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日本古代の氏族と系譜伝承
鈴木正信/著 吉川弘文館/発行
2017.5 6,497,15p 22cm 12000 円
「上野国美和神社の官社化と神階奉授」収録
【TRC 新刊案内 2009 号】
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・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。

味わいの名宿 日本のおもてなしを五感で楽しめ
る“日本 味の宿”
枻出版社/発行
2017.4 184p 29cm 1800 円
（ エイムック 3689 ）
つつじ亭(草津町)、香雲館(渋川市)に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

・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。

アーネスト･サトウの明治日本山岳記
アーネスト･メイスン･サトウ/著
庄田元男/訳 講談社/発行
2017.4 285p 15cm 980 円
（ 講談社学術文庫 2382 ）
尾瀬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2009 号】
あろまさんぽ ６
あろまほっと/著 徳間書店/発行
2017.5 141p 20cm 1389 円
（ ロマンアルバム ）
伊香保温泉･榛名山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

０ 総記
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.８ ＳＵＭＭＥＲ
トロワデザイン(高崎市)/編集･制作･発行
2017.4 50p 21cm
【受贈】

1 哲学･宗教
下馬将軍 酒井雅楽頭の菩提寺 龍海院
井野修二/著 前橋学ブックレット編集委員会/
企画 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.5 74p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 10 ）
著者は群馬歴史散歩の会編集委員長 【受贈】

伊勢崎市境歴史資料 ２４３号
境史談会/発行
2017.3 47p 26cm

【受贈】

岩宿遺跡Ｆ地点
みどり市教育委員会/編集･発行
2017.3 28p 30cm

【受贈】

裏切りと嫉妬の「自民党抗争史」
浅川博忠/著 講談社/発行
2017.4 221p 15cm 750 円
（ 講談社+α文庫 G304-1 ）
「第 4 章 田中角栄 vs.福田赳夫」、「第 5 章 大
平正芳 vs.福田赳夫」、「第 7 章 中曽根康弘 vs.
三木武夫」収録
【TRC 新刊案内 2011 号】

<首都圏近郊>出雲系神社探索ガイド 東日本に広
がる古代出雲の世界
出川通/著 言視舎/発行
2017.4 154p 21cm 1600 円
（ 言視 BOOKS ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

お金と幸せを引き寄せる小さな旅の本 首都圏
JTB パブリッシング/発行
2017.4 77p 30cm 599 円
（ JTB の MOOK ）
榛名に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】
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〔2017.6〕

大人のひとり旅
宝島社/発行
2017.5 127p 30cm 800 円
（ TJ MOOK ）
わたらせ渓谷鐡道、四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

考古耽読抄
坂詰秀一/著 ニューサイエンス社/発行
2017.3 468p 22cm 4500 円
（ 私の考古遍歴 4 ）
「東国から読み解く古墳時代」若狭徹(高崎市
教育委員会文化財保護課長)/著の書評収録
【TRC 新刊案内 2008 号】

思い出の記
山口武夫/発行
2012.10 191p 22cm
山口氏は中之条町歴史民俗資料館初代館長
【受贈】

高速道路＆ＳＡ･ＰＡガイド ２０１７－２０１
８年最新版
講談社ビーシー/発行
2017.4 192p 30cm 926 円
（ ベストカー情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

オールカラー楽しく覚える！都道府県 行ってみ
たい！見てみたい！
長谷川康男/監修 ナツメ社/発行
2017.5 239p 21cm 1200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】

コテージ･貸別荘＆キャンプ場 ２０１７－２０
１８
舵社/発行
2017.4 96p 30cm 800 円
（ KAZI ムック ）
群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2009 号】

金井東裏遺跡 甲着装人骨等詳細調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集
群馬県教育委員会/発行
2017.3 463p 口絵 8p 30cm
【受贈】

西鹿田中島遺跡発掘調査報告書（２）
みどり市教育委員会/編集･発行
2017.3 210p 30cm

考えよう！女性活躍社会 ２ 「女性初」にイン
タビュー！
孫奈美/編 汐文社/発行
2017.4 47p 27cm 2400 円
日本人「女性初」の宇宙飛行士･向井千秋に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

真田信之
黒田基樹/編著 戎光祥出版/発行
2017.4 397p 21cm 6500 円
（ シリーズ･織豊大名の研究 5 ）
【TRC 新刊案内 2008 号】

企画展 第６３回 方形周溝墓の世界
岩宿博物館/編集
2017.1 37p 30cm
【受贈】

自省録 歴史法廷の被告として
中曽根康弘/著 新潮社/発行
2017.5 326p 16cm 550 円
（ 新潮文庫 な-97-1 ）
【TRC 新刊案内 2011 号】

記念日に泊まりたい名宿 最新版上級ステイを楽
しむホテル＆旅館ビジュアルマガジン
アスペクト/発行
2017.6 111p 30cm 1200 円
（ アスペクトムック ）
別邸 仙寿庵(谷川温泉)、山屋蒼月(赤城高原温
泉)、お宿 玉樹(伊香保温泉)、奥伊香保温泉
別邸 諧暢楼(奥伊香保温泉)、茜彩庵 山水(神
流湖畔)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

史跡瀧沢石器時代遺跡―総括報告書―
渋川市教育委員会/編集･発行
2017.3 247p 写真図版 54p 30cm

【受贈】

渋川市市内遺跡１０ 平成２７年度市内遺跡範囲
確認調査報告
渋川市教育委員会/編集･発行
2017.3 30p 写真図版 7p 30cm
【受贈】

旧石器時代の知恵と技術の考古学 安蒜政雄先生
古希記念論文集
安蒜政雄先生古希記念論文集刊行委員会/編
雄山閣/発行
2017.3 382p 27cm 18000 円
「『岩宿カレンダー』をつくる」萩谷千明/著収
録
【TRC 新刊案内 2008 号】

信州往来もののふ列伝
山崎泰/著 しなのき書房/発行
2017.4 275p 19cm 1200 円
真田昌幸、真田信之に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

金銀名湯 伊香保温泉
小暮淳/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.5 115p 21cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 5/19、TRC 新刊案内 2014 号】
〔 2017.6〕

【受贈】
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世界に感動をあたえた日本人 上 スポーツ 国
際理解･平和編
評論社/発行
2017.4 79p 29cm 4500 円
瀬谷ルミ子(桐生市生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】

西横野中部地区遺跡群 二軒在家原田遺跡 二軒
在家原田Ⅱ遺跡―県営農地整備事業松義中部地区
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―≪第２分冊≫
安中市教育委員会/編集･発行
2017.3 [801p] 付図 24 枚 30cm 【受贈】
西横野中部地区遺跡群 二軒在家原田頭遺跡 行
田二本杉原東遺跡―県営農地整備事業松義中部地
区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―
≪第３分冊≫
安中市教育委員会/編集･発行
2017.3 [156p] 30cm
【受贈】

絶景写真の正しい撮り方 世界遺産や人気スポッ
トの魅力を引き出す
学研プラス/発行
2017.4 128p 26cm 1400 円
（ GAKKEN CAMERA MOOK ）
尾瀬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

西横野中部地区遺跡群 写真図版編―県営農地整
備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書―≪第４分冊≫
安中市教育委員会/編集･発行
2017.3 写真図版 534p 30cm
【受贈】

張学良が仕掛けた四つの罠―日中戦争と太平洋戦
争の真実―
橋田惠子/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.4 257p 19cm 1300 円
東宮鉄男に関する記述あり
【受贈、上毛 5/4、TRC 新刊案内 2011 号】

日本旧石器時代の起源と系譜
安蒜政雄/著 雄山閣/発行
2017.3 254p 22cm 4200 円
「岩宿遺跡の調査と研究」収録
【購入、TRC 新刊案内 2007 号】

２ Ｈｏｕｒｓ Ｄｒｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｔｏｋｙｏ
東京から２時間の旅ガイド
西園寺怜･北條巴/著 ポット出版/発行
2017.4 99,43p 19 × 19cm 1600 円
長楽寺･世良田東照宮(太田市)に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2011 号】

日本の時代をつくった本 幕末から現代までの社
会と文学をビジュアルで読み解く
永江朗/監修 WAVE 出版/発行
2017.4 318p 31cm 9000 円
「明治の青年が直面した西洋思想との格闘―内
村鑑三『余は如何にして基督信徒となりし
か』」、「日清戦争後の社会を描くモデル小説―
徳富蘆花『不如帰』」、「個人主義的な天皇制下
の秩序解体を説く―坂口安吾『堕落論』」に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】

東京人 ２０１７年５月号 ３８３号
都市出版/発行
[2017.4] 930 円
連載「東京つれづれ日誌」川本三郎/執筆で「初
めての桐生散歩。」と題し、紹介している
【上毛 5/21】
東国文化副読本～古代ぐんまを探検しよう～
群馬県文化振興課/企画･編集 群馬県･群馬歴
史文化遺産発掘･活用･発信実行委員会/発行
2017.4 72p 30cm
【受贈】

日本の絶景さんぽ旅 ニッポンには奇跡の風景が
ある
ぴあ/発行
2017.4 99p 30cm 780 円
（ ぴあ MOOK ）
芳ヶ平に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

徳川軍団に学ぶ組織論
小和田哲男/監修 造事務所/編著
日本経済新聞出版社/発行
2017.4 254p 15cm 830 円
（ 日経ビジネス人文庫 お 6-4 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

日本の絶景道１００選 ルート選びに役立つアイ
コン付きで紹介！
枻出版社/発行
2017.4 143p 26cm 1200 円
（ エイムック 3693 ）
志賀草津道路、つまごいパノラマライン、鬼押
ハイウェー、上信スカイラインに関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2008 号】

西横野中部地区遺跡群 人見西原遺跡 人見坂ノ
上遺跡 人見三本松遺跡 人見上ノ原遺跡 人見
上西原遺跡―県営農地整備事業松義中部地区に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書―≪第１分冊≫
安中市教育委員会/編集･発行
2017.3 255p 口絵 14p 30cm
【受贈】

はじめての山あるきブック関東周辺
実業之日本社/発行
2017.5 143p 21cm 1500 円
（ ブルーガイド ）
赤城山、妙義山、尾瀬沼に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】
-3-
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日帰りお得きっぷ旅 首都圏
JTB パブリッシング/発行
2017.5 111p 26cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
「《上信電鉄･富岡製糸場見学往復割引乗車券》
で、世界遺産の製糸場を訪ねる「群馬・富岡」
の旅」収録
【TRC 新刊案内 2011 号】

教育行政の主要施策 平成２９年度
群馬県教育委員会[/発行]
2017.3 91p 30cm

教育事務所要覧 平成２９年度
群馬県教育委員会事務局吾妻教育事務所[/発
行]
[2017.4] 5p 30cm
【受贈】

仏教健康法 百二十五歳まで生きられる
松原日治/著
2017.4 203p 19cm
著者は平等山福祉寺(伊勢崎市)住職 【受贈】
前橋まるごとＭＡＰ
前橋観光コンベンション協会/発行
2017.4 折りたたみ 60 × 42cm

【受贈】

教育に浸透する自衛隊 「安保法制」下の子ども
たち
「教育に浸透する自衛隊」編集委員会/編
同時代社/発行
2017.4 90p 21cm 800 円
『群馬県の状況と取り組み―中学生「職場体験」
に名に借りた自衛隊勧誘は中止せよ』酒井宏明
(日本共産党群馬県議会議員)/著収録
【受贈、TRC 新刊案内 2011 号】

【受贈】

道の駅旅案内全国地図 平成２９年度版 特集旅
コレクション！
ゼンリン/発行
2017.3 336p 30cm 1100 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

群馬県公立高等学校入学者選抜結果 平成２９年
度
群馬県教育委員会事務局高校教育課[/発行]
[2017] [4p] 30cm
【受贈】

目が見えない演歌歌手
清水博正/著 山中企画/発行
2017.4 189p 19cm 1500 円
著者は渋川市出身 【TRC 新刊案内 2009 号】

群馬県内各市の財政分析 決算数値から読み解く
水出優/著
[2017.3] 148p 30cm
著者は群馬県地方自治研究センター元研究員
【受贈】

レンズが撮らえたオックスフォード大学所蔵幕末
明治の日本
フ ィ リッ プ ･グ ロー ヴ ァ ー/編 著 三 井圭 司/編
山川出版社/発行
2017.2 207p 22cm 1600 円
伊香保に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2002 号】

群馬県内各町の財政分析 決算数値から読み解く
水出優/著
[2017.3] 184p 30cm
著者は群馬県地方自治研究センター元研究員
【受贈】
群馬県内各村の財政分析 決算数値から読み解く
水出優/著
[2017.3] 100p 30cm
著者は群馬県地方自治研究センター元研究員
【受贈】
群馬県の治安情勢 平成２９年版
群馬県警察本部[/発行]
[2017] 12p 30cm

【受贈】

群馬県立女子大学紀要 第３７号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2016.2 68,113p 26cm

【受贈】

【受贈】

群馬県立女子大学紀要 第３８号
群馬県立女子大学紀要委員会/編集
群馬県立女子大学/発行
2017.2 38,236p 26cm

【受贈】

【受贈】

群馬大学工業会報 通巻１５６号
群馬大学工業会/発行
2017.3 42,10p 30cm

【 受贈】

3 社会科学
医学部大学受験案内 ２０１８
晶文社学校案内編集部/編集
晶文社/発行
2017.4 313p 21cm 2000 円
群馬大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】
いずみ 第六十七号
群馬大学教育学部附属中学校/発行
2016.3 205p 21cm
おもしろ科学教室教材集―２７―
群馬県生涯学習センター/編集･発行
2017.3 38p 30cm

〔 2017.6〕
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群馬大学地域貢献事業報告書 平成２６年度
群馬大学地域連携推進室[/発行]
[2015] 49p 30cm
【受贈】
群馬の県民経済計算 平成２６年度
群馬県企画部統計課/編集
2017.4 103p 30cm

首都圏中学受験案内 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨
城 栃木 群馬 山梨 ２０１８年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2017.4 929p 21cm 1900 円
付属資料：図 3 枚 【TRC 新刊案内 2008 号】

【受贈】

現代群馬県政史 第六巻
総務部総務課/編集 群馬県/発行
2017.3 40,1654p 22cm

【受贈】

高体連 第６７号（平成２８年度）
群馬県高等学校体育連盟/編集･発行
2017.5 228p 30cm

【受贈】

生涯学習要覧 平成２９年度
中部教育事務所生涯学習係[/発行]
[2017] 27p 30cm

翠巒―目で見る高中･高高１２０年のあゆみ―
高崎高等学校創立 120 周年記念誌『翠巒』編纂
委員会/編集 群馬県立高崎高等学校創立 120
周年記念事業実行委員会/発行
2017.3 117p 26cm
【受贈、上毛 5/20】

国勢調査報告 平成２７年第２巻その２－３ 人
口等基本集計結果 ３ 関東１[複合媒体資料]
総務省統計局/編集 日本統計協会/発行
2017.3 1 冊 31cm 6900 円
付属資料：CD-ROM1 枚、地図 29 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

全国高等学校教員評価集 制度導入前後の都道府
県別実施実態
全国高等学校教頭･副校長会/編
学事出版/発行
2017.3 203p 21cm 2200 円
「群馬県の人事評価制度/群馬県高等学校管理
経営研究会全日制教頭･副校長部会」収録
【TRC 新刊案内 2009 号】

コンパクトシティ実践ガイド 医療･福祉･子育て
連携！
コンパクトシティ研究会/編 ぎょうせい/発行
2017.3 2,176p 26cm 2300 円
「高崎市等における公的不動産を活用した多世
代型施設の取組」収録
【購入、TRC 新刊案内 2003 号】

第３次群馬県犯罪被害者等基本計画
群馬県生活文化スポーツ部人権男女･多文化共
生課/発行
[2017.3] 57p 30cm
【受贈】
第３次群馬県犯罪被害者等基本計画 概要版
群馬県生活文化スポーツ部人権男女･多文化共
生課[/発行]
[2017.3] [4p] 30cm
【受贈】

産業研究（高崎経済大学地域科学研究所紀要）
第５２巻第２号（通巻８６号）
高崎経済大学地域科学研究所/発行
2017.3 67p 26cm
【受贈】
市町村民経済計算 平成２６年度
群馬県企画部統計課/編集
2017.4 64p 30cm

高崎経済大学論集 第５９巻 第２･３･４合併号
（通巻２１３号）
高崎経済大学経済学会/発行
2017.3 93p 26cm
【受贈】

【受贈】
多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア 地域
づくりのトップランナー１０の実践
宮下公美子/著 メディカ出版/発行
2017.5 159p 21cm 2200 円
エムダブルエス日高(高崎市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

児童･生徒保健活動の実践記録 第４３号 平成
２８年度
渋川北群馬地区学校保健会[/発行]
[2017] 1 冊 30cm
【受贈】
下仁田町第５次総合計画
群馬県下仁田町地域創生課/発行
[2017.3] 122p 30cm

【受贈】

保健の歩み ６４
渋川北群馬地区学校保健会[/発行]
[2017.3] 97p 30cm

【受贈】

下仁田町第５次総合計画 ダイジェスト版
群馬県下仁田町地域創生課/発行
[2017.3] 7p 30cm
【受贈】

【受贈】

「名門高校」盛衰史 戦後史を彩った名門高校と
その「人脈」のすべて
宝島社/発行
2017.5 127p 26cm 1000 円
（ 別冊宝島 2571 ）
『多数の総理大臣を輩出した群馬 永遠のライ
バル「高崎」と「前橋」』収録
【TRC 新刊案内 2010 号】

首都圏高校受験案内 東京･神奈川･千葉･埼玉の
国公私立全校 茨城･栃木･群馬･山梨の主な私立高
校 ２０１８年度用
晶文社学校案内編集部/編集 晶文社/発行
2017.4 1571p 21cm 2200 円
【TRC 新刊案内 2008 号】
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〔2017.6〕

明和学園短期大学紀要 第２６集
明和学園短期大学/編集･発行
2017.3 88p 30cm

健康福祉統計年報 平成２９年刊
群馬県健康福祉部健康福祉課総合政策係/編集･
発行
2017.3 1 冊 30cm
【自館作成】

【受贈】

矢野三百年のあゆみ
矢野創業 300 年記念誌編集委員会/編集
矢野(桐生市)/発行
2017.3 326p 30cm 3000 円(頒価)
【受贈、桐生タイムス 5/20】

認知症の本人･家族の困りごとを解決する医療･介
護連携の秘訣 初期集中支援チームの実践２０事
例に学ぶ
山口晴保･山口智晴/編集 前橋市認知症初期集
中支援チーム/著 協同医書出版社/発行
2017.3 9,205p 26cm 2600 円
山口晴保氏は群馬大学名誉教授
山口智晴氏は群馬医療福祉大学リハビリテーシ
ョン学部准教授
【TRC 新刊案内 2008 号】

要覧 平成２９年度
群馬県立北毛青少年自然の家[/発行]
[2017.4] 14p 30cm
【受贈】

年報 平成２７年度
群馬県立精神医療センター/編集･発行
2017.2 80p 30cm
【受贈】

4 自然科学
衛星画像で読み解く噴火しそうな日本の火山
福田重雄/著 日本評論社/発行
2017.4 118p 26cm 2400 円
日光白根山、草津白根山、浅間山、榛名山に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
旧小幡藩武家屋敷 松浦氏屋敷 武士の暮らしを
垣間みる
群馬県甘楽町[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 21 × 30cm
【受贈】

温泉の秘密
飯島裕一/著 海鳴社/発行
2017.2 174p 19cm 1600 円
川中温泉、温川温泉、草津温泉、伊香保温泉、
四万温泉に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2002 号】

群馬県都市計画審議会議案 第１８０回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2017.3] 2p 30cm
別添資料：添付図面 6p 参考資料 2p【受贈】

温泉批評 ２０１７春夏号 総力特集単純温泉と
いう個性
双葉社/発行
2017.4 123p 21cm 880 円
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】

群馬県バイオマス活用推進計画（改定版）
群馬県環境森林部環境エネルギー課/編集･発行
2017.3 43p 30cm
【受贈】

語り継ぐハンセン病 瀬戸内３園から
山陽新聞社/編･発行
2017.3 271p 20cm 1800 円
谺雄二、重監房、重監房資料館に関する記述あ
り
【購入、TRC 新刊案内 2005 号】

上野三碑創作スイーツコンテスト作品集
高崎市吉井商工会[/発行]
[2017.3] 80p 19cm
【受贈 、上毛 5/18】
ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.０９
新型ＸＶはクロスオーバーＳＵＶの革命だ！！
交通タイムス社/発行
2017.5 143p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2009 号】

草津･栗生楽泉園 ハンセン病 共生と隔離の歴
史を学ぶ ガイドブック
群馬大学社会情報学部/制作･発行
2017.3 55p 21cm
【受贈、上毛 5/12】
群馬県歯科医学会雑誌 第２１巻
群馬県歯科医学会/発行
2017.3 99p 30cm

スバルをデザインするということ 企業を変える
ストラテジーデザイン
難波治/著 三栄書房/発行
2017.4 189p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2011 号】

【受贈】

群馬県食品安全検査センター業務報告 第６号
群馬県食品安全検査センター/編集･発行
2017.3 48p 30cm
【受贈】
〔 2017.6〕
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地方製造業の展開 高崎ものづくり再発見
高崎経済大学地域科学研究所/編
日本経済評論社/発行
2017.3 11,332p 22cm 3500 円
【受贈、TRC 新刊案内 2008 号】

おもしろ列車旅 走るレストラン･ホテルのよう
な客室･上質なおもてなし…遊べる鉄道"１００"
谷崎竜/著 イカロス出版/発行
2017.4 161p 21cm 1600 円
（ イカロス MOOK ）
トロッコわたらせ渓谷号、トロッコわっしー号、
SL みなかみに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

日本の名城写真図鑑１０３ 定番から地元ネタま
で旅情誘う城下町の情報
双葉社/発行
2017.4 95p 26cm 907 円
（ 双葉社スーパー MOOK ）
高崎城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

川越線、八高線昭和のアルバム
いのうえこーいち/編著
フォト･パブリッシング/発行
2017.4 88p 30cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2009 号】

本邦絹絲紡績史稿本
温井眞一/編集･発行
2017.3 614p 21cm
昭和八年～昭和十四年「絹紡工業会 月報」美
濃部慶二/著･編集の連載の復刻
温井氏は藤岡市在住
【受贈、上毛 5/30】
歴史のなかの中島飛行機 増補新訂版
桂木洋二/著 グランプリ出版/発行
2017.5 223p 21cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2010 号】
列島縦断「幻の名城」を訪ねて
山名美和子/著 集英社/発行
2017.4 254p 18cm 760 円
（ 集英社新書 0879 ）
箕輪城、金山城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2009 号】

6 産業
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書 ６ 群馬県甘
楽郡下仁田町 国指定史跡荒船･東谷風穴蚕種貯
蔵所跡
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会/発行
2017.3 40p 30cm
【受贈】
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書 ６ （別冊）
群馬県甘楽郡下仁田町 国指定史跡荒船･東谷風
穴蚕種貯蔵所跡
下仁田町歴史館/編集
下仁田町教育委員会/発行
2017.3 18p 30cm
【受贈】
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きのこ研だより 第１号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1991.3 15p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第２号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1991.10 16p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第３号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1992.6 14p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第４号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1993.1 14p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第５号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1993.6 20p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第６号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1994.1 14p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第７号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1994.6 14p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第８号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1995.3 14p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第９号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1995.11 18p 26cm

【受贈】

きのこ研だより 第１０号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1996.6 12p 26cm

【受贈】

きのこ研だより １１号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1997.3 18p 26cm

【受贈】

〔2017.6〕

きのこ研だより １２号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1997.8 20p 26cm

【受贈】

きのこ研だより １３号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1998.3 22p 26cm

【受贈】

きのこ研だより １４号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1998.7 22p 26cm

近世関東の水運と商品取引 続々 鬼怒川･利根
川上中流域を中心に
丹治健蔵/著 岩田書院/発行
2017.4 220p 21cm 3000 円
上州倉賀野河岸、上州川井･新河岸、上州平塚
河岸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2010 号】
群馬県水産試験場研究報告
成２７年度業務報告）
群馬県水産試験場/発行
2017.3 31p 30cm

【受贈】

第２２号

（附

平

【自館作成】

きのこ研だより １５号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
1999.3 22p 26cm

【受贈】

ぐんま島村蚕種の会 十年の歩み
ぐんま島村蚕種の会/発行
2017.2 136p 30cm
【受贈、上毛 3/24】

きのこ研だより １６号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2000.3 26p 26cm

【受贈】

群馬の交通事故統計 平成２８年
群馬県警察本部[/発行]
[2016] 40p 21 × 30cm

【受贈】

ぐんまの農業農村整備 ２０１６
群馬県農政部農村整備課/企画･編集
2017.3 折りたたみ 63 × 88cm

【受贈】

きのこ研だより １７号
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2000.10 24p 26cm

【受贈】

きのこ研だより １8
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2001.4 28p 26cm

【受贈】

きのこ研だより １９
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2001.11 32p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ２０
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2002.4 32p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ２１
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2002.10 36p 26cm

【受贈】

きのこ研だより ２２
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2003.4 28p 26cm

【受贈】

交通事故相談の概要 平成２８年度
群馬県県土整備部交通政策課･群馬県交通事故
相談所/編集･発行
2017.4 6p 30cm
【受贈】
公立林業試験研究機関研究成果選集 Ｎｏ.１４
（平成２８年度）
森林総合研究所/編集･発行
2017.3 88p 30cm
「マダケおが粉を利用したマイタケ栽培」群馬
県林業試験場 國友幸夫/著収録
【受贈】
コメの注目ブランドガイドブック 「産地で選ぶ」
「銘柄にこだわる」プロのための
日本食糧新聞社/編･発行
2017.4 167p 21cm 1800 円
地域別のブランド展開として群馬県に関する記
述あり
環境保全活動に取り組む自治体として川場村に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

旧鎌倉街道探索の旅 １ 上道･山ノ道編
芳賀善次郎/著 塩澤裕/構成
さきたま出版会/発行
2017.4 302p 21cm 2500 円
高崎と藤岡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

知っておきたい！日本の「世界遺産」がわかる本
調べ学習にも役立つ！
カルチャーランド/著 メイツ出版/発行
2017.4 160p 21cm 1630 円
（ まなぶっく ）
富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

桐生の一押し商品パンフレット
桐生市観光交流課[/発行]
[2017.5] 22p 26 × 11cm
【日刊きりゅう 5/14】

〔 2017.6〕

上信線ガイド
上信電鉄･上信電鉄沿線市町村連絡協議会/発行
[2016.2] 1 冊 19cm
【受贈】
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世界遺産キッズプログラム報告書 平成２８年度
黒田乃生/執筆･編集 富岡市世界文化遺産活性
化事業実行委員会/発行
2017.3 41p 30cm
【受贈】

友好都市協定締結記念事業 ブール･ド･ペアージ
ュ展～周辺地域の歴史的産業に光をあてて～報告
書
富岡市観光資源活用協議会/編集･発行
2017.3 80p 30cm
【受贈】

世界かんがい施設遺産 長野堰用水
長野堰土地改良区･長野堰語りつぐ会[/発行]
[2017.1] 1 枚 21 × 30cm
【受贈】

夢を手繰る生糸の物語
上武絹の道運営協議会/企画制作
NPO 産業観光学習館/発行
[2017] 62p 21cm
【受贈、上毛 5/2】

天朝養蚕記
ぐんま島村蚕種の会/発行
2017.2 54p 21cm
（ 境島村関係資料 第 11 号 ）
【受贈、上毛 3/24】

夢を手繰る生糸の物語 ロードマップ
上武絹の道運営協議会/企画制作
NPO 産業観光学習館[/発行]
[2017] 折りたたみ 30 × 42cm

【受贈】

東京の鉄道名所さんぽ１００ 身近にある鉄道レ
ガシーをブラリ楽しむ
松本典久/著 成美堂出版/発行
2017.5 174p 22cm 1200 円
群馬エリアに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2011 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

富岡製糸場世界遺産登録２周年記念「世界遺産講
演会」報告書
富岡市/編集･発行
2017.3 48p 30cm
【受贈】

関東周辺の岩場 新版
菊地敏之/編著 白山書房/発行
2017.4 215p 21cm 2200 円
（ CLIMBING GUIDE BOOKS ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2009 号】

日本遺産 かかあ天下―ぐんまの絹物語―甘楽町
甘楽町教育委員会社会教育課文化財保護係/編
集 かかあ天下ぐんまの絹物語協議会/発行
[2017] 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】
ネコ温泉
伴田良輔/写真･文 辰巳出版/発行
2017.5 111p 21cm 1400 円
四万温泉「鍾寿館」と川場温泉「とくさ」の猫
に関する記述あり 【TRC 新刊案内 2011 号】
農―英知と進歩―ＮＯ.２９６
新規参入者を育成する生産者組織―群馬県倉渕地
域の事例を中心に―
農政調査委員会/製作･発行
2017.3 53p 21cm
【受贈】

ぐんま県境稜線トレイル(仮称)
群馬県[/発行]
[2017] [3p] 30cm

【受贈】

群馬陸上競技年鑑 平成２８年
群馬陸上競技協会/編集･発行
2016.3 360p 30cm

【受贈】

県民芸術祭報告集 第４０回
群馬県教育文化事業団/編集･発行
2017.5 36p 30cm

【受贈】

スキーリゾートの発展プロセス 日本とオースト
リアの比較研究
呉羽正昭/著 二宮書店/発行
2017.4 223p 21cm 3200 円
片品村のスキーリゾートに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2008 号】

風景印大百科 １９３１―２０１７ 東日本編
北海道･東北･関東･甲信越
日本郵趣出版/発行
2017.2 391p 28cm 5093 円
群馬県に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2000 号】

石佛雑記ノート 八十
石川博司/著 多摩野佛研究会/発行
2017.5 30p 21cm
伊勢崎の石佛に関する記述あり

明治大学 クリスチャン･ポラック コレクショ
ン展―資料が語る富岡製糸場の日仏交流史―報告
書
富岡市/編集･発行
2017.3 52p 30cm
【受贈】

【受贈】

全国旧制高等学校寮歌名曲選 Ｐａｒｔ２
ことのは会/編 春秋社/発行
2017.4 12,285p 22cm 3800 円
「草津グーテンプラッツ (作曲: 草津節の旋律
・採譜)」収録
【TRC 新刊案内 2010 号】
-9-

〔2017.6〕

ＢＯ Ø ＷＹ ＴＨＥ ＢＥＳＴ
ケイ･エム･ピー/発行
2017.4 212p 26cm 2400 円
（ Guitar songbook ）【TRC 新刊案内 2008 号】

季刊 遠近 第六十三号
遠近の会[/発行]
2017.4 108p 22cm 463 円
「安良里の話―私の幻想小曲集より」安西昌原
(群馬県生まれ)/著収録
【受贈】
鬼城と共に 続 村上鬼城顕彰会三十周年記念誌
《平成十九年～平成二十八年》
村上鬼城顕彰会/編集･発行
2017.3 130p 26cm
【受贈】

8 語学

北原白秋 言葉の魔術師
今野真二/著 岩波書店/発行
2017.2 9,272,2p 18cm 880 円
（ 岩波新書 新赤版 1649 ）
萩原朔太郎、大手拓次に関する記述あり
【朝日 5/31、TRC 新刊案内 2002 号】

群馬県民の知らない上州弁の世界 「ぐんま方言
かるた」の秘密
佐藤高司･本多正直/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.3 78p 21cm 1000 円
（ 共愛学園前橋国際大学ブックレット 8 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2010 号】

群馬県立土屋文明記念文学館紀要「風」 第２０
号 平成２８年度（２０１６）
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2017.3 8,40p 30cm
【受贈】
山茶花 第九集
山茶花短歌会(前橋市)/発行
2015.3 51p 21cm

9 文学

自然主義文学とセクシュアリティ 田山花袋と<
性欲>に感傷する時代
光石亜由美/著 世織書房/発行
2017.3 9,358,10p 22cm 3800 円
【TRC 新刊案内 2009 号】

アンティークＦＵＧＡ ６ 永遠なる者たち
あんびるやすこ/作 十々夜/画
岩崎書店/発行
2017.4 201p 18cm 650 円
（ フォア文庫 C278 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2009 号】

童謡詩百選集
野村紫雲/著
[2017.5] 36p B5 判
著者は元群馬県童謡作詞作曲家協会事務局長
で、安中市在住
【上毛 5/19】

企画展 第９２回 群馬を舞台にした歴史･時代
小説―真田･忍者･剣豪の世界―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2016.4 32p 30cm
【受贈】

夏目漱石 『猫』から『明暗』まで
平岡敏夫/著 鳥影社/発行
2017.4 448,6p 20cm 2800 円
著者は群馬県立女子大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2009 号】

企画展 第９３回 現代女性歌人展―そのまなざ
しは、今―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2016.7 48p 30cm
【受贈】

パペット探偵団事件ファイル ４ パペット探偵
団となぞの新団員
如月かずさ/作 柴本翔/絵 偕成社/発行
2017.4 213p 19cm 900 円
如月氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2009 号】

企画展 第９４回 開館２０周年記念 角田柳作
とドナルド･キーン―群馬から世界へ―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2016.10 58p 30cm
【受贈】
企画展 第９５回 方言の豊穣、文学の実感―井
上ひさし･伊藤新吉の世界―
群馬県立土屋文明記念文学館/編集･発行
2017.1 47p 30cm
【受贈】

〔 2017.6〕

【受贈】

離陸
絲山秋子/著 文藝春秋/発行
2017.4 423p 16cm 910 円
（ 文春文庫 い 62-3 ）
著者は群馬県在住 【TRC 新刊案内 2008 号】
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神経障害性疼痛の緩和術 神経の痛みを癒す知恵
後藤文夫/著 真興交易(株)医書出版部/発行
2017.4 226p 19cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2008 号】

県関係者の一般著作
アサヒビール３０年目の逆襲
永井隆/著 日本経済新聞出版社/発行
2017.4 221p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2011 号】

逐条解説農地法 改訂版
高木賢･内藤恵久/編著 大成出版社/発行
2017.4 5,589p 22cm 5200 円
高木氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2009 号】

韓国は、いつから卑しい国になったのか
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2017.4 215p 18cm 780 円
（ 祥伝社新書 502 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2008 号】

中動態の世界 意志と責任の考古学
國分功一郎/著 医学書院/発行
2017.4 335p 21cm 2000 円
（ シリーズケアをひらく ）
著者は高崎経済大学准教授
【TRC 新刊案内 2008 号】

経済学史への招待
柳沢哲哉/著 社会評論社/発行
2017.4 221p 21cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2009 号】

出ない順試験に出ない英単語 やりなおし中学英
語篇
中山/著 千野エー/イラスト 飛鳥新社/発行
2017.5 175p 19cm 1204 円
中山氏は太田市出身【TRC 新刊案内 2011 号】

建築から見た日本古代史
武澤秀一/著 筑摩書房/発行
2017.4 426p 18cm 1200 円
（ ちくま新書 1247 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2008 号】

トレイルラン ＴＲＡＩＬ ＲＵＮ ２０１７
ＳＰＲＩＮＧ 特集トレイルランニングレース完
全ガイド２０１７
山と溪谷社/発行
2017.4 146p 30cm 1200 円
（ マウンテンスポーツマガジン ）
「鏑木毅に聞く!トレイルランニングレースデ
ビューの超基本 Q&A」、「松本大に聞くスカイ
ランニング国内レースの魅力」収録
鏑木氏は桐生市生まれ
松本氏は嬬恋村生まれ
【TRC 新刊案内 2008 号】

声を鍛える 話しの説得力を劇的に高める声まね
トレーニング
渡辺知明/著 芸術新聞社/発行
2017.5 111p 19cm 1700 円
付属資料：CD1 枚
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2011 号】
ゴルフはインパクトの前後３０センチ！
大塚友広/著 東邦出版/発行
2017.5 181p 19cm 1111 円
著者は富岡市出身
【上毛 5/10、TRC 新刊案内 2012 号】

ナポリ～フィランジェーリへの旅～
中村喜美郎/著 フィランジェーリ研究所/発行
2017.3 115p 27cm
著者は群馬大学名誉教授
【受贈】

コンテンポラリー経済学入門
小淵洋一･大水善寛/編著 中央経済社/発行
2017.4 2,4,225p 21cm 2800 円
小淵氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2009 号】

東日本大震災･放射能災害下の保育 福島の現実
から保育の原点を考える
関口はつ江/編著 ミネルヴァ書房/発行
2017.3 10,281p 21cm 3500 円
関口氏は東京福祉大学社会福祉学部保育児童学
科教授
【TRC 新刊案内 2008 号】

再生可能エネルギー政策の国際比較 日本の変革
のために
植田和弘･山家公雄/編
京都大学学術出版会/発行
2017.2 6,362p 21cm 3500 円
加藤修一(高崎市在住)氏が執筆に関わった
【上毛 5/11、TRC 新刊案内 2001 号】

フセンと手帳で今度こそ、家が片づく
須藤ゆみ/著 浅倉ユキ/監修
朝日新聞出版/発行
2017.4 159p 21cm 1200 円
著者は元エフエム群馬のラジオパーソナリティ
で、高崎市在住
【朝日ぐんま 5/12、TRC 新刊案内 2008 号】

実務担当者のための宗教法人の経理と税務 改訂
版
治田秀夫/著 丸善プラネット/発行
2017.4 16,266p 21cm 2000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2010 号】

ｍａｄａｍｅＨのおしゃれ図鑑
佐藤治子/著 KADOKAWA/発行
2017.4 143p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2011 号】
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〔2017.6〕

もっとなっとく使えるスポーツサイエンス
征矢英昭･本山貢/編 講談社/発行
2017.4 10,192p 21cm 2000 円
征矢氏は群馬大学大学院医学研究科修了
【TRC 新刊案内 2011 号】

ふるさと恋しや 安曇野の春（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2012 6 曲 29 分 1143 円
清水氏は渋川市出身

ランニングの世界 ２２ 特集私にふさわしい走
り方を創る
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2017.4 116p 21cm 1200 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 2010 号】

美花 Ｃｏｖｅｒｓ Ｖｏｌ.１（CD）
美花/歌 クラウド･クックー･ランド/発売
[2017.5] 11 曲 3000 円
【上毛 5/23】

【購入】

み んな の 時間 地 域 が支 える 小 中学 校 特 別 編
「学校も！地域も！みんなが家庭教育応援団」
平成２９年３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】

視聴覚資料
哀愁の奥出雲 伊香保の女(ひと)よ（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2013 5 曲 22 分 1143 円
清水氏は渋川市出身
【購入】

電子資料
群馬県水産試験場研究報告 第２２号
成２７年度業務報告）（CD-ROM）
群馬県水産試験場[/発行]
[2016.3]

明日、また、会える。（DVD）
群馬県･被害者支援センターすてっぷぐんま/製
作 藤橋誠/監督
手島実優･yoshimi/[ほか]出演
[2017] 25 分
群馬県性暴力被害者サポートセンター「Save
ぐんま」の活動を紹介
手島氏は群馬県内在住
yoshimi 氏は前橋市出身
【上毛 5/27】

【購入】

飛騨川恋唄（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2014 6 曲 24 分 1143 円
清水氏は渋川市出身

【購入】

ファンが選んだ魂の歌（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2016 15 曲 58 分 2315 円
清水氏は渋川市出身

【購入】

〔 2017.6〕

平

【受贈】

健康福祉統計年報 平成２９年刊（CD-ROM）
群馬県健康福祉部[/発行]
[2017] 605 円(税込)
【受贈】
西横野中部地区遺跡群≪報告書ＰＤＦデータ≫
第１～３分冊：本文編 第４分冊：写真図版編
（DVD-ROM）
群馬県安中市教育委員会[/発行]
[2017]
【受贈】

清水博正 オリジナル･ベスト アルバム（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2012 14 曲 64 分 2667 円
清水氏は渋川市出身
【購入】
魂の歌～きずな～（CD）
清水博正/歌
テイチクエンタテインメント/発行
2012 13 曲 46 分 2667 円
清水氏は渋川市出身

（附
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