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石山南古墳群―多数の人物埴輪を出土した大型円
墳と群集墳の調査― 倉庫建設及び土地造成工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
山下工業/編集･発行
2016.8 50p 写真図版 2,16p 30cm 【受贈】

本

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１７年６月分
No.３６７

ヴィヴィ前橋 ｖｉｖｉ ＭＡＥＢＡＳＨＩ！
前橋市国際交流協会/発行
[2017.3] 15p 30cm
イタリア語で前橋市のスポットを紹介する冊子
【受贈、読売 5/26、東京 6/4】

平成 29(2017)年 7 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

英国人宣教師Ｍ.Ａ.バーネットの生涯―大正･昭
和の「中央日本」開拓伝道と福音伝道協会の形成
―
福田博美/著
2017 [27p] 30cm
『共愛学園前橋国際大学論集第 17 号』抜刷
M.A.バ ー ネ ッ ト は 群 馬 県 内 で 伝 道 活 動 を し た
宣教師
【受贈】

・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。

家族でおでかけ夏休み 関東･首都圏発
２０１７
昭文社/発行
2017.7 174,14,14p 30cm 580 円
付属資料：「夏イベント最強 BOOK」17p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2015 号】
楫取素彦史跡 ゆかりの地マップ
ぐんま「花燃ゆ」プロジェクト推進協議会[/発
行]
[2014] 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】

０ 総記
双文 第３３号
群馬県立文書館/編集･発行
2017.3 102p 30cm

甘楽町指定史跡 織田氏七代の墓―織田公公園整
備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―
甘楽町教育委員会/編集･発行
2017.2 58p 写真図版 19p 30cm
【受贈】

【自館作成】

桐生史苑 第五十六号
桐生文化史談会/発行
2017.3 143p 21cm

1 哲学･宗教

【受贈】

近代まえばし史話
宮﨑俊弥/著 前橋法人会/発行
2017.4 143p 22cm
著者は共愛学園前橋国際大学名誉教授
【受贈、朝日 6/27】
クチコミ９０点以上！泊まって良かった宿 ２０
１７－２０１８関東･東北版
リクルートホールディングス/発行
2017.6 202p 29cm 639 円
付属資料：「道の駅旅みやげ 80 連発!」24p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2016 号】

2 歴史･伝記･地理
いつか行きたいニッポンの絶景 永久保存版
枻出版社/発行
2017.5 157p 30cm 1800 円
（ エイムック 3700 ）
たんばらラベンダーパークのラベンダーに関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】
-1-

〔2017.7〕

倉賀野めぐり 改訂版
倉賀野宿の会･倉賀野観光ガイドの会/監修
倉賀野まちづくりネットワーク/作成
高崎市観光課/発行
[出版年不明] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

週めくり日帰りウォーキング５０
武村岳男/編集･制作 交通新聞社/発行
2017.6 159p 21cm 1200 円
「茂林寺経由でつつじが岡公園へ(館林市)」、
「水芭蕉と出逢う尾瀬ヶ原探勝(片品村)」、「水
上温泉街から諏訪峡遊歩道(みなかみ町)」、「碓
氷峠アプトの道で紅葉を堪能(安中市)」のコー
スを収録
【TRC 新刊案内 2014 号】

群馬県古墳総覧
群馬県教育委員会事務局文化財保護課/編集
群馬県教育委員会/発行
2017.5 2 分冊 30cm
第 1 分冊：本文･一覧表編 255p CD-ROM1 枚
第 2 分冊：古墳分布図編 [153p]
【受贈、上毛 6/1、読売 6/6】

首都圏からの日帰り温泉 ２０１７
昭文社/発行
2017.6 191p 26cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「温泉ナビマップ」35p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

ぐんま八幡荘再発見伝 Ｖｏｌ.５
新田義貞 武家の棟梁への道
中嶋講二/編集
地域おこし里見の郷委員会 里見の郷出版/発行
2017.5 23p 30cm 463 円【受贈、上毛 6/7】

好きになる前橋 Ｍａｅｂａｓｈｉ Ｗｅ ｌｉｖ
ｅ ｉｔ,Ｙｏｕ'ｌｌ ｌｏｖｅ ｉｔ！
前橋市国際交流協会/発行
[2017.3] 15p 30cm
英語で前橋市のスポットを紹介する冊子
【受贈、読売 5/26、東京 6/4】

上野三碑を読む 増補版
熊倉浩靖/著 雄山閣/発行
2017.5 158p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2015 号】

聖書を読んだ３０人 夏目漱石から山本五十六ま
で
鈴木範久/著 日本聖書協会/発行
2017.5 182p 19cm 1600 円
田中正造、内村鑑三、新島襄、萩原朔太郎に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

高速道路ＳＡ･ＰＡ完全ガイド ２０１７－１８
コスミック出版/発行
2017.6 187p 30cm 1200 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

高崎学検定 第４回 解説ＢＯＯＫ
高崎市教育委員会/作製
[2017.6] 704p A5 判【東京 6/14、上毛 6/17】

古地図で楽しむ日本百景 名所、城下町、寺社仏
閣、温泉行楽地の今と昔
宝島社/発行
2017.6 111p 30cm 1200 円
（ 別冊宝島 2588 ）
草津温泉、伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2015 号】

高チャリでまちめぐりマップ
フレまち隊ドロップ/作成
[2017.6] [折りたたみ]
フレまち隊ドロップは高崎市内の大学生や短大
生でつくるボランティアサークル【上毛 6/3】

最強戦士ビジュアル大百科
田代脩/監修 学研プラス/発行
2017.5 191p 18cm 980 円
（ 学研ファースト歴史百科 2 ）
井伊直政、真田昌幸、上泉信綱、新島八重に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】
史跡上野国佐位郡正倉跡保存活用計画
伊勢崎市教育委員会/編集･発行
2017.3 119p 30cm

でかけよう前橋へ 來前橋 吧 ！
前橋市国際交流協会/発行
[2017.3] 15p 30cm
台湾語で前橋市のスポットを紹介する冊子
【受贈、読売 5/26、東京 6/4】
徳川四天王
小沢章友/作 甘塩コメコ/絵 講談社/発行
2017.5 237p 18cm 650 円
（ 講談社青い鳥文庫 157-15 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

【受贈】

下谷古墳群
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2017.3 26p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

〔 2017.7〕
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夏休みこどもとあそぼ！ 首都圏版 ２０１７
JTB パブリッシング/発行
2017.6 197p 30cm 590 円
（ JTB の MOOK ）
付属資料：「夏のおでかけサポート BOOK」15p
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2016 号】

日帰りで山旅ハイキング関東周辺 週末登山にお
すすめ！ '１７―'１８
実業之日本社/発行
2017.5 97p 30cm 880 円
（ ブルーガイド･ムック ）
赤城山、谷川岳、尾瀬ヶ原、日光白根山に関す
る記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

生品小鳥沢遺跡―木材コンビナート施設の造成工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―
利根郡川場村教育委員会/編集･発行
2017.3 112p 写真図版 34p
【受贈】

東日本「公共の宿」厳選ベストガイド
カルチャーランド/著 メイツ出版/発行
2017.5 160p 21cm 1650 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

生品宮山遺跡 村道赤羽線拡幅工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書
川場村教育委員会/編集･発行
2017.3 15p 写真図版 10p
【受贈】

ベルツ博士と草津 日本近代医学の父
[英語版]
[ベルツ記念館/編集･発行]
[2014.1] 26p 26cm

南北朝動乱 太平記の時代がすごくよくわかる本
水野大樹/著 実業之日本社/発行
2017.6 223p 18cm 800 円
（ じっぴコンパクト新書 321 ）
新田義貞に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2015 号】

[第３版]
【受贈】

ベンパオバ前橋 奔 跑吧 前 桥
前橋市国際交流協会/発行
[2017.3] 15p 30cm
中国語で前橋市のスポットを紹介する冊子
【受贈、読売 5/26、東京 6/4】
前橋へようこそ Ü ｄｖ ö ｚ ö ｌｊ ü ｋ Ｍａｅｂａ
ｓｉｂａｎ！
前橋市国際交流協会/発行
[2017.3] 15p 30cm
ハンガリー語で前橋市のスポットを紹介する冊
子
【受贈、読売 5/26、東京 6/4】

日記で読む近現代日本政治史
黒沢文貴･季武嘉也/編著
ミネルヴァ書房/発行
2017.4 16,340,13p 21cm 3800 円
（ 史料で読み解く日本史 2 ）
鈴木貫太郎、田中正造、中曽根康弘、福田赳夫、
エルウィン･ベルツに関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2010 号】

南原遺跡１３―古墳時代中期末の円墳の調査―
分譲住宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
歴史考房まほら/編集･発行
2017.3 16p 写真図版 4p 30cm
【受贈】

日本古代の道路と景観 駅家･官衙･寺
鈴木靖民･荒木敏夫/編
八木書店古書出版部/発行
2017.5 9,536p 22cm 9500 円
「上野国新田郡家の景観」小宮俊久(太田市文
化財課)/著、「上野国交替実録帳からみる郡家
の景観」前沢和之(館林市史編さん専門委員)/
著収録
【TRC 新刊案内 2014 号】

明治の<青年> 立志･修養･煩悶
和崎光太郎/著 ミネルヴァ書房/発行
2017.3 8,310,9p 20cm 3000 円
内村鑑三、田山花袋に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2008 号】

日本人は大災害をどう乗り越えたのか 遺跡に刻
まれた復興の歴史
文化庁/編 朝日新聞出版/発行
2017.6 243p 19cm 1500 円
（ 朝日選書 959 ）
群馬県に関する記述あり
「火山災害からの復興」能登健(元群馬大学講
師)/著収録 【受贈、TRC 新刊案内 2016 号】

明治をつくった人びと 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵
写真
刑部芳則/編 吉川弘文館/発行
2017.5 4,356p 22cm 3400 円
楫取素彦、沖守固に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2008 号】
よくわかる戦国大名軍団 戦国大名を天下に近づ
けた名臣たちの知られざる物語 完全保存版
英和出版社/発行
2017.6 73p 30cm 699 円
（ EIWA MOOK ）
井伊直政、平岩親吉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

早わかり都道府県Ｄａｔａ Ｂｏｏｋ 歴史、特
色、グルメ…４７都道府県をギュッと濃縮 あな
たの県は何番目！？怒濤の１３０ランキング
２０１７
日本食糧新聞社/発行
2017.4 343p 20cm 926 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】
-3-

〔2017.7〕

順子の思い出つなぎ
鶴谷順子/著 鶴谷誠/発行
2017.1 229p 21cm
著者は伊勢崎市在住

旧軍用地転用史論 下巻
杉野圀明/著 文理閣/発行
2017.5 7,954p 27cm 15000 円
「群馬県における旧軍用地とその転用状況」収
録
【TRC 新刊案内 2012 号】

【受贈】

論集福沢諭吉
山路愛山･丸山眞男/ほか著 平凡社/発行
2017.5 275p 16cm 1400 円
（ 平凡社ライブラリー 855 ）
「体系的哲学者 Systematiker としての福沢先生」
羽仁五郎(桐生市出身)/著収録
【購入、TRC 新刊案内 2012 号】

教育要覧 平成２９年度
群馬県教育委員会事務局中部教育事務所[/発
行]
[2017.4] 7p 30cm
【受贈】
桐生市地震防災マップ(液状化危険度マップ)
桐生市建築指導課[/発行]
2017.3 四つ折り 42 × 60cm
【受贈】
桐生市地震防災マップ(地域の危険度マップ)
桐生市建築指導課[/発行]
2017.3 四つ折り 42 × 60cm
【受贈】

3 社会科学

桐生市地震防災マップ(揺れやすさマップ)
桐生市建築指導課[/発行]
2017.3 四つ折り 42 × 60cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２９年第１回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2017.6 5,248p 30cm
【受 贈】

群馬県議会会議録 平成２９年第１回定例会
群馬県議会事務局議事課/編集
群馬県議会事務局/発行
2017.5 9,387p 30cm
【受贈】

命を技術する
前橋工科大学/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.6 96p 21cm 1000 円
（ 前橋工科大学ブックレット 2 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2018 号】

群馬県教育文化事業団要覧 平成２９年度
群馬県教育文化事業団[/発行]
[2017.5] 30p 30cm
【受贈】

太田市地震防災マップ（太田断層による地震）
[太田市建築指導課/発行]
2017.6 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 5/30、読売 5/31】

群馬県立女子大学 ２０１８大学案内
群馬県立女子大学[/発行]
[2017] 65p 30cm

ぐんまの家庭教育応援条例 平成２８年４月１日
に施行されました
群馬県教育委員会[/発行]
[2016.4] [4p] 30cm
【受贈】

太田市地震防災マップ（関東平野北西縁断層帯主
部による地震）
[太田市建築指導課/発行]
2017.6 二つ折り 30 × 42cm
【受贈、上毛 5/30、読売 5/31】
太田市地震防災マップ―建物の壊れやすさ割合マ
ップ編―
太田市建築指導課[/発行]
2008.3 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】
太田市地震防災マップ―揺れやすさマップ編―
太田市建築指導課[/発行]
2008.3 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈】
学校保健統計確報（学校保健統計調査の結果確報）
平成２８年度
群馬県企画部統計課[/発行]
[2017.5] 13[,11]p 30cm
【受贈】

〔 2017.7〕

【受贈】
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群馬歴史民俗 第３８号
群馬歴史民俗研究会/編集･発行
2017.3 90p 21cm

【受贈】

ケアサポートガイド 両毛版
桐生タイムス社/発行
[2017] 20p 41cm

【受贈】

公営企業の概要 平成２９年度
群馬県企業局/編集･発行
[2017] 67p 30cm

２０１７

【受贈】

３０周年のあゆみ
沼田歩こう会/編集･発行
2017.3 52p 26cm
【受贈、週間利根 5/14･21 合併号】

市長説明 平成２７年度各会計決算
前橋市[/発行]
[2015] 17p 30cm
市長説明 平成２８年度当初予算
前橋市[/発行]
[2016] 21p 30cm
市長説明 平成２９年度当初予算
前橋市[/発行]
[2017] 18p 30cm

定例市議会議案書 平成２８年第３回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 16p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２８年第４回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 203p 30cm

【受贈】

【受贈】

シティプロモーション：地域創生とまちづくり
その論理と実践
田中道雄･テイラー雅子/編著
同文舘出版/発行
2017.5 13,221p 21cm 2500 円
高崎市の取組み、四万温泉郷の取組みに関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2016 号】

【受贈】

定例市議会議案書 平成２９年第１回
案を除く第１次送付分）
前橋市[/発行]
[2017] 101p 30cm

（予算議

定例県議会議案 平成２９年第２回
群馬県[/発行]
[2017.5] 128p 30cm

定例市議会議案書 平成２９年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[2017] 64p 30cm

定例市議会議案書 平成２８年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 64p 30cm

（第１次

（第２次

定例市議会議案書 平成２９年第１回
送付分）
前橋市[/発行]
[2017] 10p 30cm

定例市議会議案書 平成２８年第１回
案を除く第１次送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 190p 30cm

【受贈】

定例市議会議案書 平成２８年第４回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 2p 30cm

税金ってなぁ～に 税に関する資料 平成２９年
度版（小学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行]
[2017] 10p 30cm
【受贈】

【受贈】

（第２次

【受贈】

【受贈】
（第２次
【受贈】
（第１次
【受贈】

（予算議
定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２８ 年 第 １ 回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2016] 106p 30cm
【受贈】

【受贈】
（第１次

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２８ 年 第 ２ 回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2016] 37p 30cm
【受贈】

【受贈】

定例市議会議案書 平成２８年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 1p 30cm

（第２次

定例市議会議案書 平成２８年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 4p 30cm

（第３次

定例市議会議案書 平成２８年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 1p 30cm

（第４次

定例市議会議案書 平成２８年第３回
送付分）
前橋市[/発行]
[2016] 123p 30cm

（第１次

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２８ 年 第 ３ 回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2016] 57p 30cm
【受贈】

【受贈】

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２８ 年 第 ４ 回
（ 第 １ 次送 付 分）（条 例関 係）（ 公の施 設の 指定
管理者の指定議案関係）
前橋市[/発行]
[2016] 54p 30cm
【受贈】

【受贈】

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２９ 年 第 １ 回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2017] 58p 30cm
【受贈】

【受贈】

定 例市 議 会議 案説 明 資料 平 成 ２９ 年 第 ２ 回
（第１次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2017] 42p 30cm
【受贈】

【受贈】
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〔2017.7〕

出前なんでも講座 平成２９年度
群馬県総務部広報課[/発行]
[2017.5] 35p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成２７年度
〔３月補正予算説明資料〕平成２８年第１回定例
市議会
[前橋市/発行]
[2016] 24p 30cm
【受贈】

【受贈】

南牧の人々の暮らしの記録 群馬県南牧村 民俗
資料
地域おこし協力隊/編集･文
群馬県南牧村/発行
2017.3 71p 26 × 37cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２８年度
〔９月補正予算説明資料〕平成２８年第３回定例
市議会
[前橋市/発行]
[2016] 11p 30cm
【受贈】

人間の空間を創造する
前橋工科大学/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.6 106p 21cm 1000 円
（ 前橋工科大学ブックレット 1 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2018 号】
補正予算説明書 平成２９年度
回定例県議会
群馬県[/発行]
[2017] 258p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要 平成２８年度
〔１１月補正予算説明資料〕平成２８年第４回定
例市議会
[前橋市/発行]
[2016] 15p 30cm
【受贈】

平成２９年第２
前橋市各会計補正予算の概要 平成２８年度
〔３月補正予算説明資料〕平成２９年第１回定例
市議会
[前橋市/発行]
[2017] 24p 30cm
【受贈】

【受贈】

本気で遊ぶ まちの部活
ゆたり編集室/著 ゆたり出版/発行
2017.6 120p A6 判 800 円
（ 地方に暮らす。シリーズ 03 ）
「前橋〇〇部」の活動をまとめた本
【東京 5/28、毎日 6/2、上毛 6/3】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２９年度
〔６月補正予算説明資料〕平成２９年第２回定例
市議会
[前橋市/発行]
[2017] 6p 30cm
【受贈】

前橋結婚手帖 結婚を望むあなたをそっと後押し
する２２の提案
前橋みらい家族ラボ/著
イシュープラスデザイン/発行
2017.6 111p 21cm 1200 円
【受贈、上毛 6/14、毎日 6/16】

前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書） 平成２８年度
前橋市[/発行]
[2016] 597p 30cm
【受贈】
前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同
説明書） 平成２９年度
前橋市[/発行]
[2017] 599p 30cm
【受贈】

前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化
判断比率等審査意見書 平成２７年度
前橋市監査委員[/発行]
[2016] 92,58,9p 30cm
【受贈】
前橋市各会計決算書 平成２７年度
前橋市[/発行]
[2016] 597p 30cm

【受贈】

前橋市各会計決算の大要
前橋市[/発行]
[2016.9] 226p 30cm

【受贈】

山の怪奇百物語
山村民俗の会/編 河出書房新社/発行
2017.5 215p 19cm 1200 円
榛名山加護丸稲荷の霊異、上州奥多野山地の妖
怪に関する記述あり【TRC 新刊案内 2014 号】

平成２７年度
予算附属説明書 平成２８年度当初予算
前橋市[/発行]
[2016] 480p 30cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書（３月補正予
算議案及び同説明書） 平成２７年度
前橋市[/発行]
[2016] 425p 30cm
【受贈】

予算附属説明書 平成２９年度当初予算
前橋市[/発行]
[2017] 466p 30cm
【受贈】

前橋市各会計補正予算及び同説明書（３月補正予
算議案及び同説明書） 平成２８年度
前橋市[/発行]
[2017] 399p 30cm
【受贈】

ライフ＆タックス 税に関する資料 平成２９年
度版（中学生用）
群馬県租税教育推進協議会[/発行]
[2017] 10p 30cm
【受贈】

〔 2017.7〕
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罠 埼玉愛犬家殺人事件は日本犯罪史上最大級の
大量殺人だった！
深笛義也/著 サイゾー/発行
2017.6 293p 19cm 1500 円
埼玉愛犬家殺人事件は遺体が群馬県内の山林や
川に遺棄された事件【TRC 新刊案内 2015 号】

ハンセン病療養所を生きる 隔離壁を砦に
有薗真代/著 世界思想社/発行
2017.5 5,213p 20cm 2800 円
栗生楽泉園に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2012 号】
フィールド･バイオロジスト ２４巻１号
群馬野外生物学会/編集･発行
2016.12 28p 26cm
【受贈】

4 自然科学
隔離の記憶 ハンセン病といのちと希望と 増補
新版
高木智子/著 彩流社/発行
2017.5 314p 20cm 2500 円
桜井哲夫氏に関する記事あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
関東東北じゃらん[２０１７年]７月号
特集 地元ツウが選ぶ！ご当地グルメ決定版
リクルート/発行
[2017.6] 490 円
桐生のソースカツ丼、伊勢崎もんじゃ、水沢う
どん、ぐんまちゃんカレー、富岡のホルモン揚
げ、焼きまんじゅうに関する記事あり
【上毛 6/4】

過食症短期入院治療プログラム 精神科のスキル
を生かして摂食障害治療に取り組もう
西園マーハ文/編
群馬会群馬病院摂食障害治療チーム/著
星和書店/発行
2017.5 4,139p 21cm 2000 円
【TRC 新刊案内 2015 号】

群馬県災害廃棄物処理計画
群馬県[/発行]
[2017.3] 1 冊 30cm

かなことめぐる自然散歩 かなこと、ちょっと、
裏山へ
群馬県立自然史博物館/編著 メイツ出版/発行
2017.6 127p 21cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2014 号】
きくいただき ４４号
日本野鳥の会吾妻[/発行]
2017.5 46p 26cm

【受贈】

四季の味 ２０１７年夏号
ニュー･サイエンス社/発行
[2017.6] 1550 円(税込)
「特集 群馬 食都･桐生の"上州グルメ"と"涼味
の食卓"」収録
【桐生タイム 6/23】
昭和５０年代全国バス紀行 スマホやネットの情
報がない昭和５０年代に貴重なカラー写真で記録
されたバスたち
ネコ･パブリッシング/発行
2017.5 106p 30cm 1700 円
（ NEKO MOOK 2593 ）
上信バス、群馬バス、群馬中央バスに関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

【受贈】

群馬県立自然史博物館研究報告 第２１号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2017.3 117p 30cm
【受贈】
群馬の温暖化がわかる読み物 これであなたも伝
道人！
群馬県地球温暖化防止活動推進センター/編集･
発行
2017.2 44p 21 × 30cm
【受贈】

城

ここまできた重粒子線がん治療 がん病巣をピン
ポイントで攻撃しかも副作用が少ない最先端治療
のいま
辻井博彦/監修･著 鎌田正/著 産学社/発行
2017.5 275p 19cm 2000 円
群馬大学重粒子線医学研究センターに関する記
述あり
辻井氏と鎌田氏は群馬大学医学部客員教授
【購入、TRC 新刊案内 2012 号】

日本の原風景
森 田 敏隆 ･宮 本 孝 廣/写 真 光 村 推古 書 院/発行
2017.6 303p 22cm 2800 円
箕輪城、金山城に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

新型ＳＵＢＡＲＵ ＸＶ ＋３代目ＸＶは「スポ
カジ」でＳＵＶ市場を牽引
交通タイムス社/発行
2017.6 98p 29cm 722 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2012 号】
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〔2017.7〕

図説鉄道の博物誌 ものづくり技術遺産(鉄道の
革新)
石田正治/編著 山田俊明/編著
秀和システム/発行
2017.4 412p 21cm 2200 円
「アプト式最初の電気機関車」、「最大両数の
国産アプト式電気機関車」、「碓氷峠鉄道文化
むら」収録 【購入、TRC 新刊案内 2009 号】

ＪＡ ＧＵＮＭＡ ＳＥＬＥＣＴ ３０ ＪＡグル
ープ群馬のおいしいものセレクト
ＪＡグループ群馬[/発行]
[2017.6] 72p B6 判
6 次産業化商品を紹介するハンドブック
【読売 6/29】
Ｎａｋａｂｉｔｏ ２０１７年春第一号
中之条町観光協会/企画･発行
2017.3 21p 21cm
農産物や加工品の生産者を紹介する冊子
【受贈、上毛 5/14】

ＳＵＢＡＲＵ ＢＯＸＥＲ ＢＲＯＳ.
Ｖｏｌ.０６ Ｉ'ｍ ａ ＳＵＢＡＲＩＳＴ オー
ナーカーをフルチェック
モーターマガジン社/発行
2017.4 130p 30cm 1852 円
（ モーターマガジンムック ）
【TRC 新刊案内 2012 号】
日新電機
京都産業学研究シリーズ企業研究第四巻編集委
員会/編集
龍谷大学･京都産業学センター/発行
2017.6 9,128p 21cm 1000 円
（ 京都産業学研究シリーズ･ブックレット ）
【TRC 新刊案内 2016 号】

富岡製糸場総合研究センター報告書
度
富岡市/編集･発行
2017.3 114p 30cm

平成２８年
【受贈】

日本の屋敷林文化 美しい樹木景観を求めて
石村眞一/著 山と溪谷社/発行
2017.2 369p 26cm 5300 円
（ YAMAKEI CREATIVE SELECTION ）
群馬県の屋敷林に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2004 号】

百龍めぐり 寺社の装飾彫刻ガイド 関東編
若林純/撮影･執筆構成 日貿出版社/発行
2017.6 147p 21cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2016 号】

４７都道府県･くだもの百科
井上繁/著 丸善出版/発行
2017.5 4,328p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2015 号】

水の土木遺産 水とともに生きた歴史を今に伝え
る
若 林 高子 ･北 原 なつ 子 /共著 鹿 島出 版会 /発行
2017.5 286p 22cm 2500 円
天狗岩用水(前橋市)、榛名山麓巨石堰堤群(渋
川市･榛東村･吉岡町･高崎市)、丸沼ダム(片品
村)、敷島浄水場(前橋市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
青柳琴僊
月夜野古書画研究会･みなかみ町月夜野地区ま
ちづくり協議会/発行
2016.7 32p 30cm
（ 故郷の古書画展 第 1 回）
【受贈】

6 産業

足で歩いた頃のこと
星野富弘/著 偕成社/発行
2017.6 111p 26cm 1600 円
（ 花の詩画集 ）
著者は群馬県生まれ
【毎日 6/7、TRC 新刊案内 2015 号】

企業サポートガイド ２０１７
群馬県産業経済部産業政策課/編集
2017.5 128p 30cm
【受贈、読売 6/10】
きのこ研だより ３９
日本きのこ研究所(桐生市)/発行
2016.12 60p 26cm

おんな城主直虎 後編
NHK 出版/発行
2017.6 175p 26cm 1100 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
「[今後の主な登場人物]井伊直政:菅田将暉」
収録
【TRC 新刊案内 2012 号】

【受贈】

群馬県民有林治山事業の概要 平成２８年度
群馬県環境森林部森林保全課[/発行]
[2017.3] 84p 30cm
【受贈】

〔 2017.7〕
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開館記念展 未来への狼火(のろし)
太 田 市美 術 館･図書 館 /編著 国 書刊 行会 /発行
2017.6 109p 30cm 1800 円
2017 年 4 月～ 7 月開催の太田市美術館･図書館
開館記念展公式カタログ
【上毛 6/27、TRC 新刊案内 2018 号】

日本の伝統工芸 わくわく発見！
竹永絵里/画 河出書房新社/発行
2017.5 56p 31cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2014 号】
山釣りＪＯＹ ２０１７夏号
山と溪谷社/発行
2017.5 143p 29cm 1800 円
白砂川(中之条町)の山釣りに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2015 号】

加藤アキラ<孤高のブリコルール>
加藤アキラ/作 現代企画室/発行
2017.4 133p 25cm 2000 円
2017 年 3 月～ 5 月 アーツ前橋 開催の展覧会
図録
加藤氏は高崎市生まれ
【TRC 新刊案内 2012 号】
ぐんま県境稜線トレイル(仮称) おすすめルート
マップ
群馬県/作成
[2017.6] 16p A4 判
【読売 6/9、上毛 6/11、ぐんま経済 6/22】

8 語学

群馬の山 山のグレーディングと山岳位置図
群馬県刊行物産課/発行
2017.6 折りたたみ 42 × 60cm
【受贈、上毛 6/30】

9 文学

全国の犬像をめぐる 忠犬物語４５話
青柳健二/著 青弓社/発行
2017.4 180p 21cm 1800 円
救命犬之像(太田市)、犬塚の跡碑(長野原町)に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】

明峯明子全詩集
明峯明子/著 明峯晶子/編集 花神社/発行
2017.6 410p 22cm 5000 円
著者は前橋市生まれ
【受贈】

懐かしのＪ－ＲＯＣＫ名曲選３０ ギタリストが
学ぶべきテクニックを含むスタンダード作品集
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.5 215p 31cm 3000 円
（ ギター･スコア ）
「CLOUDY HEART」･「DREAMIN'」･「B･BLUE]
･「MARIONETTE」BOØWY、
「BEAT EMOTION」
･「GUITARHYTHM」･「バンビーナ」･「BATTLE
WITHOUT HONOR OR HUMANITY」 布袋寅泰
の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2012 号】

浅草
福島泰樹/編 皓星社/発行
2017.5 361p 19cm 2000 円
（ 紙礫 8 ）
「浅草公園の夜」萩原朔太郎/著収録
【TRC 新刊案内 2014 号】
暗殺者、野風
武内涼/著 KADOKAWA/発行
2017.6 377p 19cm 1600 円
著者は高崎市在住
【上毛 6/20、TRC 新刊案内 2015 号】

西から雪はやって来る 東出昌大写真集
東出昌大･町口覚/著 宝島社/発行
2017.3 1 冊 24cm 2980 円
みなかみ町で撮影された写真収録
【朝日ぐんま 6/2、TRC 新刊案内 2004 号】

歌ことば１００
今野寿美/著 本阿弥書店/発行
2017.1 298p 20cm 2700 円
土屋文明、吉野秀雄、渡辺松男、萩原朔太郎の
作品収録 【朝日 6/7、TRC 新刊案内 1998 号】

日本の剣豪 決定版
中嶋繁雄/著 文藝春秋/発行
2017.5 215p 18cm 850 円
（ 文春新書 1107 ）
上泉信綱(新陰流)、神後宗治(新陰流)、疋田豊
五郎(新陰流)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2013 号】

粕川の風 歌集
角田親俊/著[･発行]
[2017.6] 247p A5 判
著者は元桐生市立天沼小学校長で前橋市在住
【桐生タイムス 6/29】
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〔2017.7〕

カストロの尻
金井美恵子/著 新潮社/発行
2017.5 313p 20cm 2000 円
著者は高崎市生まれ【TRC 新刊案内 2015 号】
からっ風 第４号
東京三洋文芸部/編集･発行
1965.6 60p 25cm
からっ風 第５号
東京三洋文芸部/編集･発行
1965.11 44p 25cm
からっ風 第１０号
東京三洋文芸部/発行
1969.9 52p 22cm
からっ風 第十二号
東京三洋文芸部[/発行]
[1974.3] 77p 22cm
からっ風 第十三号
東京三洋文芸部[/発行]
[1976.7] 79p 22cm
からっ風 第十四号
東京三洋文芸部/発行
1977.7 70p 22cm
からっ風 第十五号
東京三洋文芸部/発行
1979 56p 22cm
からっ風 第十六号
東京三洋文芸部/発行
1979.11 34p 21cm
からっ風 第十七号
東京三洋文芸部/発行
1980.12 70p 21cm
からっ風 第十八号
東京三洋文芸部/発行
1981.10 56p 21cm
からっ風 第十九号
東京三洋文芸部/発行
1981.11 64p 22cm
からっ風 第二十号
東京三洋文芸部/発行
1983.11 74p 21cm
からっ風 第二十一号
東京三洋文芸部/発行
1984.11 60p 21cm

〔 2017.7〕

からっ風 第二十二号
東京三洋文芸部/発行
1985.11 44p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十三号
東京三洋文芸部/発行
1986.11 38p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十四号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1987.11 38p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十五号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1988.12 39p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十六号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1989.11 47p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十七号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1990.12 40p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十八号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1991.11 42p 21cm

【受贈】

からっ風 第二十九号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1992.10 56p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1994.5 54p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十一号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1995.8 55p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十二号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1996.9 63p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十三号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1997.9 66p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十四号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1998.10 66p 21cm

【受贈】

からっ風 第三十五号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
1999.9 26p 21cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】

【受贈】
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からっ風 第三十六号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
2000.10 54p 21cm
からっ風 第三十七号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
2001.11 41p 21cm
からっ風 第三十八号
三洋電機東京製作所文芸部/発行
2002.11 48p 21cm

【受贈】

けむり 第１０号
東京三洋電機文芸部[/発行]
[1973.9] 34p 26cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第１１号
東京三洋電機文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 27cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第１２号
東京三洋電機文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 26cm

【受贈】

けむり 第１３号
東京三洋文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 26cm

【受贈】

けむり 第１４号
東京三洋電機文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 28cm

【受贈】

かわをむきかけたサトモちゃん
えぐちよしこ/文 織茂恭子/絵 アリス館/発行
2017.6 32p 23cm 1400 円
織茂氏は高崎市生まれ
【TRC 新刊案内 2016 号】
霧の中で 伊与久敏男歌集
伊與久敏男/著 上毛新聞社事業局出版部発行
2017.5 136p 22cm
著者は榛東村在住
【受贈、上毛 6/14】

煙

空棺の烏
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2017.6 394p 16cm 700 円
（ 文春文庫 あ 65-4 ）
著者は群馬県生まれ
【週間読書人 6/23、TRC 新刊案内 2016 号】

煙

けむり 第７号
[東京三洋文芸部/発行]
[1972] 1 冊 15 × 19cm
けむり 第９号
東京三洋電機文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 27cm

Ｎｏ.１６
東三文芸部[/発行]
1980.4 29p 27cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第十八号
東京三洋文芸部/発行
1982.3 37p 27cm

【受贈】

けむり 第十九号
東京三洋文芸部/発行
1983.4 36p 28cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第二〇号
東京三洋文芸部/発行
1984.5 32p 27cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第二十一号
東京三洋文芸部/発行
1985.6 28p 28cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第二十二号
東京三洋文芸部/発行
1986.5 30p 28cm

【受贈】

【受贈】

けむり 第二十三号
三洋東京製作所文芸部/発行
1987.5 20p 28cm

【受贈】

決戦！新選組
葉室麟･門井慶喜/著 講談社/発行
2017.5 282p 19cm 1600 円
門井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2014 号】

けむり 第６号
[東京三洋文芸部/発行]
[出版年不明] 1 冊 19cm

【受贈】

けむり 第十七号
東京三洋文芸部[/発行]
1981.4 24p 13 × 19cm

群馬県立女子大学国文学研究 第三十七号
群馬県立女子大学国語国文学会/編集･発行
2017.3 143p 21cm
【受贈】

けむり ４号
東京三洋文芸部[/発行]
1970.2 1 冊 14 × 19cm

第１５号
東京三洋文芸部[/発行]
[出版年不明] 1 冊 28cm
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〔2017.7〕

けむり 第二十四号
三洋東京製作所文芸部/発行
1988.5 26p 28cm

図書館情調
日比嘉高/編 皓星社/発行
2017.6 273p 19cm 2000 円
（ 紙礫 9 ）
「図書館情調」萩原朔太郎/著収録
編者による解説内に「おさがしの本は」門井慶
喜(群馬県生まれ)/著に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2016 号】
飛火 第五十二号
飛火の会/編集･発行
2017.6 101p 21cm 1000 円(頒価)
「詩三篇」中野完二(高崎市出身)/著収録
【受贈】

【受贈】

幻視境
樋口武二/著 詩的現代出版部/編集･制作
書肆山住/発行
2017.6 117p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 22 ）
著者は富岡市在住
【受贈】
『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しＢＯＯＫ ｖｏｌ.１７
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2017.6 254p 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 2016 号】

萩原朔太郎研究会 会報 ＳＡＫＵ
新装第３号
萩原朔太郎研究会/発行
2017.5 82p 21cm

将軍を蹴った男 書下ろし長編時代小説 ２ 松
平清武江戸改革記
誉田龍一/著 コスミック出版/発行
2017.6 299p 15cm 650 円
（ コスミック･時代文庫 ほ 2-13 ）
登場人物として上州館林藩主松平清武に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 20016 号】

【受贈】

一つのメルヘンほか 詩
中原中也/ほか著 筑摩書房/発行
2017.5 222p 15cm 740 円
（ ちくま文庫 き 41-10 ）
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2012 号】
ピンクのドラゴンをさがしています
あんびるやすこ/著 岩崎書店/発行
2017.6 141p 22cm 1100 円
（ おはなしガーデン 54 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2016 号】

上州すき焼き鍋の秘密 関八州料理帖
倉阪鬼一郎/著 宝島社/発行
2017.5 297p 16cm 640 円
（ 宝島社文庫 C く-3-5 ）
【週間読書人 6/23、TRC 新刊案内 2012 号】

文学 ２０１７
日本文芸家協会/編 講談社/発行
2017.4 300p 20cm 3600 円
「胡同のジャスミン」金井美恵子(高崎市生ま
れ)/著収録 【購入、TRC 新刊案内 2010 号】

上毛国語 第８２号 平成２８年度
群馬県高等学校教育研究会国語部会[/発行]
2017.3 105p 21cm
【受贈】
世界にあけられた弾痕と、黄昏の原郷 ＳＦ･幻
想文学･ゲーム論集
岡和田晃/著 アトリエサード/発行
2017.5 382p 19cm 2750 円
（ TH SERIES ADVANCED ）
著者は共愛学園前橋国際大学非常勤講師
【TRC 新刊案内 2013 号】
たなばたにょうぼう おばけ×行事えほん
常光 徹/文 野村たかあき/絵 童心社/発行
2017.5 32p 25cm 1300 円
野村氏は群馬県生まれ
【上毛 6/13、TRC 新刊案内 2012 号】

政子がいた
有本佳央/著 文芸社/発行
2017.7 278p 15cm 700 円
著者は群馬県生まれ

【受贈】

まどか 俳句同人誌 創刊号
まどか句会(前橋市)/発行
2015.4 27p 21cm

【受贈】

満洲開拓文学選集 第２巻 東宮大佐 復刻
西原和海/監修 福田清人/著 ゆまに書房
2017.4 2,300,5p 22cm 13000 円
【TRC 新刊案内 2012 号】

時の鐘
十一谷朋代/著 長野順子/絵 未知谷/発行
2017.5 144p 20cm 1600 円
長野氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2012 号】

〔 2017.7〕

第８２号

森のガスパール 詩集
川島完/著 本田企画/発行
2012.10 105p 22cm 1500 円
著者は大泉町在住
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【受贈】

夜の谷を行く
桐野夏生/著 文藝春秋/発行
2017.3 299p 20cm 1500 円
連合赤軍の女たちの真実を描く小説
【上毛 6/4、TRC 新刊案内 2008 号】
渡し船 句集
白石正躬/著 ウエップ/発行
2017.5 202p 20cm 2700 円
著者は千代田町在住

信じてみたい幸せを招く世界のしるし
米澤敬/著 出口春菜/画 創元社/発行
2017.5 108p 17 × 20cm 1600 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2013 号】
Ｔｒａｉｌ Ｒｕｎｎｉｎｇ ｍａｇａｚｉｎｅ
２０１７ 特集トレイルランニング最新実践学
コース、ギア、レース、体のメンテナンス、山の
知識…
枻出版社/発行
2017.6 143p 30cm 1200 円
（ エイムック 3731 ）
「SPECIAL INTERVIEW ど こまでも走り続ける
鏑木毅という怪物」収録
鏑木氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2015 号】

【受贈】

県関係者の一般著作

中山道追分茶屋物語 家族史･高砂屋盛衰記
土屋十圀/著 かもがわ出版/発行
2017.5 206p 19cm 1600 円
著者は前橋工科大学名誉教授
【TRC 新刊案内 2013 号】

アウトドア＆感動体験ガイド北海道
花岡俊吾/著 北海道新聞社/発行
2017.5 223p 21cm 1574 円
著者は高崎経済大卒業
【TRC 新刊案内 2014 号】

年中行事の民俗学
谷口貢･板橋春夫/編著 八千代出版/発行
2017.6 5,234p 19cm 2300 円
板橋氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2016 号】

アメリカ政治とシンクタンク 政治運動としての
政策研究機関
宮田智之/著 東京大学出版会/発行
2017.5 5,244,14p 22cm 4200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2014 号】

はじめてのどうぶつのおやこ１００
内山晟/写真 今泉忠明/監修 ポプラ社/発行
2017.6 24p 16cm 850 円
（ 0･1･2 さいぐんぐんそだつ好奇心 ）
内山氏は沼田市育ち【TRC 新刊案内 2015 号】

ありがとうノートのつくり方 その時のために残
すメモ帳
中山庸子/著 さくら舎/発行
2017.6 149p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2016 号】

バス･トラック
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.6 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 5 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2012 号】

いってみよう！大井川鐵道トーマス号となかまた
ち
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2017.6 47p 20 × 24cm 1300 円
（ THOMAS&FRIENDS ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2016 号】

販売費及び一般管理費の理論と実証
安酸建二･新井康平/編著 中央経済社/発行
2017.6 4,6,184p 22cm 4000 円
（ メルコ学術振興財団研究叢書 9 ）
新井氏は群馬大学学術研究院准教授
【TRC 新刊案内 2016 号】

楔形文字を書いてみよう読んでみよう 古代メソ
ポタミアへの招待 新装復刊
池田潤/著 白水社/発行
2017.5 127p 21cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2013 号】

ぴあＭｏｖｉｅ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０１７Ｓｕ
ｍｍｅｒ 特集『忍びの国』大野智＆夏映画特集
号
ぴあ/発行
2017.6 121p 29cm 940 円
（ ぴあ MOOK ）
映画「こどもつかい」清水崇(前橋市出身)/監
督に関する記述あり【TRC 新刊案内 2016 号】

子どもの見ている世界 誕生から６歳までの「子
育て･親育ち」
内田伸子/著 春秋社/発行
2017.5 221p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2014 号】
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〔2017.7〕

福沢諭吉
高橋昌郎/著 清水書院/発行
2017.6 246p 19cm 1800 円
（ 新･人と歴史拡大版 11 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2016 号】

箕輪城悲話／哀愁未練（CD）
はぎ和俊/歌
TM records Japan/発行
2017.6 4 曲 1200 円(税込)
はぎ氏は前橋市在住

ＢＲＵＴＵＳ [２０１７年]６月１５日号
特集 人気画家･山口晃の死ぬまでにこの目で見た
い西洋絵画１００
マガジンハウス/発行
[2017.6] 650 円
山口氏は桐生市育ち
【上毛 6/18】

モンク･スタディーズ（CD）
山中千尋/ピアノ
ブルーノート･レーベル(ユニバーサル)/発売
2017.6 10 曲
山中氏は桐生市出身
【桐生タイムス 6/20】

【受贈】

ゆずイロハ（CD）
ゆず[/歌･演奏]
2017.4 3 枚組 3500 円
back number(メンバーの清水氏が太田出身、小
島氏と栗原氏が伊勢崎出身)とのコラボ曲「サ
ヨナラバス」収録
【朝日ぐんま 6/2】

視聴覚資料

ＲＵＳＨ（CD）
RIRI/歌
2017.6 6 曲 1500 円(税込)
RIRI 氏は伊勢崎市出身 【朝日ぐんま 6/23】

おいしいロックひとりじめ（CD）
カホリ/作詞･作曲[･歌･演奏]
[2017] 9 曲 1512 円
高崎の PR ソング「群馬へ GO」収録
【上毛 6/18】
ギルティ･プレジャー（CD）
山中千尋/ピアノ
ユニバーサル ミュージック合同会社/発行
2016.7 11 曲 50 分 2800 円
山中氏は桐生市出身
【購入、桐生タイムス 6/20】

電子資料
「２１世紀銘仙」誕生（電子書籍）
上毛新聞社/著 ブックビヨンド/配信
[2017.6] 324 円
（ 「ニューズブック」シリーズ ）
併用絣を半世紀ぶりに復活させた伊勢崎市民有
志のプロジェクトについて、上毛新聞 2016 年 1
月から 2017 年 3 月に掲載された記事などをま
とめた電子書籍
【上毛 6/2 】

銀河旋律（CD）
ザ･パルジファル/歌
2017.5 10 曲 2778 円
ザ･パルジファルは前橋市在住･出身で群馬県立
前橋高校卒業生が中心となって活動するバンド
【受贈、上毛 6/1】
草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
第３７回（CD）
草津フェスティヴァル･オーケストラ/演奏
カメラータ･トウキョウ/発売
2016 16 曲 80 分
【受贈】
ＢＹＥ－ＢＹＥ “ＴＲＡＩＮ”（CD）
葉月那央/歌
ユニバーサル ミュージック/発行
2015 5 曲 21 分 1000 円
葉月氏は太田市在住
【購入】
水と魚（CD）
葉月那央/歌 Leaflet Works（LW）/発売
2017.6 4 曲 1944 円
葉月氏は太田市在住
【上毛 6/9･18】

〔 2017.7〕
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