丸橋賢/著 全人歯科医学研究所/発行
2017.3 44p 21cm 600 円
（ 全人歯科医学研究所が贈る、歯の宝石箱シ
リーズ 歯科は新しい時代に入った 1 ）
著者は丸橋全人歯科(高崎市)理事長
【ぐんま経済 4/20、TRC 新刊案内 2005 号】

原田忠全部
原田忠/著 女性モード社/発行
2017.1 270p 31cm 8000 円
著者は沼田出身
【朝日ぐんま 4/7、TRC 新刊案内 1999 号】
ＢＵＩＬＤＥＲ ＣＡＴＡＬＯＧ ２０１７ す
みかくらぶ 家づくり工務店カタログ
すみかくらぶ編集室/編集 上毛新聞社/発行
2017.3 79p 30cm
【 受 贈、 上 毛 3/31】

〔 2017.5〕
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豚肉料理 ＧＯＵＲＭＥＴ ＢＯＯＫ
Ｖｅｒ.１２
[ようこそまえばしを進める会/発行]
[2016.7] 45p 30 × 11cm
【受贈】
箕輪城 櫓門 ―郭馬出西虎口門―
中曽根健二[/写真･発行]
[2016.12] 1 冊 23 × 29cm

厳選！全国ローカル線旅 思い立ったら出かけた
い
交通新聞社/発行
2017.4 127p 29cm 889 円
（ 旅の手帖 MOOK ）
上信電鉄、上毛電気鉄道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

完成！
【受贈】

首都圏日帰り鉄道の旅
松本典久/著 ペガサス/発行
2017.3 142p 21cm 1500 円
わたらせ渓谷鐵道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

明治の革命 自由民権運動 増補版
三浦進/著 同時代社/発行
2017.3 254p 19cm 1800 円
田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

主要農作物作況調査成績書(水稲、コンニャク、
小麦) 平成２８年度
群馬県農政部技術支援課[/発行]
[2017] 74p 30cm
【受贈】

八ッ場ダム･思川開発･湯西川ダム裁判報告～６都
県住民１１年のたたかい～
八ッ場ダム住民訴訟弁護団･八ッ場ダムをスト
ップさせる市民連絡会[/発行]
2016.9 204p 30cm 1000 円(頒価) 【受贈】

上越線国境 鉄道写真集
安井寛/著 イカロス出版/発行
2017.3 81p 26cm 1204 円
「第 2 章 静寂―夜の水上と石打」収録
【TRC 新刊案内 2007 号】
地域森林計画変更計画書
群馬県[/発行]
[2017] 9,15,9p 30cm

6 産業
イタリア伯爵 糸の町を往く 明治２年の上州視
察旅日記
富沢秀機/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.4 209p 19cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 4/21】

畜産施策の概要 平成２９年度
群馬県農政部畜産課/発行
[2017] 54p 30cm

【上毛 4/14】

【受贈】

群馬県畜産試験場研究報告
群馬県畜産試験場/発行
2017.2 106p 30cm

【受贈】

嬬恋村カモシカ等食害対策調査報告書 平成２８
年度
群馬県教育委員会文化財保護課[/発行]
[2017.2] 48p 30cm
【受贈】

第２３号

群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター/発行
2017.3 52p 30cm

【受贈】

ちょっとぐらい寄ってけばいいがね！ 桐生中央
商店街MAP
ままの WA 桐生/協力
桐生中央商店街振興組合[/発行]
[2017.4] 四つ折り 18 × 36cm
【桐生タイムス 4/6】

２０１７～１９

群馬県水産試験場研究報告 第２２号
（附 平成２７年度業務報告）
群馬県水産試験場/発行
2017.3 31p 30cm

【受贈】

地価公示標準地価格（付 標準地案内図） 平成
２９年
群馬県[/発行]
[2017] 116p 30cm
【受贈】

業務年報 平成２７年度
群馬県浅間家畜育成牧場[/発行]
[2016] 74p 30cm
【自館作成】
桐生の一押し商品パンフレット
年度版
桐生市/作製
[2017.4] 22p 25 × 11cm

平成２８年度

利根下流地域森林計画書（利根下流森林計画区）
計画期間 自 平成２９年４月１日 至 平成３９年
３月３１日
群馬県[/発行]
[2017.4] 4,58,35p 30cm
【受贈】

第１４号
【受贈】
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〔2017.5〕

なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 駅スタ
ンプが７７８個！
鈴木涼子/ほか文 交通新聞社/発行
2017.3 224p 21cm 1400 円
付属資料：「復刻版『コンパス時刻表』路線図」
1枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2005 号】

大人の日帰り旅ブラ歩き美術館＆文学館 首都圏
知的冒険心と美味堪能
KADOKAWA/発行
2017.3 95p 30cm 1200 円
（ ウォーカームック No.715 ）
萩原朔太郎記念館、群馬県立近代美術館、田山
花袋記念文学館に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2006 号】

日本の美しい庭園図鑑
大 野 暁彦 ･鈴 木 弘樹 /著 エ ク ス ナレ ッジ /発行
2017.3 159p 21cm 1600 円
楽山園に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

がっつり！センバツ甲子園 ２０１７
日本文芸社/発行
2017.4 188p 26cm 444 円
（ にちぶん MOOK ）
前橋育英、健大高崎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

沼田市路線バス時刻表
沼田女子高校美術部/イラスト [沼田市/発行]
[2017.4] A5 判
【週刊利根 4/23】

機動破壊の秘策 健大高崎実戦で使える走攻守
９６の究極プレー
田尻賢誉/著 竹書房/発行
2017.3 247p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2004 号】

農業農村整備事業のあゆみ 平成２８年度
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2017.3 145p 30cm
【受贈】

群馬県書道展覧会作家名鑑
県民芸術祭参加
群馬県書道協会[/発行]
[2016] 64p 30cm

平成２８年の林業災害
群馬県環境森林部森林保全課[/発行]
[2017.3] 15p 30cm
【受贈】
緑化だより 平成２９年度号
群馬県緑化センター/編集･発行
2017.3 [4p] 30cm

第４０回
【受贈】

群馬のバスケットボール２０１７総集編
ありがと!Gsports/編 集 綜合プランニング/発行
2017.3 74p 30cm 926 円
（ ありがと!Gsports 臨時増刊郷 Vol.77 ）
【受贈】

【受贈】

わんこと遊べるスポット３００ 首都圏発
JTB パブリッシング/発行
2017.4 63p 30cm 580 円
（ JTB の MOOK ）
付属資料：「お役立ち&ドッグラン BOOK」15p
26cm
草津･水上に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2007 号】

群馬のバレーボール２０１７総集編 ～高校生･
中学生･小学生～
ありがと!Gsports/編 集 綜合プランニング/発行
2017.1 82p 30cm 926 円
（ ありがと!Gsports 臨時増刊郷 Vol.75 ）
【受贈】
甲子園名門野球部の練習法 走･攻･守の技術から
戦術･メンタル指導まで
宝島社/発行
2017.4 125p 26cm 1000 円
（ 別冊宝島 2557 ）
前橋育英、健大高崎、伊勢崎清明に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2004 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
秋間小人権かるた
秋間小人権かるた委員会/制作･編集
安中市立秋間小学校/発行
2017.3 92 枚(空札 4 枚) 18 × 13cm (箱)
付属資料：「秋間小人権かるたの制作について」
1 枚
【受贈】

〔 2017.5〕

第６７回
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廣習流 人形陶芸 とんでとんで
新藤廣習/作･著 朝日印刷工業/発行
2017.4 106p 20 × 21cm 1400 円(税込)
新藤氏は沼田市在住
【受贈、上毛 4/19】
スポーツ科学群馬 平成２３～２７年度
Ｖｏｌ.１４
群馬県スポーツ協会[/発行]
2017.3 105p 30cm
【受贈】

彫刻の問題
白川昌生･金井直/著 トポフィル/発行
2017.3 115,54p 22cm 2200 円
白川氏は群馬県立女子･大学前橋工科大学講師
【TRC 新刊案内 2005 号】

鴨川食堂
柏井壽/著 小学館/発行
2013.11 206p 19cm 1000 円
第一話「鍋焼きうどん」中の登場人物として高
崎の女性に関する記述あり
【朝日 4/12、TRC 新刊案内 1843 号】

豊岡かるた
豊岡かるたを作る会[/読み札作製]
高崎市立豊岡小学校 4 年生[/絵札作製]
[2017.3] [88 枚] 500 円(税込)
【上毛 3/8、読売 4/25】

北方の王者たち 物語･奥州藤原氏の興亡
原沢晃一/著 文芸社/発行
2017.4 299p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2006 号】

内部への月影 女声合唱とピアノのための
鈴木輝昭/作曲 萩原朔太郎/詩
全音楽譜出版社/発行
2017.3 69p 28cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2006 号】

群馬県高校生文学賞作品集 第十一集 平成二十
八年度作品
群馬県高等学校文化連盟文芸専門部/編集･発行
2017.3 49p 21cm
【受贈】
『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しＢＯＯＫ ｖｏｌ.１６
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2017.3 253p 21cm 1200 円
「スープ屋しずくの謎解き朝ごはん」友井羊(群
馬県生まれ)/著収録【TRC 新刊案内 2004 号】

「まんが スポーツで地域活性化」事例集
ｖｏｌ.４ 世界が注目するアウトドア天国･みな
かみ 群馬県みなかみ町
木村慎吾･齋藤来美･清水蒼衣/作画
スポーツ庁/企画･監修
[2017.4] 60p 前後 A5 判
木村氏、齋藤氏、清水氏は桐生大学短期大学部
の学生
【桐生タイムス･上毛 4/20、読売 4/22】

七･七･七･五で唄う都々逸人生教室
柳家紫文/著 海竜社/発行
2017.3 163p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2004 号】

モノクロ散歩 村田博写真集
村田博/発行
2015.12 1 冊 28cm 3200 円(税込)
村田氏はみなかみ町生まれ、前橋市在住
【受贈】

震災鎮魂句 東日本大震災
照井翠/俳句 堀泰雄/翻訳･写真･文
ホリゾント出版(前橋市)/発行
2017.3 32p 30cm 500 円
堀氏は前橋市在住
【上毛 4/4】
水煙 水曜短歌会年刊作品（二十九集）
水曜短歌会(前橋市)/発行
2017.3 56p 21cm
【受贈】

8 語学

すきっぷ [２０１７年]３月号
メイト/発行
[2017.3] [A4 変形判] [399 円]
「ひなまつりのないしょばなし」浦野真樹(前
橋市在住)/著収録
【上毛 4/12】
旅のはじまり 古希記念歌集
二渡静江[/著･発行]
[2017.4] 1 冊 和綴じ
二渡氏は桐生市在住
【桐生タイムス 4/5】

9 文学
赤備えの鬼武者 井伊直政
近衛龍春/著 毎日新聞出版/発行
2017.4 333p 19cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2006 号】
邂逅 第２号
邂逅[(前橋市)]/発行
1975.3 48p 19 × 26cm

400 円

図書室のピーナッツ
竹内真/著 双葉社/発行
2017.3 312p 19cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2006 号】

【受贈】

- 11 -

〔2017.5〕

花のかゞよひ 歌集 私家版
蓮華平等/作･発行
2001.11 110p 22cm
作者は藤岡市在住
ひつじの箱 詩集
梁川梨里/著 七月堂/発行
[2017.4] 1620 円
著者は高崎市在住

県関係者の一般著作
【受贈】
いまさら聞けないビットコインとブロックチェー
ン
大塚雄介/著
ディスカヴァー･トゥエンティワン/発行
2017.3 255p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2007 号】

【上毛 4/16】

「雲雀の会」詩集 第１０号
前橋文学館友の会詩サークル「雲雀の会」/発
行
2017.3 28p 26cm
【受贈】

イラスト図解でよくわかる記憶力がいままでの10
倍よくなる法 すぐに覚えて、ずっと忘れない技
術
栗田昌裕/著 三笠書房/発行
2017.4 166p 19cm 1200 円
著者は群馬パース大学学長
【TRC 新刊案内 2005 号】

文人、ホームズを愛す。
植田弘隆/著 青土社/発行
2015.12 332p 20cm 1800 円
田山花袋、萩原朔太郎、坂口安吾に関する記述
あり
【朝日 4/19、TRC 新刊案内 1951 号】

大人の水泳 知っておきたい上達＆改善のコツ
５０
角皆優人/著 メイツ出版/発行
2017.3 128p 21cm 1630 円
（ コツがわかる本 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】

方位 Ⅵ
久保木宗一/著 久保木宗一･風塵舎/発行
2005.4 50p 22 × 22cm 1000 円(税込)
著者は前橋市在住
【受贈】

親から子へかかわりの糸を結ぶ２１の言葉
曽山和彦/著 文溪堂/発行
2017.3 199p 21cm 1500 円
（ hito*yume book ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2004 号】

坊っちゃんのそれから
芳川泰久/著 河出書房新社/発行
2016.10 299p 20cm 1600 円
物語の舞台として下仁田の牧場と富岡製糸場に
関する記述あり
【朝日 4/5、TRC 新刊案内 1985 号】
前橋が産んだ世界詩人 萩原朔太郎
久保木宗一/著 秋葉二三一/絵
NIPPON ACADEMY 出 版室/発行
2017.3 17 場面 30 × 42cm
著者は前橋市在住

「勝ち組」異聞 ブラジル日系移民の戦後７０年
深沢正雪/著 ニッケイ新聞社/編
無明舎出版/発行
2017.3 276p 19cm 1800 円
著者は大泉町に住んでいた
【上毛 4/2、TRC 新刊案内 2005 号】

紙芝居

【受贈】

家庭でできるおいしいブルーベリー栽培１２か月
荻原勲/著 家の光協会/発行
2017.4 111p 21cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2007 号】

魔法の庭の宝石のたまご
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2017.3 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 72 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2004 号】

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事
神尾哲男/著 幻冬舎/発行
2017.3 175p 18cm 1100 円
著者は「料理工房神尾。」(前橋市)主事
【TRC 新刊案内 2004 号】

輪廻 男声合唱とピアノのための 第２版
西村朗/作曲 萩原朔太郎/詩
全音楽譜出版社/発行
2017.3 35p 28cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2006 号】

〔 2017.5〕

金融読本 第３０版
島 村 高嘉 ･中 島 真 志/著 東洋 経 済新 報 社/発行
2017.3 15,359,15p 21cm 2400 円
（ 読本シリーズ ）
島村氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2004 号】
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高校生と考える人生のすてきな大問題
桐光学園中学校･高等学校/編 左右社/発行
2017.4 414p 21cm 1700 円
内山節(上野村と東京を往復して暮らす)の「大
学訪問授業」の記録収録
【TRC 新刊案内 2006 号】

人体５億年の記憶 解剖学者･三木成夫の世界
布施英利/著 海鳴社/発行
2017.3 246p 20cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】
すごいストレッチ 職場で、家で、学校で、働く
あなたの疲れをほぐす
崎田ミナ/著 田中千哉/監修
エムディエヌコーポレーション/発行
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2005 号】

子どもの貧困･不利･困難を越える学校 行政･地
域と学校がつながって実現する子ども支援
柏木智子･仲田康一/編著 学事出版/発行
2017.3 157p 21cm 1800 円
仲田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2004 号】
サービス･ドミナント･ロジックの進展 価値共創
プロセスと市場形成
田口尚史/著 同文舘出版/発行
2017.3 13,245p 22cm 3500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】

地方議会を再生する
相川俊英/著 集英社/発行
2017.3 206p 18cm 720 円
（ 集英社新書 0873 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】
中学受験親のかかわり方大全
松島伸浩/著 実務教育出版/発行
2017.4 332p 19cm 1500 円
付属資料：「勉強ができるようになるための『十
七条の教え』」1 枚
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2006 号】

資 産 家 たち は な ぜ 今 、 テ キ サ ス を 買 い 始 め た の
か？
倉石灯･角内創/著 ぱる出版/発行
2017.4 191p 19cm 1500 円
角内氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2007 号】

ファイナンス入門 改訂版
齋藤正章･阿部圭司/著
放送大学教育振興会/発行
2017.3 221p 21cm 2500 円
（ 放送大学教材 ）
阿部氏は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 2005 号】

自治体経営の新展開
岩崎忠/著 一藝社/発行
2017.3 189p 21cm 2200 円
著者は高崎経済大学地域政策学部准教授
【TRC 新刊案内 2007 号】
しつけの不安と気がかりオール解消バイブル ７
人のプロから、悩めるママ＆パパへ
主婦の友社/発行
2017.3 113p 29cm 980 円
（ 主婦の友生活シリーズ ）
佐々木正美(前橋市出身)の記事収録
【TRC 新刊案内 2004 号】

枕と寝具の科学
久保田博南･五日市哲雄/著
日刊工業新聞社/発行
2017.3 159p 21cm 1600 円
（ B&T ブックス ）
久保田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2007 号】

「自動運転」革命 ロボットカーは実現できるか？
小木津武樹/著 日本評論社/発行
2017.3 10,201p 19cm 1600 円
著者は群馬大学次世代モビリティ社会実装研究
センター副センター長
【TRC 新刊案内 2004 号】

未来をはこぶオーケストラ 福島に奇跡を届けた
エル･システマ
岩井光子/著 汐文社/発行
2017.3 159p 20cm 1400 円
著者は前橋市出身、高崎市在住
【朝日 4/26、TRC 新刊案内 2007 号】

食をめぐる人類学 飲食実践が紡ぐ社会関係
櫻田涼子･稲澤努/編著 昭和堂/発行
2017.3 7,266,11p 22cm 5000 円
（ 東北アジア研究専書 ）
櫻田氏は育英短期大学現代コミュニケーション
学科准教授
【TRC 新刊案内 2004 号】

弥生文化形成論
設楽博己/著 塙書房/発行
2017.2 11,626p 27cm 18000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2005 号】
様式の生成 十九世紀ドイツ建築論における「様
式統合」理念に関する研究
石川恒夫/著 中央公論美術出版/発行
2017.2 420p 22cm 13000 円
著者は前橋工科大学工学部建築学科教授
【TRC 新刊案内 2005 号】

新･実学への道 人生の応援歌
松永美弘/著 学文社/発行
2017.1 139p 19cm 1800 円
著者は高崎商科大学教授
【上毛 4/7、TRC 新刊案内 2000 号】
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歴史の現場から
内藤真治/著 東銀座出版社/発行
2017.4 169p 21cm 1389 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 4/19、TRC 新刊案内 2009 号】

地域創生と経営革新 前橋商工会議所青年部講師
例会（CD）
山田修康/講師
前橋商工会議所青年部[/発行]
[2016.11]
【 受 贈】

ロールズの政治哲学 差異の神義論=正義論
田中将人/著 風行社/発行
2017.3 352,7p 22cm 4500 円
著者は高崎経済大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2004 号】

長野堰なくして高崎なし（DVD）
長野堰を語りつぐ会･長野堰土地改良区[作成]
[2017.4]
【上毛 4/15】
幕府の運命、日本の運命 小栗上野介の日本改造
日本の伝統を守る会講演（CD）
村上泰賢/講師 東善寺[/発行]
[2017.2]
【受贈】
百年池 １００ ｙｅａｒｓ Ｐｏｎｄ（DVD）
藤橋誠/監督･脚本･撮影･編集
まち映画制作事務所/企画 エフブリッジ/制作
2017 42,11 分
太田市が舞台の「まち映画」
【受贈】

視聴覚資料
あの夏、いつかの生姜焼き（DVD）
藤橋誠/監督･脚本･撮影･編集
おっきりこみぞー/原作
[出版年不明] 62,15 分
高崎市中心商店街での地域活性化事業として市
民協働型で制作された「まち映画」 【受贈】

マエバシのミライにワクワクする いなせなコネ
クション 新春スペシャル（CD）
小川滋･手島仁･江原友樹･渡邉辰吾/出演
まえばし CITY エフエム[/放送]
[2017.1]
【受贈】

エンゼル･タイム（CD）
日比野美希/演奏
[2017.4] 5 曲 30 分 1000 円
日比野氏は邑楽町出身

箕輪城悲話（CD）
はぎ和俊/歌
[2017.4] 1000 円(税込)
はぎ氏は前橋市在住

【上毛 4/16】

【上毛 4/19】

カイコは歌にのせて 藤岡に生まれた養蚕唱歌
（CD）
藤岡地方ユネスコ少年少女合唱団/合唱
養蚕唱歌研究同好会/発行
2017.1 2 曲
【受贈、上毛 4/5･21】

電子資料

谺雄二 ハンセン病とともに生きる 熊笹の尾根
の生涯（DVD）
栗生楽泉園入所者自治会/企画
岩波映像/制作
[2017.4] 43 分 15000 円
【上毛 4/7･25、朝日 4/12、毎日 4/13】

群馬県水産試験場研究報告 第２２号（附 平成
２７年度業務報告）（CD-ROM）
群馬県水産試験場[/発行]
[2016.3]
【受贈】

擦り傷マイライフ（CD）
巨峰３兄弟/演奏
2017.5 3 曲 1080 円
「巨峰３兄弟」は桐生市を拠点に活動するバン
ド
【上毛 4/25】

広報ちよだ縮刷版（DVD-ROM）
千代田町役場/発行
[2017.4] 2 枚組 3500 円
1955 年 10 月の千代田村報第 1 号から 2016 年 3
月の広報ちよだ第 718 号まで収録
【受贈、上毛 4/17】

第１７回 少年少女合唱団群馬フェスティバル
（DVD）
藤岡ロータリークラブ/主催
少年少女合唱団群馬県フェスティバル実行委員
会/主管 Cinemapro/制作
[2016] 2 枚組
【受贈】

〔 2017.5〕
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