群

馬

の

本

2 歴史･伝記･地理

－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
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No.３６９

家康を支えた三河武士 本多忠勝･井伊直政
市橋章男/著 正文館書店岡崎/発行
2017.7 110p 21cm 1111 円
【TRC 新刊案内 2024 号】

平成 29(2017)年 9 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

イラストでわかる都道府県じてん 地理学習にぴ
ったり！
成美堂出版編集部/編 成美堂出版/発行
2017.8 127p 26cm 950 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2024 号】

・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。

えりあぐんま 第２３号
群馬地理学会/編集･発行
2017.6 67p 26cm

【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
太田市内遺跡１２―平成２７年度調査―
群馬県太田市教育委員会/編集･発行
2017.3 64p [写真図版 22p] 30cm 【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。

思いたったらすぐ行ける！「和」の絶景百選
絶景トラベル研究会/著 宝島社/発行
2017.7 127p 30cm 800 円
尾瀬上田代の池塘と至仏山、照葉峡に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2020 号】
温泉やど関東･甲信越 '１８
昭文社/発行
2017.8 224,15p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
草津、伊香保、四万、みなかみに関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2021 号】

０ 総記

「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣
昭和･平成篇
竹内正浩/著 実業之日本社/発行
2017.7 383p 19cm 1900 円
鈴木貫太郎、福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三、
福田康夫に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

1 哲学･宗教
神様が宿る御神酒
大浦春堂/著 神宮館/発行
2017.7 159p 21cm 1480 円
赤城神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2018 号】

桐生市ウォーキングマップ
桐生市[/発行]
2015.3 18p 30cm

図録全国の美しい御朱印
八木透/監修 マイナビ出版/発行
2017.7 351p 21cm 2180 円
坂東三十三観音に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2023 号】

改定版
【受贈】

近世史研究遺文
[児玉 幸多/著]
児玉幸多先生論集刊行委員会/編
吉川弘文館/発行
2017.7 13,403,11p 22cm 12000 円
群馬県に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2018 号】
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〔2017.9〕

ぐんまの道の駅ガイドマップ [改訂版]
群馬県県土整備部道路整備課/発行
2017.4 折りたたみ 60 × 94cm
【受贈】

戦争を知っている最後の政治家 中曽根康弘の言
葉
鈴木哲夫/著 ブックマン社/発行
2017.8 270p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2024 号】

決定版！地理の絶対暗記術 超速イメージ記憶法
でおぼえだしたらとまらない！
枻出版社/発行
2017.8 128p 26cm 1000 円
（ エイムック 3792 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2024 号】

館林市史 通史編３ 館林の近代･現代
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2017.6 555p 27cm 3000 円
付属資料：「館林の近代･現代 付録 索引」13p
【受贈、上毛 8/19】

古代国家成立と国際的契機
中野高行/著 同成社/発行
2017.7 5,298p 22cm 7000 円
（ 同成社古代史選書 25 ）
「第 四章 加耶 諸国 滅亡 と上 毛野･東北」、「付
論 榛名山二ツ岳と浅間山天明三年の噴火」収
録
【TRC 新刊案内 2024 号】

館林藩医 長澤理玄考察
小堀直人/著･発行
2017.8 74,26p 21cm 750 円
著者は館林市生まれ、館林文化史談会会員
【受贈】
てっぺん 我が妻･田部井淳子の生き方
田部井政伸/著 宝島社/発行
2017.7 230p 19cm 1200 円
著者は前橋市生まれ
【朝日ぐんま 8/11、TRC 新刊案内 2017 号】

首都圏発１泊２日大人の小さな旅 泊まりがけで
行きたい好奇心をくすぐる少し贅沢な旅
昭文社/発行
2017.8 111p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2021 号】

東京的北側 高崎 前橋 宇都宮 水戸
北関東中核都市連携会議[/発行]
[2017.6] 18p A4 判
【東京 8/23】

青春１８きっぷパーフェクトガイド ２０１７―
２０１８
谷崎竜/著 イカロス出版/発行
2017.8 221p 19cm 1500 円
（ イカロス MOOK ）
『18 きっぷ』で乗れる観光列車として SL みな
かみに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

中大類金井遺跡３―集合住宅の建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査―
山下工業/編集 高崎市教育委員会/発行
2017.6 32p 口絵 2p 写真図版 10p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 391 集 ）【受贈】
新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅲ
桐生市教育委員会教育部文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2012.3 296p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 31 集 ）
【受贈】

世良田地区(ほ場整備)発掘調査報告書 上新田遺
跡･世良田環濠集落･歌舞妓遺跡･世良田陣屋遺跡･
ＦＰ泥流下遺跡群･下原古墳群
群馬県太田市教育委員会/編集･発行
2017.3 284p 写真図版 4,57 30cm 【受贈】

新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅳ
桐生市教育委員会教育部文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2013.3 253p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 32 集 ）
【受贈】

全国ゲストハウスガイド 自分だけの旅をつくろ
う！
実業之日本社/発行
2017.7 255p 21cm 1800 円
（ ブルーガイド ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2023 号】

新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅴ
桐生市教育委員会文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2014.3 298p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 34 集 ）
【受贈】

戦後七十二年の証言「生の声」
鈴木越夫/著
[2017.8] 595p A5 判 2300 円(税込)
（ 戦時下に生きた青少年の体験記 第 4 集 ）
著者は元群馬町教育長で高崎市在住
【東京 8/11、上毛 8/14、毎日 8/15】

〔 2017.9〕
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新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅵ
桐生市教育委員会文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2015.3 232p 写真図版 55p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 35 集 ）
【受贈】

反戦主義者なる事通告申上げます 反軍を唱えて
消えた結核医･末永敏事
森永玲/著 花伝社/発行
2017.7 227p 19cm 1500 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

新里地区遺跡群発掘調査報告Ⅶ
桐生市教育委員会文化財保護課/編集
桐生市教育委員会事務局/発行
2016.3 193p 写真図版 122p 30cm
（ 桐生市文化財調査報告書 第 37 集 ）
【受贈】

東アジアに翔る上毛野の首長 綿貫観音山古墳
大塚初重･梅澤重昭/著 新泉社/発行
2017.8 93p 21cm 1600 円
（ シリーズ「遺跡を学ぶ」 119 ）
梅澤氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2024 号】

日本「地方旗」図鑑 解読編 ふるさとの旗を読
む
苅安望･西浦和孝/著 えにし書房/発行
2017.6 84p 26cm 4000 円
付属資料：「日本の都道府県･市町村旗一覧」
1枚
群馬県に関する記述あり
【週刊読書人 8/11、TRC 新刊案内 2020 号】

ビジュアルワイド図解日本の歴史智将･軍師
１００ 完全保存版
入澤宣幸/著 西東社/発行
2017.8 159p 29cm 925 円
新田義貞、真田昌幸、真田幸村、小松姫、井伊
直政、小栗忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2023 号】
道の駅ナビ 全国版 ２０１８ ドライブが１０
倍楽しくなる一般道のオアシス 休憩だけじゃも
ったいない！！
交通タイムス社/発行
2017.9 218p 30cm 1111 円
（ CARTOP MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2023 号】

日本百低山
日本山岳ガイド協会／編 幻冬舎/発行
2017.8 311p 18cm 1300 円
鍋割山、子持山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2024 号】
忍者･忍術超秘伝図鑑 伝説の忍者ベスト５０
人！驚きの忍術＆忍具大公開！
山田雄司/監修 永岡書店/発行
2017.7 191p 19cm 980 円
出浦盛清(昌相)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

ランドネ [２０１７年]８月号
枻出版社/発行
[2017.7] 880 円
特集「いつか行きたい全国の山小屋」中に尾瀬
の弥四郎小屋、燧小屋、尾瀬温泉小屋に関する
記述あり
【上毛 8/27】

はっけん！ＮＩＰＰＯＮ 地図と新聞で見る４７
都道府県
グループ･コロンブス/構成･文 古谷充子/絵
PHP 研究所/発行
2017.8 103p 37cm 3200 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

林道ツーリングガイドブック ２０１７～２０１
８
実業之日本社/発行
2017.8 113p 26cm 1200 円
（ ブルーガイド･グラフィック ）
栗原川林道、秋鹿大影林道、万沢林道、林道東
御荷鉾線、栗原川林道、三沢林道に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2023 号】

花火ぴあ 首都圏版 ２０１７
ぴあ/発行
2017.8 98p 30cm 480 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2020 号】
はるかな尾瀬 Ｖｏｌ.３４
尾瀬保護財団/発行
2017.7 12p 30cm

るるぶ群馬 草津 伊香保 富岡 '１８
JTB パブリッシング/発行
2017.8 165p 26cm 850 円
付属資料：「おでかけスポット BOOK」16p
【TRC 新刊案内 2021 号】

【受贈】
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〔2017.9〕

るるぶ日帰り温泉関東周辺 '１８
JTB パブリッシング/発行
2017.8 181p 26cm 900 円
付属資料：「ドライブ&エリア MAP」24p
（ るるぶ情報版 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2021 号】

県央政令指定都市の実現を目指して ２０１６年
度報告書
理想の都市建設研究会[/発行]
2017.6
理想の都市建設研究会は県内 2 大都市前橋と高
崎の合併を軸に「政令指定都市」実現を目指す
社団法人
【産経 8/7】

歴史文化遺産の保存と活用を考えるシンポジウム
～歴史資料を守り、地域に活かす～
群馬県地域文化研究協議会/編集･発行
2017.3 60p 30cm
【受贈】

公有財産に関する調書 平成２９年３月３１日現
在
群馬県[/発行]
[2017.3] 89p 30cm
【受贈】

和算への誘い 数学を楽しんだ江戸時代
上野健爾/著 平凡社/発行
2017.7 89p 21cm 1000 円
（ ブックレット<書物をひらく> 7 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2022 号】

これから社会で働くために 知っておくべき７つ
のルール
群馬県産業経済部労働政策課[/発行]
2017.6 [4p] 30cm
【受贈】
渋川工高５０年史
[群馬県立渋川工業高等学校/発行]
[出版年不明] 75p 30cm

昭和･平成日本の凶悪犯罪１００
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2017.8 239p 19cm 900 円
連合赤軍･山岳ベース事件、群馬女子高生誘拐
殺人事件に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2023 号】

3 社会科学
伊勢崎興陽高等学校九十周年記念誌
創立九十周年記念事業実行委員会･記念誌編集
委員会/編集
群馬県立伊勢崎興陽高等学校/発行
2010.11 93p 31cm
【受贈】
学校要覧 平成２９年度
群馬大学教育学部附属小学校/発行
[2017] 40p 30cm

女性のための防犯ハンドブック
群馬県･群馬県警察[/発行]
[出版年不明] 13p 21cm

【受贈】

創立五十周年記念誌
群馬県立松井田高等学校[/発行]
[1987.3] 128p 26cm

【受贈】

業務概要 平成２８年度
群馬県立点字図書館/発行
2017.7 23p 30cm

【受贈】

群馬県訟務年報 平成２９年版
群馬県総務部学事法制課[/発行]
2017 7p 30cm

【受贈】

【受贈】

創立七十周年記念誌
上毛新聞社出版メディア局/編集･制作
群馬県立松井田高等学校･創立 70 周年記念事業
実行委員会/発行
[2008.5] 135p 30cm
【受贈】
高工七十年史
「高工七十年史」編集委員会/編集
群馬県立高崎工業高等学校創立七十周年記念事
業委員会/発行
2009.11 247p 27cm
【受贈】

蛍雪の記録 太田高校定時制創立５０周年記念誌
群馬県立太田高等学校定時制創立 50 周年記念
事業実行委員会記念誌部会/編集
群馬県立太田高等学校･群馬県立太田高等学校
定時制創立 50 周年記念事業実行委員会/発行
1998.10 122p 30cm
【受贈】
〔 2017.9〕

【受贈】

全国エアベースウォッチングガイド 詳細地図と
データで軍用機基地の全てがわかる 最新版
佐藤正孝/監修 イカロス出版/発行
2017.7 207p 21cm 2000 円
（ イカロス MOOK ）
相馬原駐屯地に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2020 号】

学校要覧 平成２９年度
群馬大学教育学部附属中学校/編集･発行
2017.6 57p 30cm
【受贈】
共愛学園前橋国際大学論集 第１７号
共愛学園前橋国際大学/編集･発行
2017.3 183p 30cm

【受贈】
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高崎経済大学論集 第６０巻第１号（通巻２１４
号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2017.6 121p 26cm
【受贈】

黎明 創立６０周年記念誌
孔文社印刷/編集･印刷
群馬県立嬬恋高等学校/発行
2012.10 26p 30cm

【受贈】

館林市統計書 平成２８年版
総務部行政課/編集 館林市役所/発行
2017.4 162p 30cm
【受贈】

老健ぐんま ２０巻
「老健ぐんま」編集委員会/編集
群馬県老人保健施設協会/発行
2017.6 108p 30cm

【受贈】

谷間をめぐり流れゆく 創立６０周年記念誌
群馬県立万場高等学校･創立 60 周年記念事業実
行委員会/発行
2011.10 33p 30cm
【受贈】
天災と日本人 地震･洪水･噴火の民俗学
畑中章宏/著 筑摩書房/発行
2017.2 251p 18cm 820 円
（ ちくま新書 1237 ）
群馬県に関する記述あり
【朝日 8/16、TRC 新刊案内 2000 号】

4 自然科学
かみつけ Ｎｏ.１０
石塚正彦/編集 毛野･秩父虫の会/発行
2017.3 78p 26cm
【受贈】

利根沼田生涯学習･社会教育要覧 平成２９年度
群馬県教育委員会利根教育事務所[/発行]
[2017] 48p 30cm
【受贈】
榛名のガイド
榛名高原体育學校指導部/編集
榛名高原体育學校/発行
1949.5 42p 19cm
二葉高等養護学校１０周年記念誌 輝
群馬県立二葉高等養護学校/発行
2009.11 44p 30cm

企画展 第１４回 クモの世界へようこそ
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2017.7] 64p 30cm
【受贈】
企画展 第２２回 平成２９年度
―体験･記録･語り継ぎ―
玉村町歴史資料館/編集･発行
2017.7 32p 30cm

【受贈】

【受贈】

かがやき
生命史図譜
土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修
技術評論社/発行
2017.8 215p 22cm 2680 円
（ 生物ミステリー PRO ）
【TRC 新刊案内 2023 号】

【受贈】

防犯ハンドブック 犯罪被害に遭わないために
平成２８年度
群馬県警察/監修
群馬県/発行
2016.9 21p 30cm
【受贈】
前橋工科大学研究紀要
前橋工科大学/発行
2017.3 142p 29cm

災害と玉村町

第２０号
【受贈】

5 技術･工学･家政学･生活科学

前橋市の教育 平成２９年度
前橋教育委員会事務局総務課/編集･発行
2017.7 127p 30cm
【受贈】

足尾を語る会会報 第１９号
足尾を語る会/発行
2017.7 59p 21cm 1000 円(頒価･送料込み)
【受贈】

明治～昭和 館林商人活躍の軌跡―館林製粉株式
会社･館林商工会議所前史―
小堀直人/著･発行
2015.1 103p 26cm 950 円(税込)
著者は館林市在住
【受贈】
もっと知りたい暮らしと県税
群馬県[/発行]
[2017] 52p 21cm

会報 第４４号 ２０１７.３
群馬県食品工業協会/発行
[2017.3] 28p 30cm

【受贈】

平成２９年度版
【受贈】
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〔2017.9〕

銀翼のアルチザン 中島飛行機技師長･小山悌物
語
長島芳明/著 KADOKAWA/発行
2017.7 285p 20cm 1600 円
著者は太田市出身
【朝日 8/17、TRC 新刊案内 2023 号】

6 産業
機長の決断 日航機墜落の「真実」
清水保俊/著 講談社/発行
2017.7 358p 15cm 760 円
（ 講談社文庫 し 92-2 ）
御巣鷹山飛行機事故に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2021 号】

群馬県水防計画 平成２９年度
群馬県[/発行]
2017 380p 31cm
付属資料：「重要水防箇所図（県管理河川）」
1 枚
【受贈】

業務報告 平成２８年度(２０１６)
群馬県林業試験場/発行
2017.6 117p 30cm

群馬県都市計画審議会議案 第１８１回
群馬県県土整備部都市計画課[/発行]
[2017.6] 5p 30cm
別添資料：添付図面 11p 参考資料 2p【受贈】

【受贈】

ぐんまの野菜で美人になれる理由(わけ)
竹下裕理/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.6 111p 18cm 1400 円
著者は安中市生まれで高崎市在住
【上毛 8/7、TRC 新刊案内 2022 号】

群馬のうまいラーメン ２０１７ ▶ ２０１８ 最
新版
ニューズ･ライン群馬支店/発行
[2017.8] 800 円
【ぐんま経済 8/31】

ぐんまメロディーライン♪
群馬県県土整備部道路管理課[/発行]
[出版年不明] 二つ折り 30 × 42cm【受贈】

ＳＵＢＡＲＵのすべて ニュルブルクリンクチャ
レンジ１０周年記念号
三栄書房/発行
2017.9 112p 30cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2024 号】

５２４人の命乞い 日航１２３便乗客乗員怪死の
謎
小田周二/著 文芸社/発行
2017.8 250p 19cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2023 号】

ＳＵＢＡＲＵレヴォーグＳ４ ＷＲＸ ＳＴＩのカ
スタマイズＢＯＯＫ！
交通タイムス社/発行
2017.8 145p 30cm 1463 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2021 号】

世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
群馬県企画部世界遺産課/発行
2016.3 折りたたみ 30 × 84cm

【受贈】

世界遺産 「富岡製糸場と絹産業遺産群」
群馬県企画部世界遺産課/発行
2016.3 折りたたみ 30 × 84cm
【受贈】

トヨタ８６＆スバルＢＲＺ Ｎｏ.９
三栄書房/発行
2017.8 239p 30cm 2100 円
（ ニューズムック ）
付属資料：「DVD ビデオディスク」1 枚
【TRC 新刊案内 2020 号】

日本遺産 かかあ天下―ぐんまの絹物語―
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会/発行
[2016] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

零戦＆隼
藤森篤/著･撮影･監修
渡辺信義/発動機解析･図版 枻出版社/発行
2017.8 95p 29cm 2200 円
（ エイムック 3781 ）
付属資料：「DVD ビデオディスク」1 枚
【TRC 新刊案内 2024 号】

日本絹の里紀要 第１６号 ２０１６
群馬県立日本絹の里/編集･発行
2017.3 98p 30cm
【受贈】
日航１２３便墜落の新事実 目撃証言から真相に
迫る
青山透子/著 河出書房新社/発行
2017.7 205p 20cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2022 号】
愛犬(ワンコ)と行く旅 ペットと泊まれる宿選び
＆ドライブガイド ２０１７～２０１８
交通タイムス社/発行
2017.8 145p 30cm 1000 円
（ CARTOP MOOK ）
伊香保、草津、水上に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2020 号】

〔 2017.9〕
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7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
鎌倉八景 絵はがき
イワサキヒロシ/画
[出版年不明] 8 枚 15 × 10cm
イワサキ氏は前橋市在住

9 文学
畦道の詩 堀田京子詩集
堀田京子/著 コールサック社/発行
2017.2 247p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 8/9、TRC 新刊案内 1998 号】

【受贈】

ぐんまちゃんと学ぶ食育カルタ
群馬県/作成
[2017.8] [88 枚] 693 円(税込)【産経 8/1】

弥栄の烏
阿部智里/著 文藝春秋/発行
2017.7 349p 20cm 1500 円
（ 八咫烏シリーズ 6 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2023 号】

心が癒される石仏撮影を楽しむ
楳村修治/著 日本カメラ社/発行
2017.8 112p 26cm 1600 円
（ 日本カメラ MOOK ）
中之条町六合地区の石仏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2020 号】
小室翠雲（１８７４―１９４５）展―館林に生ま
れ近代南画の大家に― 群馬県立館林美術館 企
画展示
群馬県立館林美術館/発行
2010 96p 26cm
【受贈】
高崎五万石騒動かるた
高崎五万石騒動研究会/制作
[2010] 44 組[88 枚] 1000 円(税込)
【上毛 8/1】

假題 第２号
崑崙社(前橋市)/発行
1985.7 109p 22cm 3000 円

【受贈】

假題 第１１号
崑崙社(前橋市)/発行
1992.3 104p 22cm

【受贈】

紙詩培（假題改題） 第１２号
假題社/発行
1992.8 126p 22cm

【受贈】

県警出動 ３ 黒いオルフェの呪い
麻野涼/著 徳間書店/発行
2017.8 396p 15cm 700 円
（ 徳間文庫 あ 46-5 ）
群馬県警の異色コンビが活躍する小説
【TRC 新刊案内 2024 号】

ＬｉｓＯｅｕｆ ｖｏｌ.０６（２０１７.Ａｕｇ
ｕｓｔ） 「潔癖男子!青山くん」／宮野真守／
「ボールルームへようこそ」
エムオン･エンタテインメント/発行
2017.7 96p 30cm 1200 円
（ M-ON!ANNEX ）
「ボールルームへようこそ」は群馬出身という
設定の兄妹ペア(赤城賀寿･真子)が主要人物と
して登場し、原作者の竹内友は前橋出身
【TRC 新刊案内 2024 号】

時間砲計画
豊田有恒･石津嵐/著 復刊ドットコム/発行
2017.7 343p 19cm 2700 円
豊田氏は前橋市生まれ
【TRC 新刊案内 2023 号】
十歳までに読んだ本
西加奈子･益田ミリ/ほか著 ポプラ社/発行
2017.7 316p 19cm 1600 円
絲山秋子(群馬県在住)のエッセイ収録
【週刊読書人 8/4、TRC 新刊案内 2021 号】
ジンジャーエールの味 句集
河合笑久慕/著 新葉館出版/発行
[2017] 1296 円
著者は太田市在住
【上毛 8/9】

8 語学

真書太閤記 昭和三十年作品
坂口安吾/著 土曜社/発行
2017.7 112p 15cm 714 円
【TRC 新刊案内 2020 号】
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〔2017.9〕

だがしょ屋ペーパーバック物語 書き下ろしミス
テリー
竹内真/著 大和書房/発行
2017.7 317p 15cm 680 円
（ だいわ文庫 355-1I ）
著者は高崎市育ち 【TRC 新刊案内 2021 号】

ルビーの記憶 歌集
渡良瀬愛子/著 渓声出版/発行
2017.8 200p 21cm 1900 円
著者は桐生市生まれ

わたしたちが駆け抜けた青春 伊勢崎空襲の記憶
紙芝居
伊勢崎空襲を語り継ぐ会(佐藤好彦･星野正明･
和佐田冨士江)/作製
[2017.8] 22 場面
伊勢崎空襲を実体験した男女 2 人から聞き取っ
た実話を元に仕上げた作品
【上毛 8/2】

たまどめ 詩集
高橋留理子/著 鈴木比佐雄/編集
コールサック社/発行
2016.3 175p 22cm 2000 円
付属資料：「高橋留理子詩集『たまどめ』栞解
説文」鈴木比佐雄[/著] 11p 19cm
著者は安中市生まれ
【受贈】
田山花袋記念文学館研究紀要
田山花袋記念文学館/発行
2017.3 44p 26cm

第２９号
【受贈】

県関係者の一般著作

注文の多い美術館
門井慶喜/著 文藝春秋/発行
2017.8 363p 16cm 840 円
（ 文春文庫 か 48-5 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2024 号】

海は生きている
富山和子/作 大庭賢哉/絵 講談社/発行
2017.7 189p 18cm 660 円
（ 講談社青い鳥文庫 76-8 ）
富山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2020 号】

ねこのさら 柳家小三治･落語「猫の皿」より
野村たかあき/文･絵 柳家小三治/監修
教育画劇/発行
2017.7 32p 27cm 1300 円
（ らくごえほん ）
野村氏は前橋市生まれ
【TRC 新刊案内 2021 号】

ＡＩが人間を殺す日 車、医療、兵器に組み込ま
れる人工知能
小林雅一/著 集英社/発行
2017.7 238p 18cm 760 円
（ 集英社新書 0890 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2021 号】

萩原朔美の仕事展 ｖｏｌ.１ 『月に吠える』
刊行１００年記念･萩原朔美館長就任１周年記念
前橋文学館企画展
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち前橋文学館/
編集･発行
2017.3 45p 21cm
【受贈】

鬼の栖む風景１２０
富山弘毅/著 ルネッサンス･アイ/発行
2017.6 253p 19 × 27cm 2800 円
著者は前橋市議会議員等を経て、同市革新懇話
会代表世話人、市民本位の前橋市政をつくる会
代表委員、群馬アコーディオンセンター顧問
【TRC 新刊案内 2021 号】

文藝家協会ニュース Ｎｏ.７７３
日本文藝家協会[/発行]
2017.7 16p 26cm
『「萩原朔太郎の紙芝居」が完成』久保木宗一
(前橋市在住)/著収録
【受贈】

肩こりすっきりスロー空手ストレッチ
高橋優子/著 プレジデント社/発行
2017.8 127p 19cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2023 号】

無人駅と殺人と戦争
西村京太郎/著 徳間書店/発行
2017.8 250,81p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 に 1-143 ）
物語の舞台として上信電鉄千平駅に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2024 号】
彌酔の句集 第２５回
白井宿彌酔の句会実行委員会/発行
2017.7 49p 21cm

〔 2017.9〕

【受贈】

今日から始めるプレコンセプションケア
佐藤雄一/著 ウィズメディカル/発行
[2017.8] 80p 1000 円
著者は産科婦人科舘出張佐藤病院(高崎市)院長
【ぐんま経済 8/17】
ゲノム編集を問う 作物からヒトまで
石井哲也/著 岩波書店/発行
2017.7 7,209,3p 18cm 780 円
（ 岩波新書 新赤版 1669 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2023 号】

【受贈】
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工事の車
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.8 48p 26cm 820 円
（ こども絵本エルライン 6 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2021 号】

不思議の国のジャパニーズ ヨーロッパ人が来て
見て感じて驚いた！
片野優･須貝典子/著 宝島社/発行
2017.8 248p 19cm 1200 円
片野氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2023 号】
僕らの社会主義
國分功一郎･山崎亮/著 筑摩書房/発行
2017.7 231p 18cm 800 円
（ ちくま新書 1265 ）
國分氏は高崎経済大学経済学部准教授
【TRC 新刊案内 2020 号】

神社でわかる日本史 あの歴史上の人物はここに
祀られている
戸部民夫/著 光文社/発行
2017.7 372p 16cm 660 円
（ 光文社知恵の森文庫 t と 2-2 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2021 号】

町ではたらく車
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.8 48p 26cm 820 円
（ こども絵本エルライン 4 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2021 号】

雪氷学
亀田貴雄･高橋修平/著 古今書院/発行
2017.8 8,349p 27cm 7500 円
亀田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2023 号】
トレイルラン ２０１７ＳＵＭＭＥＲ
特集トレイルラン必修講座
山と溪谷社/発行
2017.8 130p 30cm 1200 円
（ マウンテンスポーツマガジン ）
鏑木毅(群馬県生まれ)の連載収録
【TRC 新刊案内 2024 号】

水辺の鳥を観察しよう！ 湖や池･河川･海辺の鳥
飯村茂樹/著 PHP 研究所/発行
2017.8 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 2022 号】
抑留記
平島一郎[/著] 尾形郁子[/発行]
[2017.6] 2200 円
尾形氏は館林市在住
【東京 8/21】

新潟の逆襲 ピンチをチャンスに変えるリアルな
提案
田村秀/著 言視舎/発行
2017.7 207p 19cm 1500 円
著者はみなかみ町参与
【TRC 新刊案内 2023 号】
日中戦争全史 上 対華２１カ条要求(１９１５
年)から南京占領(１９３７年)まで
笠原十九司/著 高文研/発行
2017.7 326p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2022 号】

視聴覚資料
学校歌集 創立百周年記念 群馬県立太田高等学
校（CD）
群馬県立太田高等学校創立百周年記念事業実行
委員会/企画･製作
1997 12 曲
【受贈】

日中戦争全史 下 日中全面戦争からアジア太平
洋戦争敗戦まで
笠原十九司/著 高文研/発行
2017.7 373p 20cm 2300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2022 号】

絹の国ぐんまを支えた女性たち 日本遺産「かか
あ天下―ぐんまの絹物語―」（DVD）
かかあ天下ぐんまの絹物語協議会/制作
[2017] 23 分
【受贈】

のりものいっぱい
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.8 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 7 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2021 号】

狂想演奏家／ラッコ･タワー（CD）
LACCO TOWER/演 奏
2014 10 曲 40 分 2700 円
LACCO TOWER のメンバーでベースの塩崎氏
とドラムの重田氏とギターの細川氏は伊勢崎市
出身
【購入】

はじめての人のためのテスターがよくわかる本
基本のキホンからフル活用法まで！！ 第２版
小暮裕明/著 秀和システム/発行
2017.8 239p 21cm 1600 円
（ 図解入門 How ‐ nual ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2024 号】

群馬県立吾妻高等学校 校歌･応援歌（CD）
[群馬県立吾妻高等学校/制作]
2017 9 曲
【受贈】
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〔2017.9〕

群馬県立太田フレックス高等学校≪校歌≫（CD）
松島和子ほか校歌制定委員会/作詞
奥田梨沙子/作曲
[制作年不明] 3 曲
【受贈】
群馬県立沼田高等学校（CD）
ボニー･ジャックス/合唱
あんさんぶる[/制作]
[1997] 11 曲

非幸福論／ラッコ･タワー（CD）
LACCO TOWER/演 奏
日本コロムビア/発売
2015 10 曲 45 分 2800 円
LACCO TOWER のメンバーでベースの塩崎氏
とドラムの重田氏とギターの細川氏は伊勢崎市
出身
【購入】

【受贈】

群馬県立二葉高等特別支援学校 校歌（３番まで）
（CD）
校歌制定委員会/作詞･作曲
[群馬県立二葉高等特別支援学校/制作]
[制作年不明] 3 分
【受贈】

群馬県水防計画 平成２９年度（CD-ROM）
群馬県[/発行]
[2017] 1 枚
【受贈】

校歌･応援歌 群馬県立高崎工業高等学校（CD）
織田修一(安中高校)/歌
飯田勉(西邑楽高校)/ピアノ･伴奏曲作曲
tm RECORDS/制作
2002.4 2 曲
【受贈】
校歌･応援歌集（CD）
東京混声合唱団/歌 新室内楽協会/演奏
あだち充/表紙イラスト
群馬県立前橋商業高等学校/企画･制作
[制作年不明] 6 曲
【受贈】
校歌･学生歌 桐生市立商業高等学校（CD）
東京混声合唱団/歌 J･S･M オーケストラ/演奏
桐生市立商業高等学校/企画･制作
[制作年不明] 4 曲
【受贈】
校歌 群馬県立嬬恋高等学校（CD）
群馬県立嬬恋高等学校/企画･制作
東京混声合唱団/歌
[制作年不明] 5 曲

【受贈】

渋川工業高等学校５０周年記念史（DVD）
群馬県立渋川工業高等学校同窓会[/制作]
[制作年不明] 150 分
【受贈】
心臓文庫／ラッコ･タワー（CD）
LACCO TOWER/演奏
日本コロムビア株式会社/発売
2016 10 曲 42 分 3000 円
LACCO TOWER のメンバーでベースの塩崎氏
とドラムの重田氏とギターの細川氏は伊勢崎市
出身
【購入】
遥（CD）
LACCO TOWER/演奏
日本コロムビア/発売
2017.8 10 曲 3000 円
LACCO TOWER のメンバーでベースの塩崎氏
とドラムの重田氏とギターの細川氏は伊勢崎市
出身
【朝日ぐんま 8/25】

〔 2017.9〕
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