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1 哲学･宗教

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１７年７月分
No.３６８

お寺と神社の地図帳 寺社めぐりがもっと楽しく
なる！ ハンディ版
辰巳出版 /発行
2017.7 175p 21cm 800 円
（ タツミムック ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

平成 29(2017)年 8 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

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
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 西原巌氏 平成２８年度 群馬県文
化奨励賞受賞記念
箕輪城井伊直政研究会･エスビック手作り甲冑
クラブ /発行
2017.4 1 冊 26cm
【受贈】

・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。

一個人 [２０１７年]８月号
KK ベストセラーズ /発行
[2017.7] 720 円
特集「大人の社会科見学 学べて楽しい ダムへ
行こう !」中にみなかみ町の奈良俣ダムと矢木
沢ダムの紹介あり
【上毛 7/30】

０ 総記
群馬県立図書館要覧 平成２９年度
群馬県立図書館 /編集･発行
2017.7 34p 30cm
【自館作成】

いま解き明かされる新田郡家の実像(資料集) 平
成２８年度地域の特色のある埋蔵文化財活用事業
群馬県太田市教育委員会文化財課 /編集･発行
2017.3 60p 30cm
付属資料：「 新田郡･佐位郡両郡衙跡発掘調査
成果の総括」 16p
【受贈】

体育の先生が理科の先生になったら
根本隆正 /著
2017.5 185p 21cm 1500 円(税込)
著者は現渋川市立金島小学校教諭
【受贈、上毛 6/29】

岩櫃物語 真田氏上州の拠点
「真田丸」東吾妻町職員ミーティング /制作
葉月彩樹 /イラスト 高橋大榛 /題字
東吾妻町 /発行
[2017.7] 16p 30cm
【受贈、上毛 7/3】

図書館１００連発
岡本真･ふじたまさえ /著 青弓社 /発行
2017.5 139p 21cm 1800 円
草津町立温泉図書館に関する記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 2014 号】

英語でガイドする関東の観光名所１０選
植田一三 /編著 高田直志 /著 語研 /発行
2017.6 13,225p 21cm 2200 円
付属資料： MP3 CD1 枚
『第 10 章「草津温泉」を案内しよう！』収録
【 TRC 新刊案内 2018 号】
金曜日記 田中八重子追悼集
田中孝司[/著･発行]
1994.5 266p 22cm
著者は前橋市在住

-1-

【受贈】

〔 2017.8 〕

国史跡 上野国新田郡家跡
群馬県太田市教育委員会[/発行]
2017.3 19p 30cm

夏あそび本 首都圏版 ２０１７
昭文社 /発行
2017.7 175p 28cm 600 円
（ まっぷるマガジン ）
高崎、水上、水沢うどんに関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

【受贈】

群馬の山旅 ぐんま県境稜線トレイル(仮称)を歩
こう！
群馬県観光物産課･群馬県観光物産国際協会[ /
発行]
[2017.6] 19p 30cm
【受贈、上毛 7/9】

夏、山へ。 ２０１７
三栄書房 /発行
2017.8 128p 29cm 796 円
（ サンエイムック ）
「谷川岳×旅館たにがわ」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

厳選ニッポンの一流ホテル＆名旅館
枻出版社 /発行
2017.6 176p 29cm 1800 円
（ エイムック 3751 ）
香雲館(渋川市)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

日本昭和珍スポット大全 エキセントリック＆ノ
スタルジック
金原みわ /著 辰巳出版 /発行
2017.7 125p 21cm 1500 円
（ タツミムック ）
ジャパン･スネークセンター(太田市)に関する
記述あり
【 TRC 新刊案内 2017 号】

古代の東国 ３ 覚醒する<関東> 平安時代
荒井秀規 /著 吉川弘文館 /発行
2017.6 9,297,23p 20cm 2800 円
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

日本百名山クルマで行くベストプラン ２０１７
JTB パブリッシング /発行
2017.7 223p 21cm 1600 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
平ヶ岳、巻機山、谷川岳、武尊山、至仏山、日
光白根山、皇海山、赤城山、草津白根山、四阿
山、浅間山に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

史跡上野国新田郡家跡保存活用計画
群馬県太田市教育委員会文化財課 /編集･発行
2017.3 148p 30cm
【受贈】
水境須藤氏 那須清光坊と須藤氏祖清光坊
須藤勇三郎･須藤秀三 /共著･発行
須藤秀三 /筆者
2015.5 220p 27cm
【受贈】
全国公共宿舎ガイド 安くて快適な安心の宿 第
１２版
実業之日本社 /発行
2017.7 431p 21cm 1852 円
（ ブルーガイドニッポンα ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

日々の生活の中において
田中孝司[/著･発行]
2015.6 223p 22cm
著者は前橋市在住

【受贈】

箕郷歴文化調査研究会研究報告
箕郷歴史文化調査研究会[/発行]
[ 2017] 58p 30cm

【受贈】

茶ノ木古墳
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 /発行
2017.3 26p 写真図版 8p 30cm
（ 吉岡町文化財調査報告書 第 35 集 ）
【受贈】

溝祭木戸３号古墳
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 /発行
2016.9 6p 写真図版[1p] 30cm
（ 吉岡町文化財調査報告書 第 34 集 ）
【受贈】

土偶界へようこそ 縄文の美の宇宙
譽田亜紀子 /著 山川出版社 /発行
2017.6 3,195p 19cm 1600 円
ハート形土偶(東吾妻町･郷原出土)、髪を束ね
たみみずく土偶(桐生市･千網谷戸遺跡)に関す
る記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

道の駅完全ガイドブック 最新版
２０１７－１８
コスミック出版 /発行
2017.8 221p 30cm 1200 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

長い坂道
野上保治 /著
2016.4 306p 26cm
著者は群馬中央病院名誉院長

〔 2017.8 〕

【受贈】
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矢原塚越遺跡―地域密着型特別養護老人ホーム･
介護老人保健施設増築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査―
シン技術コンサル /編集
高崎市教育委員会 /発行
2017.7 14p 写真図版 3p 30cm
【受贈】

第３８回ＮＬＡナキワラ！２０１６ この思い、
伝えたい
ニューライフ･アドベンチャー運動実行委員会 /
編集･発行
2017.3 168p 21cm 953 円
五十嵐真紀(群馬県･高校 2 年生)の主張収録
【受贈】

旅行読売 [２０１７年]８月号
旅行読売出版社 /発行
[2017.7] 540 円
「 世界が認めた！みなかみユネスコエコパーク 」
収録
【上毛 7/9】
わが子らに送る三十三章
田中孝司[/著･発行]
2010.6 192p 22cm
著者は前橋市在住

定例市議会議案書 平成２９年第２回
送付分）
前橋市[/発行]
[ 2017] 56p 30cm

（第２次
【受贈】

発達障害の理解と支援のための基本ガイド 一人
一人が、その特性を理解され、生き生きと暮らせ
る社会の実現を目指して
群馬県発達障害者支援センター[/発行]
[ 2016.6] 11p 30cm
【受贈】

【受贈】

文化ふじおか 第２号 平成２９年３月
協会誌編集委員会 /編集 藤岡市文化協会 /発行
2017.3 14p 30cm
【受贈】
前橋市小中学校校長会会誌 第七十六号
前橋市小中学校校長会 /発行
2017.7 59p 21cm
【受贈】

3 社会科学
あさひ 群馬県立あさひ養護学校創立５０周年記
念誌
創立 50 周年記念事業実行委員会 /編集
群馬県立あさひ養護学校 /発行
[ 2012] 35p 30cm
【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県[/発行]
[ 2017.4] 52p 21cm

Ｒａｉｓｅ ｙｏｕ Ｆｌａｇ(あなたの旗を掲げ
よう)
群馬大学社会情報学部学生 /編集
[2017.7] 40p A4 判
群馬大学社会情報学部の公式パンフレット
【上毛 7/8】

【受贈】

大神輿 なぜ藤岡市に江戸時代の大神輿があるの
か 絹にまつわる藤岡の歴史 諏訪神社大神輿平
成の大修理記念
諏訪神社御神輿 平成の大修理実行委員会･諏訪
神社御神輿保存会 /発行
[ 2016] 15p 30cm
【受贈】

私たちの宝「翁鉾」 本三と祇園祭
大道裕宣 /取材･執筆･編集
桐生市本町三丁目自治会[/発行]
[2017.7] 4p A4 判
付属資料：別冊 6p
【桐生タイムス 7/31】

こまちウエディング群馬版 [２０１７年]秋号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[ 2017.7] 300 円
【ぐんま経済 7/20】
１０年のあゆみ 創立１３０周年記念
群馬県立前橋高等学校 /編集･発行
2007.10 91p 30cm

【受贈】

要覧 平成２９年度
群馬県教育委員会事務局西部教育事務所[/発
行]
[2017] 7p 30cm
【受贈】

いきいき子育てガイドブック ２０１７
ホープ /編集･デザイン 桐生市 /発行
2017.6 25p 30cm
【受贈、桐生タイムス 7/11】
伊勢崎市統計書 平成２８年版
伊勢崎市役所 /編集
2017.6 81p 30cm

平成２９年度版

【受贈】

創立九十周年記念誌
群馬県立新田暁高等学校記念誌部 /編集･発行
2014.10 96p 30cm
【受贈】
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〔 2017.8 〕

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２８年度
群馬県沼田市域にある温泉の化学成分について
群馬県温泉協会[/発行]
[ 2017.3] 24p 30cm
【受贈】

あなたもこれで桐生のグル名人！！
桐生商業高商業科 3 年生 6 人 /作製
[2017.7] [1 枚] A4 判
【上毛 7/15、桐生タイムス 7/18】

学術調査研究調査報告 温泉科学
水上高原上の原温泉の地質
群馬県温泉協会[/発行]
[ 2017.3] 11p 30cm

環境保全ハンドブック
群馬県環境森林部環境保全課 /監修
群馬県計量協会 /発行
2017.6 455p 19cm

平成２８年度
【受贈】

機関紙～みどりの風～創刊号
「生命(いのち)の貯蓄体操普及会」みどり準支
部 /発行
[2017.7] 10p A4 判 【桐生タイムス 7/19】

工場見学社会科見学 首都圏 ２０１７
昭文社 /発行
2017.7 127p 23cm 900 円
（ まっぷるマガジン ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

ぐんま食育ハンドブック ２０１７ 家族で話そ
う･作ろう･楽しもう！ 保存版
群馬県健康福祉部保健予防課健康増進･食育推
進係 /監修 エフエム群馬･中広 /企画･制作
[ 2017.7] 38p 21cm
【受贈 、上毛 7/15】

こうずいの夜 おしょうさんの伝えるカスリーン
台風の話
堀切リエ /文 いしいつとむ /絵
国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事
務所 /制作･著作
[2017.3] 1 冊 30cm
【受贈、桐生タイムス 6/29、東京 7/2】

図説日本の湿地 人と自然と多様な水辺
日本湿地学会 /監修
『図説日本の湿地』編集委員会 /編集
朝倉書店 /発行
2017.6 8,212p 26cm 5000 円
渡良瀬遊水地･渡良瀬川 、尾瀬(尾瀬ヶ原を含む)
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 2019 号】

洪水の夜 和尚さんの伝えるカスリーン台風の話
源田晃澄 /原案 堀切リエ /原作
まつだこうた /画 国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所 /制作･著作
[2017.3] 18p 21cm
【受贈、桐生タイムス 6/29、東京 7/2】

治山事業調査委託(集中豪雨気象調査) 平成２８
年度
群馬県環境森林部森林保全課･日本気象協会[ /
発行]
[ 2017.3] 144p 30cm
【受贈】
年報 平成２７年度
前橋赤十字病院 /発行
[ 2016.9] 279p 30cm

【受贈】

子供向けカスリーン災害体験談集 平成２９年度
版
国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務
所 /製作･著作
2017.3 60p 30cm【 受贈 、桐生タイムス 6/29】

【受贈】
ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.１０
公道試乗一番乗り！新型ＸＶ ＶＳインプレッサ
交通タイムス社 /発行
2017.7 145p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【 TRC 新刊案内 2017 号】

ハンセン病の社会史 日本「近代」の解体のため
に
田中等 /著 彩流社 /発行
2017.6 286p 19cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 2016 号】

生物多様性ぐんま戦略 恵み豊かな自然を未来へ
つなぐ群馬県～生物多様性を守り賢く活かす～平
成２９年度～平成３８年度
群馬県環境森林部自然環境課[/発行]
2017.3 100p 30cm
【受贈】
生物多様性ぐんま戦略 恵み豊かな自然を未来へ
つなぐ群馬県～生物多様性を守り賢く活かす～平
成２９年度～平成３８年度 概要版
群馬県環境森林部自然環境課[/発行]
[ 2017.3] 8p 30cm
【受贈】

〔 2017.8 〕
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名物料理おっきりこみ大図鑑 群馬県おっきりこ
みマップ
群馬県総務部広報課ぐんまイメージアップ推進
室[/発行]
[2017.3] 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈、 viva!amigo(桐生･伊勢崎版)2/3】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
お前はまだグンマを知らない ８
井田ヒロト /著 新潮社 /発行
2017.7 1 冊 19cm 500 円
（ BUNCH COMICS ）
著者は群馬県在住【上毛 7/10、 TRC マーク】
がっつり！甲子園 ２０１７
日本文芸社 /発行
2017.8 188p 26cm 444 円
（ にちぶん MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

6 産業
大白大豆のひみつ 片品の伝統
高崎経済大学 片岡美喜ゼミナール 3 年(第 9 期
生)[ /発行] 片品村役場･片品村振興公社 /協力
2017.2 7p 21cm
【受贈】

変わりゆく高校野球 新時代を勝ち抜く名将たち
「いまどき世代」と向き合う大人力
大利実 /著 インプレス /発行
2017.6 286p 19cm 1500 円
荒井直樹監督(前橋育英高校)の対談収録
【 TRC 新刊案内 2018 号】

関東感動の駅トラベル 駅舎めぐり旅
「江戸楽」編集部 /著 メイツ出版 /発行
2017.6 128p 21cm 1660 円
館林駅、西桐生駅、水沼駅、土合駅、湯檜曽駅
に関する記述あり 【 TRC 新刊案内 2018 号】
全国現役観光列車図鑑 日本全国を走る観光列車
全１２８車種を一挙紹介
レイルマンフォトオフィス /著
マイナビ出版 /発行
2017.6 222p 21cm 1880 円
トロッコわっしー号 、トロッコわたらせ渓谷号 、
SL 碓氷、 SL みなかみ、リゾートやまどりに関
する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】
第三文明 [２０１７年]８月号
第三文明社 /発行
[2017.7] 514 円(税込)
「特集 夏に見たい日本の世界遺産」中に富岡
製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【週刊読書人 7/7】
日本の麦 拡大する市場の徹底分析
吉田行郷 /著 農林水産省農林水産政策研究所 /
編集 農山漁村文化協会 /発行
2017.6 5,196p 21cm 2400 円
群馬県に関する記述あり
【購入、 TRC 新刊案内 2017 号】

群馬きりえの会 ４２年のあゆみ
飯塚照江 /作製
[2017.7] 16p A4 判
飯塚氏は前橋市在住

【上毛 7/27】

渓流 ２０１７夏 雨がやんだら釣りに行こう
ハチの子採りの実際
つり人社 /発行
2017.7 146p 29cm 1800 円
（ 別冊つり人 vol.446 ）
楢俣川(みなかみ町)に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2017 号】
２０年のあゆみ
沼田歩こう会 /編集･発行
2007.3 67p 26cm

【受贈】

２０年のあゆみ
沼田走ろう会[/発行]
1999.3 75p 26cm

【受贈】

林青山
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
2017.7 32p 30cm
（ 故郷の古書画展 第 2 回）
【受贈】

無印良品の便利帖 毎日がもっと楽しくなる Ｌ
ＤＫ特別編集
晋遊舎 /発行
2017.7 65p 30cm 537 円
（ 晋遊舎ムック ）
カインズの商品に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2017 号】

ボールルームへようこそ 第９巻
竹内友 /著 講談社 /発行
2017.6 [239p] 18cm 450 円
（ 講談社コミックス KCGM1588 ）
群馬出身という設定の兄妹ペア(赤城賀寿･真
子)が主要人物として登場する
著者は前橋出身
【朝日ぐんま 7/14、 TRC マーク】
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〔 2017.8 〕

まんがスポーツで創る地域の未来 東日本編
スポーツ庁 /企画･監修 大日本印刷 /発行
2017.6 364p 22cm 2500 円
群馬県みなかみ町（ アウトドアスポーツで誘客 ）
の事例収録
【 TRC 新刊案内 2017 号】

ＯＬａＤ(オラド) ｆａｃｅｂｏｏｋ ｃｏｌｕ
ｍｎ ２０１２ 〜 ２０１７ 香川誠
香川誠 /著 上毛新聞社事業局出版部 /発行
2017.6 207p 21cm 1500 円
著者は前橋市出身
【受贈、上毛 7/13･ 14】

野球太郎 Ｎｏ.０２３ ２０１７夏の高校野球
＆ドラフト特集号
イマジニア株式会社ナックルボールスタジアム
/発行
2017.6 248p 21cm 1389 円
（ 廣済堂ベストムック 361 ）
群馬県に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2018 号】

風のマドリガル 茂木けんじ詩歌集
茂木けんじ /著 シイビイシー(CBC) /発行
2017.5 215p 21cm
著者は前橋市在住
【受贈】

ユーフォニアムで吹くベストソングス
シンコーミュージック･エンタテイメント /発行
2017.7 87p 31cm 3000 円
付属資料： CD2 枚
「高嶺の花子さん」 backnumber の楽譜収録
【 TRC 新刊案内 2018 号】

希望への道 ２ 旅行記
寺島悦子 /著 文芸社 /発行
[2017.7] 700 円
著者は館林市在住

8 語学
面白かんべェ上州弁 第１巻 増補改訂版
遠藤隆也 /著 ブレーン･オフィス社[/発行]
[2017.7] 288p 四六判 1429 円
遠藤氏は太田市在住 【朝日 7/7、上毛 7/28】

金婚亜暇 初歌集
石田兵庫 /著･発行
2011.4 162p 21cm
著者は渋川市在住

【受贈】

月球儀 第２号
石井哲夫･山本掌 /編集･発行
2008.1 59p 21cm 800 円
石井氏と山本氏は前橋生まれ

【受贈】

月球儀 第６号
山本掌 /編集･発行
2008.1 59p 21cm 1000 円
山本氏は前橋生まれ

【受贈】

時代小説ザ･ベスト ２０１７
日本文藝家協会 /編 青山文平 /ほか著
集英社 /発行
2017.6 451p 16cm 880 円
（ 集英社文庫 に 15-2 ）
「越後の女傑」武内涼(群馬県生まれ) /著収録
【 TRC 新刊案内 2018 号】

【受贈】

あなたの隣にいる孤独
樋口有介 /著 文藝春秋 /発行
2017.6 217p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2018 号】

詩と思想 [２００７年]１１月号 通巻２５７号
「詩と思想」編集委員会 /編集
土曜美術社出版販売 /発行
2007.11 162p 21cm 1300 円
萩原朔太郎、山村暮鳥に関する記述あり
【受贈】

浮世絵師の絵で読む八犬伝 上
徳田武 /著 勉誠出版 /発行
2017.6 286p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2018 号】

〔 2017.8 〕

【朝日 7/14】

真田騒動 恩田木工 上
池波正太郎 /著 埼玉福祉会 /発行
2017.6 341p 21cm 3100 円
（ 大活字本シリーズ ）
大阪冬の陣直後から松代へ移封されるまでの真
田信之の生き方を描く「信濃大名記」収録
【 TRC 新刊案内 2019 号】

9 文学
赤城山を望みて 歌集
角田親俊 /発行
2010.7 2,167p 22cm
角田氏は前橋市在住

浮世絵師の絵で読む八犬伝 下
徳田武 /著 勉誠出版 /発行
2017.6 286p 21cm 2800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2018 号】
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詩と思想 [２０１３年]９月号 通巻３２１号
「詩と思想」編集委員会 /編集
土曜美術社出版販売 /発行
2013.9 196p 21cm 1300 円
『「 詩のまち 前橋」の過去、現在、そして未
来』久保木宗一(前橋市在住) /著収録【受贈】

わけあり記者 過労でウツ、両親のダブル介護、
パーキンソン病に罹った私
三浦耕喜 /著 高文研 /発行
2017.6 208p 19cm 1500 円
著者は元中日新聞前橋支局の記者
【 TRC 新刊案内 2017 号】

新編･日本幻想文学集成 ６ 宮沢賢治 小川未
明 牧野信一 坂口安吾
国書刊行会 /発行
2017.6 699p 22cm 5800 円
【 TRC 新刊案内 2018 号】

県関係者の一般著作

続･南から 歌集
角田親俊 /発行
2011.7 2,199p 22cm
角田氏は前橋市在住

【受贈】

おでかけ栃木 ２０１７－１８
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[ 2017.7] 926 円
【ぐんま経済 7/20】

哲学の骨、詩の肉
野村喜和夫 /著 思潮社 /発行
2017.6 277p 20cm 2800 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2019 号】

親子おやつ クッキングでわっくわく！
久保田恵美 /著 旭屋出版 /発行
2017.7 95p 21cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2019 号】

万緑･克秀典 第二句歌集
石田兵庫 /著･発行
2017.4 158p 21cm
著者は渋川市在住

介護事業所のための改正介護保険早わかり 速報
＜２０１７－１８年度施行＞
田中元 /著 自由国民社 /発行
2017.7 128p 21cm 1200 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 2019 号】

【受贈、上毛 7/15】

文豪と暮らし 彼らが愛した物･食･場所
開発社 /編 創藝社 /発行
2017.6 128p 21cm 1600 円
「萩原朔太郎×マンドリン 」、「田山花袋×団
子 」、「徳富蘆花×伊香保」に関する記述あり
【 TRC 新刊案内 2017 号】

漢字は日本でどう生きてきたか
湯沢質幸 /著 開拓社 /発行
2017.6 10,220p 19cm 1900 円
（ 開拓社言語･文化選書 8 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2017 号】

螢火(ほたるび) 詩片
鳥羽輝男 /著 鳥羽成明 /編集･発行
2016.7 127p 21cm
著者は邑楽郡大島村生まれ
編者は館林市在住

現場で役立つ制御工学の基本 演習編 解答と誤
解答から学ぶ演習書
涌井伸二･橋本誠司 /共著 コロナ社 /発行
2017.7 6,134p 21cm 2000 円
橋本氏は群馬大学大学院教授
【 TRC 新刊案内 2017 号】

【受贈】

本のパーキング ２５号
hashoma-do/発行
2017.6 16p 21cm 200 円(頒価)
「頑張ってくれ。ヴィクトル」アラマキマリコ
(前橋市在住) /著収録
【受贈】

新流通･マーケティング入門
金弘錫･美藤信也 /共著 成山堂書店 /発行
2017.6 7,145p 22cm 2800 円
金氏は高崎商科大学商学部･大学院商学研究科
教授
美藤氏は高崎商科大学商学部･大学院商学研究
科准教授
【 TRC 新刊案内 2018 号】

まほうの自由研究
如月かずさ /作 はたこうしろう /絵
小峰書店 /発行
2017.6 129p 21cm 1300 円
（ なのだのノダちゃん 3 ）
如月氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 2018 号】

速算表･要約表でみる税務ガイド 税理士必携
鈴木修 /著 日本税理士会連合会 /編
中央経済社 /発行
2017.7 2,5,133p 21cm 1200 円
著者は高崎商科大学商学部･同大学院商学研究
科特任准教授
【 TRC 新刊案内 2019 号】

明治ガールズ 富岡製糸場で青春を
藤井清美 /著 KADOKAWA/発行
2017.6 251p 19cm 1400 円
【 TRC 新刊案内 2019 号】
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〔 2017.8 〕

ドキュメント家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間 忘れら
れないわが家の味
木部克彦 /著 言視舎 /発行
2017.6 229p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ、明和学園短大客員教授
【上毛 6/29、朝日 7/7、 TRC 新刊案内 2019 号】

視聴覚資料
赤城颪に送られて 群馬県立前橋高等学校 校歌
･応援歌･凱旋歌集（CD）
群馬県立前橋高等学校音楽部･吹奏楽部･応援団
/演奏 県立前橋高等学校同窓会･応援団 OB 会 /
製作協力
2016.4 6 曲
【受贈】

野山の鳥を観察しよう！ 山や森･草原･まちの鳥
飯村茂樹 /著 PHP 研究所 /発行
2017.7 63p 29cm 3000 円
（ 楽しい調べ学習シリーズ ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2018 号】

行間にて（CD）
Ivy to Fraudulent Game/演 奏
スペースシャワーミュージック /発行
2016 6 曲 30 分 1574 円
Ivy to Fraudulent Game は 群馬で結成された 4 人
組ロックバンド
【購入】

はかりきれない世界の単位
米澤敬 /著 日下明 /イラスト 創元社 /発行
2017.6 106p 20cm 1600 円
著者は群馬県出身 【 TRC 新刊案内 2018 号】

大事にするよ／都忘れ…わかれ（CD）
はぎ和俊 /歌
オフィス･ワン /企画･制作
2015 4 曲 1200 円(税込)
はぎ氏は前橋市在住

ハッピーになれる名前占い
宮沢みち /著 金の星社 /発行
2017.6 143p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2019 号】
フィクションの哲学 改訂版
清塚邦彦 /著 勁草書房 /発行
2017.6 13,294,18p 20cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2018 号】

継ぐ（CD）
Ivy to Fraudulent Game/演 奏
スペースシャワーミュージック /発行
2017 7 曲 32 分 2407 円
Ivy to Fraudulent Game は 群馬で結成された 4 人
組ロックバンド
【購入】

保育園を呼ぶ声が聞こえる
猪熊弘子･國分功一郎 /著 太田出版 /発行
2017.6 193p 19cm 1500 円
國分氏は高崎経済大学准教授
【 TRC 新刊案内 2018 号】
北欧法律事情 中年元裁判官のスウェーデン等留
学記
萩原金美 /著 中央大学出版部 /発行
2017.6 2,190p 21cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2019 号】

電子資料

三田文學 第九十六巻 第一三〇号 夏季号
三田文学会 /発行
2017.8 320p 21cm 907 円
「福翁自伝からの贈り物」神宮みかん(群馬県
生まれ) /著収録
【受贈】
モンゴル帝国誕生 チンギス･カンの都を掘る
白石典之 /著 講談社 /発行
2017.6 241p 19cm 1650 円
（ 講談社選書メチエ 652 ）
著者は群馬県生まれ【 TRC 新刊案内 2017 号】
有機農業と地域づくり 会津･熱塩加納の挑戦
小林芳正･境野健兒 /著 筑波書房 /発行
2017.6 165p 19cm 1800 円
境野氏は群馬県生まれ
【 TRC 新刊案内 2019 号】

〔 2017.8 〕

【受贈】
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