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著者は榛東村在住

発行日
発 行

平成 24(2012)年 11 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

【上毛 10/9】

[伊勢崎『日常』お散歩マップ]
半炒飯/製作
[2012.10]
伊勢崎商業高校をモデルとした時定高校を舞台
にした漫画「日常」あらゐけいいち(伊勢崎商
業高校卒業)/画に関わる風景２６カ所を紹介す
るマップ
【上毛 10/16】

・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。

命のかけら 望月大寿の生涯
美才治幸子/著
[2012.9] [83p] 21cm
望月氏は中之条町出身
著者は中之条町在住

・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。

【受贈】

英国女性宣教師メアリー・H・コンウォール・リ
ー ラブロマンス作家からハンセン病者救済活動
家へ
青山静子/著 ドメス出版/発行
2012.10 265,7p 21cm 2500 円
【TRC 新刊案内 1787 号】
おおたんの史跡探検ガイドマップ
太田市教育委員会/制作
2012.7 折りたたみ 52 × 74cm

０ 総記
高崎市の図書館 平成２４年度(２０１２年度)要
覧
高崎市立中央図書館/発行
2012.8 55p 30cm
【 受贈 】

【受贈】

関東･甲信越戦国の名城・古城歩いて巡るベスト
１００ 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城
山梨 長野 新潟
清水克悦/著 メイツ出版/発行
2012.10 128p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1785 号】
関東周辺週末の山登りベスト１２０
石丸哲也/著 山と溪谷社/発行
2012.10 271p 21cm 2200 円
（ ヤマケイアルペンガイド NEXT ）
尾瀬、上越、上信に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1785 号】

1 哲学･宗教
真光寺 渋川の文化
小山宏/編著
2012.10 156p 27cm 1300 円
著者は北群馬渋川郷土資料館長
【受贈、上毛 10/4】

関連史跡マップ
正田喜久/説明文 佐々木篤/レイアウト
高山彦九郎研究会(太田市)/作製
[2012.10] 7 枚 A4 判
太田市内の高山彦九郎ゆかりの地や旧跡などを
網羅した地図
正田氏は高山彦九郎研究会会長
佐々木氏は高山彦九郎研究会会員【上毛 10/6】

親鸞聖人 その生涯を訪ねて
藤井哲雄/著
同朋舎メディアプラン/編集･制作･発行
2011.11 243p 19cm 1500 円(頒価)
智明房(上野国を根拠地とする薗田成家という
武将)に関する記述あり
【受贈】
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〔2012.11〕

群馬の逆襲 続
木部克彦/著 言視舎/発行
2012.10 1400 円
著者は藤岡市出身

名も無き偉人伝 こんな立派な日本人がいた！
金谷俊一郎/著 マガジンハウス/発行
2012.10 221p 19cm 1300 円
新島八重に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1787 号】

【読売 10/30】

個室露天＆貸し切り風呂の宿 おこもり宿でゆっ
たり温泉タイム
スターツ出版/発行
2012.11 138p 29cm 838 円
（ スターツムック ）
草津に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1787 号】

なるほど新島襄
伊藤彌彦/著 萌書房/発行
2012.10 14,175p 19cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1786 号】
新島襄の青春
福本武久/著 筑摩書房/発行
2012.10 247p 15cm 680 円
（ ちくま文庫 ふ 43-1 ）
【TRC 新刊案内 1787 号】

このまち浪漫 桐生Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ
ものづくりの舞台 第１７回
[ファッションタウン桐生推進協議会/発行]
[2012.10] 四つ折り 42 × 60cm
【受贈、桐生タイムス 10/13、上毛 10/27】
時代を駆ける新島八重
野口信一･小枝弘和/著 歴史春秋出版/発行
2012.9 79p 26cm 1200 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1786 号】

新島八重
鶴賀イチ/文 紺野ヒデヒロ/絵
歴史春秋社出版/発行
2012.9 79p 23cm 1000 円
（ 歴史春秋社児童文庫 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1786 号】

ジパングツーリング バイク旅浪漫
ｖｏｌ.１２
ぶんか社/発行
2012.10 145p 21cm 467 円
嬬恋に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1784 号】

新島八重 とある会津女子の生涯
久野潤/監修 晋遊舎/発行
2012.10 206p 18cm 800 円
（ 晋遊舎新書 S09 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1785 号】

館林市史 特別編第５巻 館林の民俗世界
館林市史編さん委員会/編集 館林市/発行
2012.3 538p 27cm
【受贈、上毛 10/1】

新島八重ハンサムな女傑の生涯
同志社同窓会/編 淡交社/発行
2012.10 127p 21cm 1200 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1784 号】

「朝敵」たちの幕末維新 義をつらぬいたわが郷
土の英雄たち
新人物往来社/編･発行
2012.9 319p 19cm 2000 円
小栗上野介に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1785 号】

新島八重 武家の女はまつげを濡らさない
石川真理子/著 PHP 研究所/発行
2012.10 263p 19cm 1400 円
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1787 号】

東京近郊 川越･栃木･水戸･草津･野田･下田
昭文社/発行
2012.10 175p 20cm 952 円
（ ぶらっと散歩コース ）
【TRC 新刊案内 1784 号】

新島八重を歩く 激動の幕末～昭和を生きた会津
女性の足跡
戊辰戦争研究会/編 潮書房光人社/発行
2012.11 298p 21cm 2500 円
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1787 号】

ドライブで行くさんぽ登山 保存版
ネコ･パブリッシング/発行
2012.9 98p 30cm 933 円
（ NEKO MOOK 1832 ）
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1784 号】

〔2012.11〕

日本で最も美しい村 公式ガイドブック
ハースト婦人画報社/発行
2012.10 128p 21cm 1600 円
昭和村、中之条町伊参、中之条六合に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 1786 号】
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バイク旅行 ツーリング生活の道案内 第５ 号
(２０１２秋号)
三栄書房/発行
2012.10 129p 26cm 467 円
（ サンエイムック ）
谷川岳一ノ倉沢に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1784 号】

あしどり 平成２３年度年報
群馬県立ふれあいスポーツプラザ/発行
2012.8 38p 30cm
【受贈】

文人のこよなく愛した群馬 ＪＲ東日本小さな旅
ジェイアール東日本企画高崎支店/企画･編集
JR 東日本高崎支社/発行
[2012.10] 22p 30 × 11cm
【受贈】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成24年第3回
平成24年6月12日開会平成24年6月26日閉会
伊勢崎市議会議長/調製発行
2012.9 3,152p 30cm
【受贈】

Ｂｅｍ－ｖｉｎｄｏ！ ブラジル街 大泉町ガイ
ド
大泉町商工課･大泉町観光協会/発行
2012.9 34p 22cm
【 受贈 】

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成24年第2回
平成24年5月21日
伊勢崎市議会議長/調製発行
2012.9 2,29p 30cm
【受贈】

まんが４７都道府県研究レポート ２ 関東地方
の巻
おおはしよしひこ/作 偕成社/発行
2012.10 111p 22cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1787 号】

伊勢崎市の教育 平成２４年度
伊勢崎市教育委員会事務局/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2012.8 156p 30cm

3 社会科学

【受贈】

学校基本調査結果速報 平成２４年度
群馬県企画部統計課/発行
2012.8 [22p] 30cm
【 受贈】

みなみやはたの歩み 大正・昭和・平成の郷土史
第１０集 東日本大震災
南八幡郷土史会(高崎市)/編集･発行
2012.9 178p 26cm
【 受贈 】

教育要覧 平成２４年度
沼田市教育委員会/発行
[2012.9] 73p 30cm

山本八重 銃と十字架を生きた会津女子
楠戸義昭/著 河出書房新社/発行
2012.10 246p 15cm 700 円
（ 河出文庫 く 11-1 ）
新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1786 号】

【受贈】

業務概要 平成２４年度(平成２３年度事業実績)
群馬県心身障害者福祉センター/編集･発行
2012.8 37p 30cm
【受贈】
桐婦のあゆみ No.５３（２０１２）
桐生市婦人団体連絡協議会/発行
2011.8 117p 26cm

【 受 贈】

群馬県建設事業計画書 ２０１２年度
日本工業経済新聞社前橋支局/編集･発行
[2012.4] 316p
26cm [25000 円] 【購入】
群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成２４年度
群馬県教育委員会･前橋市教育委員会･高崎市教
育委員会･桐生市教育委員会･太田市教育委員会
･利根沼田学校組合教育委員会/発行
[2011.8] 72p 30cm
【受贈】
群馬県公立中等教育学校入学者選抜実施要項
平成２５年度
群馬県教育委員会･伊勢崎市教育委員会/発行
[2012.8] 17p 30cm
【受贈】
群馬県の治安情勢 平成２４年版
群馬県警察本部/発行
2012 12p 30cm
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【受贈】

〔2012.11〕

ぐんまの介護保険 平成２４年度版
[群馬県健康福祉部介護高齢課/発行]
2012 30p 30cm
【受贈】
群馬パース大学紀要 第１２号
群馬パース大学/発行
2011.9 53p 30cm

上毛孤児院関係資料集成 編集復刻版 第４巻
『上毛孤児院月報』『上毛孤児院報』第１１７号
～第１４５号／第１４６号～第１７７号抄録
宇都榮子･細谷啓介/編 六花出版/発行
2012.9 468p 27cm 21667 円
【TRC 新刊案内 1787 号】

【受贈】

群馬パース大学紀要 第１３号
群馬パース大学/発行
2012.3 54p 30cm

【受贈】

公有財産に関する調書
在
群馬県/発行
2012 94p 30cm

【受贈】

上毛孤児院関係資料集成 編集復刻版 第５巻
『上毛孤児院関係資料』+解説 [複合媒体資料]
宇都榮子･細谷啓介/編 六花出版/発行
2012.9 365,19p 31cm 21666 円
付属資料：CD-ROM1 枚
【TRC 新刊案内 1787 号】

平成２４年３月３１日現

女性保護の概要 平成２４年度(平成２３年度実
績)
群馬県女性相談所･三山寮/発行
2012.8 33p 30cm
【受贈】

こまちウェディング [２０１２]秋号
ニューズ･ライン群馬支店(前橋市)/発行
[2012.10] 300 円
【ぐんま経済 10/18】

政治家の胸中 肉声でたどる政治史の現場
老川祥一/著 藤原書店/発行
2012.9 337p 図版 16p 20cm 2800 円
福田赳夫、中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1785 号】

事業概要 平成２３年度
群馬県利根沼田県民局利根沼田保健福祉事務所
/発行
[2012] 57p 30cm
【受贈】

高崎経済大学論集 第５５巻第１号（通巻196号）
高崎経済大学経済学会/編集･発行
2012.6 61p 26cm
【受贈】

市税の概要 平成２４年度
[前橋市]財務部収納課･財務部市民税課･財務部
資産税課･健康部国民健康保険課/編集
[前橋市]財務部収納課/発行
2012.9 77p 30cm
【受贈】

高崎健康福祉大学紀要 第１１号（２０１２）
高崎健康福祉大学紀要編集委員会/編集
高崎健康福祉大学/発行
2012.3 309p 26cm
【受贈】

少年非行概況 平成２２年
群馬県警察本部生活安全部少年課/編集･発行
2010 75p 30cm
【受贈】

玉村町くらしのガイドブック 保存版
玉村町･ゼンリン前橋営業所/発行
2012.9 64p 30cm
【 受 贈】

少年非行概況 平成２３年
群馬県警察本部生活安全部少年課/編集･発行
2011 73p 30cm
【受贈】
消防概要 平成２４年版
伊勢崎市消防本部/発行
2012.8 92p 30cm

崩壊マニフェスト 八ツ場ダムと民主党の凋落
中島政希/著 平凡社/発行
2012.10 228p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1786 号】

【受贈】

消防概要 平成２４年版
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部/
編集･発行
2012.8 76p 30cm
【受贈】
上毛孤児院関係資料集成 編集復刻版 第３巻
『上毛孤児院月報』第８４号～第１１６号
宇都榮子･細谷啓介/編 六花出版/発行
2012.9 368p 27cm 21667 円
【TRC 新刊案内 1787 号】

前橋の市政概要 平成２４年度版
前橋市議会事務局/発行
2012 [10,]308p 30cm

【受贈】

みんなの県庁 平成２４年度版
群馬県生活文化部県民生活課/発行
2012 [8p] 21cm

【受贈】

もっと知りたい暮らしと県税
群馬県総務部税務課/発行
2012 48p 21cm

【受贈】

平成２３年度版

要覧 平成２４年度
伊勢崎市教育研究所/発行
2012 三つ折り 30 × 42cm

〔2012.11〕
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【受贈】

4 自然科学

5 技術･工学･家政学･生活科学

石ころ採集ウォーキングガイド 石ころが拾える
コースマップ付き
渡辺一夫/著 誠文堂新光社/発行
2012.9 159p 19cm 1800 円
渡良瀬川(群馬県･栃木県)、三波川(藤岡市)に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 1784 号】

美味しんまちグルめぐり
高崎市新町商工会/作製
[2012.10]

【上毛 10/31】

群馬県企業立地マップ ２０１２ ▶ ２０１３
[群馬県産業政策課/発行]
2012 折りたたみ 63 × 86cm
【受贈】

大泉町歯と口の健康づくり推進条例 概要版
大泉町/作製
[2012.10] 4p A4 判
【上毛 10/24】

群馬の注文住宅 ２０１２夏･秋
族主義。
リクルート/発行
2012.7 304p 30cm 362 円

関東病院情報 東京･神奈川･千葉･埼玉･群馬･栃
木･茨城 ２０１２年版
医事日報/発行
2012.9 1167p 26cm 24000 円
【TRC 新刊案内 1786 号】

リビング、家
【購入】

建設業支援策のご案内
群馬県県土整備部建設企画課/作成
[2012.10] A4 判
【群馬建設 10/23】

第一線の科学者が語る生活習慣病研究の最前線
メタボ・老化・がん研究からiPS細胞まで
久保原禅/編著 北村忠弘/ほか著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2012.9 69p 21cm 458 円
（ ブックレット群馬大学 9 ）
2010 年 12 月に群馬大学生体調節研究所が開催
した一般向けシンポジウムの内容をまとめたも
の
【TRC 新刊案内 1786 号】

6 産業
観光客数・消費額調査（推計）結果
度
群馬県観光局観光物産課/発行
[2012] 9p 30cm

谷川岳高山植物図鑑
谷川岳エコツーリズム推進協議会/制作
[2012.10] 91p A4 判 500 円 【上毛 10/6】

平成２３年
【受贈】

群馬県交通安全実施計画 平成２４年度
群馬県県土整備部交通政策課/編集･発行
群馬県交通安全対策会議/発行
2012.8 [9,]42p 30cm
【受贈】

地形観察ウォーキングガイド 地形を楽しむコー
スマップ付き
目代邦康/著 誠文堂新光社/発行
2012.9 159p 19cm 1800 円
鬼押出し(嬬恋村)、 荒船風穴(下仁田町)に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 1784 号】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２４年６月１日
現在
群馬県産業経済部商政課/発行
2012 17p 21 × 30cm
【受贈】

我が国の地熱発電所における使用中生産井数と発
電電力量の経年変化－昭和４１年度～平成２２年
度－
群馬県温泉協会(前橋市)/発行
2012.8 28p 30cm
【 受贈 】

ぐんまの逸品 群馬の名産品カタログ
２０１２－２０１３年度版
[群馬県観光物産国際協会/発行]
2012 104p 23cm

【受贈】

群馬の畑から 畑のおじさんを卒業して
金井聡/著 けやき出版/発行
2012.10 263p 19cm 1300 円
著者が群馬県みどり市大間々の農家で研修を受
けた日々を綴った記録
【TRC 新刊案内 1787 号】
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〔2012.11〕

昭和に出合える鉄道スケッチ散歩 首都圏から行
くローカル線２５
村上健/絵と文 JTB パブリッシング/発行
2012.11 143p 21cm 1300 円
吾妻線に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1787 号】
地価調査基準地価格 平成２４年
群馬県/発行
2012 37p 21 × 30cm

【受贈】

農業委員会業務概要 平成２３年度
前橋市農業委員会/発行
2012.8 53p 30cm

【 受贈 】

群馬県利根郡 川場村教育委員会 管内 小学校
･中学校 校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [13p] 31cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】
群馬県利根郡 昭和村教育委員会 管内 小学校
･中学校 校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [29p] 31cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】
群馬県利根郡月夜野町立 月夜野中学校 愛唱歌
[古川國久/蒐集]
[2012] [8p] 31cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】

秘蔵鉄道写真に見る戦後史 上 昭和２０年代
終戦直後の苦難の時代を闘った鉄道１０年の記録
須田寛/監修 原口隆行/解説
JTB パブリッシング/発行
2012.10 159p 30cm 2500 円
碓氷峠に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1785 号】
前橋の農業 平成２４年度
前橋市/発行
2012 118p 30cm

群馬県利根郡 沼田市教育委員会 管内 小学校
校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [78p] 30cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】
群馬県利根郡 沼田市教育委員会 管内 中学校
校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [56p] 30cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】

【受贈】

群馬県利根郡 みなかみ町教育委員会
学校･中学校 校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [82p] 30cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

[館林城] 絵はがき
田中茂雄/画
2012.9 12 枚 1000 円
田中氏は館林市出身

石内都：絹の夢
石内都/著 青幻舎/発行
2012.10 1 冊 28cm 3800 円
桐生市で撮影された写真を収録
著者は群馬県生まれ
【桐生タイムス 10/9、TRC 新刊案内 1789 号】
江ノ島電鉄 絵ハガキ
イワサキヒロシ/画
[2012.9] 8 枚 15 × 10cm
（ 駅舎シリーズ ⑤ ）
イワサキ氏は前橋市在住

小

【受贈】

【上毛 10/4】

日本占領期における「円形劇場」の試み－ＣＩＥ
による普及活動を手がかりに－
須川渡/著 2012.7 [22p] 21cm
『演劇学論叢第１２号』抜刷
群馬県の劇団ポポロ座に関する記述あり
【受贈】

【受贈】

猫と道草、アートの旅 イノモト流ニッポン美術
館紀行
猪本典子/著 小学館/発行
2012.6 127p 15 × 21cm 1600 円
群馬県立館林美術館とハラミュージアムアーク
(渋川市)に関する記述あり
【上毛 10/2】

画本厄除け詩集
井伏鱒二/著 金井田英津子/画 長崎出版/発行
2012.10 1 冊 23cm 2000 円
金井田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1787 号】

白鳥の詩 写真集
岩崎充男/写真
[2012.10] 120p 4800 円
岩崎氏は太田市在住

群馬県利根郡 片品村教育委員会 管内 小学校
･中学校 校歌 平成１９年現在
[古川國久/蒐集]
[2007] [22p] 31cm
古川氏は元沼田市史編さん専門委員 【受贈】
〔2012.11〕

管内
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【上毛 10/13】

キャメリー誕生 [複合媒体資料]
空羽ファティマ/文･朗読
海扉アラジン/切り絵
キャメルン出版(前橋市)/発行
2011.6 40 ｐ 22 × 31cm 2095 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
（ ラクダのキャメルンシリーズ 5 ）
空羽氏は前橋市在住
海扉氏は高崎市在住
【購入】

8 語学
絹のことば
新井小枝子/著 上毛新聞社/発行
2012.10 234p 19cm 1500 円
（ シルクカントリー双書 9 ）
絹にかかわることばについてとりあげる
著者は群馬県立女子大学准教授
【上毛 10/29、TRC 新刊案内 1789 号】

郷愁 句集
田島儀一/著･発行
2012.6 152p 22cm
著者は伊勢崎市在住

【受贈】

言葉 愛の形 おばばの思い出 [複合媒体資料]
空羽ファティマ/文･朗読･うた
海扉アラジン/切り絵
キャメルン出版(前橋市)/発行
2011.12 35p 21cm 2000 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
（ ラクダのキャメルンシリーズ 8 ）
空羽氏は前橋市在住
海扉氏は高崎市在住
【購入】

9 文学
犬とまほうの人さし指!
堀直子/作 サクマメイ/絵 あかね書房/発行
2012.9 156p 21cm 1100 円
（ スプラッシュ･ストーリーズ 12 ）
堀氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1785 号】

小諸・藤村文学賞入選作品集 第１８回
小諸市･小諸市教育委員会/発行
2012.8 119p 26cm
「母の背中」佐藤明日香(群馬県立高崎北高等
学校在籍)/著収録
【受贈】

ウパシナの母サーシャの物語 [複合媒体資料]
空羽ファティマ/文･朗読 我生/版画
キャメルン出版(前橋市)/発行
2011.10 44p 22 × 31cm 2095 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
（ ラクダのキャメルンシリーズ 6 ）
空羽氏は前橋市在住
【購入】

猿の悲しみ
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2012.9 332p 20cm 1700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1785 号】

おかげさまで 歌集
森賢六/著 あさを社/発行
2012.9 241p 22cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 10/18】

生絹（すずし） 句集
髙橋洋一/著 紅書房/発行
2012.8 231p 20cm 2500 円
著者は富岡市在住
【受贈、上毛 10/20】

おひさまさんさんおはようさん
なかじまかおり/さく 岩崎書店/発行
2012.9 [24p] 18 × 18cm 850 円
（ あかちゃん･かどまるえほん 5 ）
なかじま氏は前橋市生まれ
【上毛 10/27、TRC 新刊案内 1783 号】

ちくま文学の森 １０ とっておきの話
安野光雅･森毅/編 筑摩書房/発行
2011.5 537p 15cm 1200 円
「羽鳥千尋」森鴎外/著収録
作品のモデルの羽鳥千尋は玉村町出身
【朝日 10/16】

カステラやさんのバースデーケーキ
堀直子/作 神山ますみ/絵 小峰書店/発行
2012.9 62p 22cm 1100 円
（ おはなしだいすき ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1784 号】

月影の道 小説･新島八重
蜂谷涼/著 文藝春秋/発行
2012.10 295p 16cm 600 円
（ 文春文庫 は 35-4 ）
登場人物として新島襄に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1787 号】
東国文学史序説
浅見和彦/著 岩波書店/発行
2012.3 7,536,19p 22cm 12500 円
群馬県に関する記述あり
【朝日 10/23】
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〔2012.11〕

遠花火 歌集
浜本恵美子/著 本の雑誌社/発行
2012.9 191p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 47 篇 ）
著者は桐生市在住【受贈、桐生タイムス 10/26】

返照 句集
中村小城南/著 中村聰/発行
2012.7 145p 19cm
著者は旧勢多郡宮城村生まれ

【受贈】

時の貌 曽根ヨシ詩集
曽根ヨシ/著 土曜美術社出版販売/発行
2012.9 110p 21cm 2000 円
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 10/27、TRC 新刊案内 1786 号】

魔女のステキな冬じたく
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2012.10 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 44 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1786 号】

楠舟漢詩集 第二巻
須賀楠舟/著 須賀昌五/発行
2012.8 27p 22cm
須賀昌五氏は草津町在住

昔ながらの蛇いちご
斎藤ゆりかご/著 文芸社/発行
2012.10 630 円
邑楽町を舞台にした自伝的物語【上毛 10/21】

【受贈】

２６個の風船 大橋政人詩集
大橋政人/著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
2012.9 104p 20cm 2000 円
著者はみどり市生まれ
【上毛 10/27、TRC 新刊案内 1784 号】

ムーシカの世界 [複合媒体資料]
空羽ファティマ/朗読･文･絵
キャメルン出版(前橋市)/発行
2011.11 53p 21cm 2000 円
付属資料：録音ディスク 1 枚
（ ラクダのキャメルンシリーズ 7 ）
空羽氏は前橋市在住
【購入】

日本剣客伝 戦国篇
南條範夫･池波正太郎/著 朝日新聞出版/発行
2012.10 297p 15cm 620 円
登場人物として上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1786 号】

彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第十八回
白井宿彌酔の句会実行委員会[(渋川市)]/発行
2009.6 52p 22cm
【 受 贈】

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ４８
みんなあつまれ!の巻 富士山の旅
なすだみのる/作 あべはじめ/絵
ひくまの出版/発行
2012.9 94p 22cm 1200 円
あべ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1784 号】

彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第十九回
白井宿彌酔の句会実行委員会[(渋川市)]/発行
2010.7 51p 22cm
【 受 贈】
彌酔の句集 三国脇往還白井宿 第二十回記念
白井宿彌酔の句会実行委員会[(渋川市)]/発行
【 受 贈】
2012.7 48p 22cm
里程 第五巻 合同句集 坂三十周年記念
坂俳句会(高崎市)/発行
2012.9 245p 22cm
【受贈】

野の銃口 一行詩集
堤美代/著 榛名まほろば出版(榛東村)/発行
2012.7 105p 21cm 1600 円
【受贈、TRC 新刊案内 1780 号】

【受贈】

ＲＥ＊ＰＡＩＲ
吉永南央/著 中央公論新社/発行
2012.10 299p 20cm 1700 円
著者は群馬県立女子大学卒業
【TRC 新刊案内 1787 号】

叛鬼
伊東潤/著 講談社/発行
2012.5 274p 20cm 1600 円
登場人物として長尾景春に関する記述あり
【朝日 10/30】

６４（ろくよん）
横山秀夫/著 文藝春秋/発行
2012.10 647p 20cm 1900 円
著者は群馬県在住
【上毛 10/29、TRC 新刊案内 1789 号】

淵

わたしはガリレオ
ボニー･クリステンセン/作 渋谷弘子/訳
さ･え･ら書房/発行
2012.10 1 冊 29cm 1400 円
渋谷氏は群馬県在住【TRC 新刊案内 1787 号】

羽の向こうに [詩集]
久保田穣/著
ジャンクション･ハーベスト/発行
2012.9 92p 21cm 2000 円

第１９８号
淵の会/発行
2012.7 40p 21cm 500 円
「祖母のイメージ」松田治男(群馬県在住)/著
収録
【受贈】

〔2012.11〕
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構図がわかれば絵画がわかる
布施英利/著 光文社/発行
2012.10 280p 18cm 1040 円
（ 光文社新書 609 ）
著者は群馬県生まれ
【朝日ぐんま 10/19、TRC 新刊案内 1788 号】

県関係者の一般著作
アメイジング・グレイス あふれるほどの愛に気
づいて 新版
森住ゆき/著
いのちのことば社フォレストブックス/発行
2011.12 95p 17cm 1200 円
著者は桐生市出身
【上毛 10/12、TRC 新刊案内 1746 号】

出産 産育習俗の歴史と伝承「男性産婆」 増補
改訂版
板橋春夫/著 社会評論社/発行
2012.9 297p 19cm 2000 円
（ 叢書 いのちの民俗学 1 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1786 号】

いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集 会
社経営者、総務担当者必携！
岡住貞宏/著 自由国民社/発行
2011.8 463p 21cm 3000 円
著者は司法書士･行政書士岡住事務所(高崎市)
所長
【ぐんま経済 10/25】

消費税課否判定要覧 第２版
福田浩彦･相澤博/著
TAC 株式会社出版事業部/発行
2012.9 8,289p 21cm 1800 円
福田氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1784 号】

いのちを見つめて歯から治す 全人歯科医学によ
る人間復興への確信
丸橋賢/著 農山漁村文化協会/発行
2012.9 226p 20cm 1800 円
著者は丸橋全人歯科(高崎市)院長
【ぐんま経済 10/11、TRC 新刊案内 1785 号】

情報が食の安全を守る
神山美智子･山口英昌/編 旬報社/発行
2012.10 140p 21cm 1300 円
神山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1786 号】

おとなの道草 これから！女の自由時間
中山庸子/著 さくら舎/発行
2012.10 185p 19cm 1200 円
著者は前橋市出身
【上毛 10/21、TRC 新刊案内 1786 号】

孫文の机
司修/著 白水社/発行
2012.11 266p 20cm 2200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1785 号】

賢い乙女のハッピーウェディング プティラブー
シュカ判治ミホの
判治ミホ/著 宝島社/発行
2012.10 122p 25cm 1238 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1784 号】

日韓の相互理解 高校歴史教科書の比較･研究
市塚守/[著･]発行
2012.8 372p 18cm
市塚氏は高崎市在住
【受贈】
日本で最初の大師 慈覚大師円仁の生涯
有本佳央/著 文芸社/発行
2012.11 610p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ
【受贈、桐生タイムス 10/31】

稼げる営業マンは皆やっている疑う習慣 元トヨ
タホームの4年連続トップ営業マンが教える売り
上げをアップさせる方法。
菊原智明/著 明日香出版社/発行
2012.10 249p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1787 号】

猫の領分 南木佳士自選エッセイ集
南木佳士/著 幻戯書房/発行
2012.10 363p 20cm 2900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1785 号】

経営革新から地域経済活性化へ
上總康行･中沢孝夫/編 福井県立大学/発行
2012.9 9,328p 22cm 3400 円
（ 東アジアと地域経済 2012 ）
中沢氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1787 号】

ビジネスパーソンのための結婚を後悔しない５０
のリスト １万人の失敗談からわかった夫婦の法
則
大塚寿/著 ダイヤモンド社/発行
2012.9 255p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1785 号】
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〔2012.11〕

ヘルスケアサービスの質とマネジメント 患者中
心の医療を求めて
一戸真子/著 社会評論社/発行
2012.9 347p 21cm 2800 円
著者は上武大学教育研究センター長
【TRC 新刊案内 1784 号】

視聴覚資料
ぐんま一番 ＃１８群馬県を築きし男
平成２４年９月２８日放送（DVD）
[群馬テレビ/制作]
[群馬県企画部広報課/発行]
2012 [30 分]

道は生きている 新装版
富山和子/作 大庭賢哉/絵 講談社/発行
2012.9 196p 18cm 620 円
（ 講談社青い鳥文庫 76-5 ）
富山氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1784 号】

【受贈】

みんなの時間 地域が支える小中学校 川場村立
川場小学校 平成２４年６月５日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供
2012 [30 分]
【受贈】

村人が技術を受け入れるとき 伝統的農業から水
稲栽培農業への発展
西村美彦/著 創成社/発行
2012.9 14,239p 18cm 800 円
（ 創成社新書 47 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1786 号】

みんなの時間 地域が支える小中学校 草津町立
草津中学校 平成２４年６月１２日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供
2012 [30 分]
【受贈】
みんなの時間 地域が支える小中学校 前橋市立
桃井小学校 平成２４年６月１９日放映（DVD）
群馬県教育委員会/提供
2012 [30 分]
【受贈】

ランニングの世界 １４ 特集センス･オブ･ラン
ニング
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2012.10 160p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1787 号】

吾輩は本である（DVD)
高崎市広報広聴課･高崎市立中央図書館/企画
群馬テレビ/制作
[2012]
【受贈】

Ｌｅｔ'ｓ起業!ガールズ社長が教える、ちゃっか
り、しっかり経営術
新井香奈/著
ナナ･コーポレート･コミュニケーション/発行
2012.9 191p 19cm 1300 円
（ Nana ブックス 0119 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1784 号】

電子資料
群馬県健康福祉部関係施設等一覧 平成２４年
（CD-ROM）
[群馬県健康福祉部健康福祉課/発行]
2012 1030 円(税込)
【受贈】
自己評価報告書 平成２３年度（CD-ROM）
[群馬パース大学/発行]
[2012.4]
【受贈】
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