群

馬
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いまこそ知りたい日本の思想家２５人
小川仁志/著 KADOKAWA/発行
2017.9 254p 19cm 1700 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

本
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今しか見られない 八ツ場めぐり
長野原町･東吾妻町/発行
[2017.10] 折りたたみ A2 判 【上毛 10/7】
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雲海ドライブ＆スポット 天空の道をゆく
学研プラス/発行
2017.9 114p 26cm 926 円
（ GAKKEN MOOK ）
中山道･碓氷峠、新和美峠に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 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。

大人のドライブ＆小旅行 首都圏版
ぴあ/発行
2017.10 104p 30cm 980 円
（ ぴあ MOOK ）
「群馬の渓谷美を楽しむ」、「草津･万座の高原
の温泉」収録
【TRC 新刊案内 2030 号】

・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。

大人の日帰り旅 首都圏 '１７～'１８秋冬
JTB パブリッシング/発行
2017.10 109p 30cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
わたらせ渓谷鉄道･桐生に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

０ 総記

お風呂自慢の宿 源泉の宿･露天風呂付き客室の
宿･貸切風呂＆露天風呂自慢の宿･眺望自慢の宿･
くつろぎの宿＆美食を愉しむ宿 ２０１８年度版
大切な人と愉しむ、極上の湯とやすらぎ
舵社/発行
2017.8 130p 30cm 1200 円
（ KAZI ムック ）
梨木館 はせを亭(梨木温泉)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

1 哲学･宗教
上州藤岡諏訪神社参拝のしおり
諏訪神社/発行
2009.9 19p 19cm

【受贈】

おんな城主直虎 完結編
NHK 出版/発行
2017.10 142p 26cm 1100 円
（ NHK 大河ドラマ･ストーリー ）
[歴史特集]「井伊直政と井伊家のその後」野田
浩子/著収録
【TRC 新刊案内 2031 号】

2 歴史･伝記･地理

岳人 第８４４号 ２０１７.１０ 特集：日本
の山⑧ 谷川岳
ネイチュアエンタープライズ/発行
2017.9 132p 26cm 815 円
【購入、上毛 10/8】

１日１０分日本地図をおぼえる本 小学生版
あきやまかぜさぶろう/作 大野俊一/監修
白泉社/発行
2017.10 71p 27cm 1850 円
（ コドモエのえほん ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】
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〔 2017.11〕

究極の癒やし湯 宿の主人が語る
遠間和広/監修 八重洲出版/発行
2017.9 146p 30cm 1400 円
（ ヤエスメディアムック 540 号 ）
法師温泉･長寿館(みなかみ町)、沢渡温泉･まる
ほん旅館(中之条町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

終活･人生のしまい方
井田三義/[著･]発行
[2017.1] 178p A4 判
著者は高崎経済大学経済学部卒業
【ぐんま経済 10/26】

キリシタンが拓いた日本語文学 多言語多文化交
流の淵源
郭南燕/編著 明石書店/発行
2017.9 414p 22cm 6500 円
内村鑑三、柏木義円に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2027 号】

女子旅行 グランピング、ＳＵＰ、スイーツクル
ージング、アート巡り…今行きたい１９の旅テー
マ
交通新聞社/発行
2017.10 112p 29cm 889 円
（ 旅の手帖 MOOK A37 ）
四万温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

近代日本キリスト者との対話 その信の世界を探
る
鵜沼裕子/著 聖学院大学出版会/発行
2017.9 228p 22cm 3000 円
内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

ダークツーリズム入門 日本と世界の「負の遺産」
を巡礼する旅
風来堂/編 イースト･プレス/発行
2017.9 239p 21cm 1500 円
連合赤軍山岳ベース、御巣鷹の尾根に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2029 号】

現在の地図で歩く城下町･館林 改定新版
館林城の再建をめざす会/制作
田中茂雄･島田翠/イラスト･地図･文
2017.6 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

たつなみ 第４２号
小栗上野介顕彰会/編集
2017.9 100p 21cm

東京から行くラクちん！絶景山歩き＆ハイキング
KADOKAWA/発行
2017.8 127p 21cm 900 円
（ ウォーカームック No.769 ）
尾瀬ヶ原に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

上野三碑
松田猛/著 みやま文庫/発行
2017.9 178 ｐ 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 226 ）
著者は多胡碑記念館(高崎市)学芸員
【購入、上毛 10/17】

２０世紀の５１大事件私は目撃した！ 文春だか
らキャッチできた衝撃の証言！
文藝春秋/発行
2017.9 127p 26cm 778 円
（ 文春ムック ）
「殺人鬼･大久保清と刑務所で面会した 20 分」、
「日本航空 123 便墜落事故 御巣鷹山凄惨現場」
収録
【TRC 新刊案内 2029 号】

古代東国のフロンティア･上毛野(カミツケノ)
上毛野氏と東山道(ヤマノミチ)十五国都督(カミ)
小池浩平/著 みやま文庫/発行
2017.9 232 ｐ 18cm 1000 円(頒価)
（ みやま文庫 227 ）
著者は群馬県立藤岡北高等学校教諭 【購入】
古墳時代社会の比較考古学
富山直人/著 同成社/発行
2017.9 5,248p 27cm 9000 円
黒井峯遺跡に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

廃村と過疎の風景 ９ 廃校廃村を訪ねて １
関東
浅原昭生/著 HEYANEKO/発行
2017.9 99p 26cm 1500 円
草津町白根鉱山、嬬恋村石津鉱山、吾妻鉱山、
六合村元山、品木、嬬恋村小串、沼田市平滝、
倉見、上野村本谷、桐生市入飛駒今倉に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

材木町誌 歴史と文化
材木町区長事務所[/発行]
[2017.10] 132p A4 判
【週刊利根 10/22、上毛 10/24】

幕末明治人物誌
橋川文三/著 中央公論新社/発行
2017.9 308p 16cm 1000 円
（ 中公文庫 は 73-1 ）
徳冨蘆花、内村鑑三に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

死ぬまでに行きたい!世界の絶景 新日本編
詩歩/著 三才ブックス/発行
2017.9 159p 21cm 1296 円
早川渕彼岸花の里(伊勢崎市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

〔 2017.11〕

【受贈】
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日帰り絶景さんぽ旅 首都圏版 ２０１８ まだ
見ぬ美しい風景を求めて
ぴあ/発行
2017.10 114p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
嬬恋のキャベツ畑(嬬恋)、奥四万湖(中之条)、
碓氷第三橋梁(安中)、針山の天王桜(片品)、芳
ヶ平(中之条)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

わが道を行く
上原義一郎/著 日本図書刊行会/発行
2016.2 119p 20cm 1200 円
著者は高崎の婦人服専門店「チサ」の前経営者
【受贈】

3 社会科学

ひなびた温泉パラダイス しみじみシビレる！名
湯５０泉
岩本薫･上永哲矢/著 山と溪谷社/発行
2017.10 190p 21cm 1300 円
松の湯(湯宿温泉)、積善館(四万温泉)、旅館天
野屋(水上温泉)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

空家法施行と自治体空き家対策 空家法実施上の
論点･条例対応と実践実務
北村喜宣/編集･執筆 町田陵/執筆
地域科学研究会/発行
2017.9 9,178p 30cm 4950 円
（ <地域科学>まちづくり資料シリーズ 28 ）
前橋市の空き家対策の状況についての報告を収
録
【TRC 新刊案内 2031 号】

１００人の数学者 古代ギリシャから現代まで
数学セミナー編集部/編 日本評論社/発行
2017.8 8,333p 21cm 2500 円
関孝和に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2026 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２９年第３回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2017.9 4,149p 30cm
【 受贈】

拓く 福島泰蔵大尉正伝
川道亮介/著 文芸社/発行
2017.10 203p 19cm 1200 円
福島氏は新田郡世良田村生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 2030 号】

伊勢崎市議会臨時会会議録 平成２９年第２回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2017.9 2,19p 30cm
【受贈】

見て、学んで、力がつく!こども日本地図 写真
とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道
府県を学ぼう！ ２０１８年版
永岡書店編集部/編 永岡書店/発行
2017.9 135p 26cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2029 号】

伊勢崎市の教育 平成２９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
[2017] 156p 30cm

【受贈】

教育行政要覧 平成２９年度
みなかみ町教育委員会[/発行]
[2017] 74p 30cm

【受贈】

群馬県議会会議録 平成２９年第２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
2017.9 277p 30cm
【受贈】

みなかみユネスコエコパークで逢いましょう。
月刊「旅行読売」/編集
chai･ちぎらまりこ/イラスト
群馬県みなかみ町 エコパーク推進課/発行
2017.6 7p 26cm
【受贈】

群馬県民の日記念事業一覧 平成２９年度
群馬県生活文化スポーツ部県民センター相談案
内係[/発行]
[2017] 16p 30cm
【受贈】

村のあけぼの 自然の中で暮らし農業に生きて
後藤角夫/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.6 122p 21cm
著者は渋川市在住
【受贈】

群馬大学工業会報 通巻１５７号
群馬大学工業会/発行
2017.9 55,9p 30cm

元島名旭遺跡２―建売分譲住宅建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査―
歴史の杜/編集 高崎市教育委員会/発行
2017.7 15p 写真図版 4p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 394 集 ）
【受贈】

群馬の特別支援教育―概要版―
群馬県教育委員会[/発行]
[2017.9] 17p 30cm

【受贈】
平成２９年度
【受贈】

こまちウエディング群馬版 ２０１７冬号
ニューズ･ライン/発行
2017.10 136p 30cm 278 円
【受贈】

歴史散策ガイドブック 前橋
井田ヒロト/イラスト
前橋四公祭実行委員会/発行
2017.10 17p 26cm
【 受 贈 、 上 毛 10/31】
-3-

〔 2017.11〕

指導検査等の実施結果 平成２８年度
社会福祉法人、児童福祉施設
群馬県こども未来部こども政策課[/発行]
[2017] 28p 30cm
【受贈】
指導検査等の実施結果 平成２８年度
社会福祉法人、社会福祉施設等 障害者支援施設、
介護保険施設、障害福祉サービス、介護保険居宅
サービス等 医療機関(病院、有床診療所)
群馬県健康福祉部監査指導課[/発行]
[2017] 131p 30cm
【受贈】
社会生活基本調査 群馬県結果の概要―生活行動
に関する結果― 平成２８年度
群馬県統計課人口社会係[/発行]
[2017.8] 8[,9]p 30cm
【受贈】

【受贈】

【受贈】
平成２９年度
【受贈】

4 自然科学
温泉手帳 増補改訂版
松田忠徳/著 東京書籍/発行
2017.9 261p 18cm 1600 円
法師温泉、四万温泉、伊香保温泉、万座温泉、
草津温泉、ベルツと草津温泉、草津温泉 千代
の湯、法師温泉 長寿館、沢渡温泉 まるほん旅
館、徳富蘆花と伊香保温泉に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2027 号】

（第１次
【受贈】
（第２次
【受贈】

火山全景 写真でめぐる世界の火山地形と噴出物
白尾元理/写真 下司信夫/解説
誠文堂新光社/発行
2017.8 191p 27cm 3800 円
浅間山のテフラ露頭、榛名山の二ツ岳軽石、浅
間山の流れ山に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2025 号】

定 例 市 議会 議 案 説 明 資 料 平 成 ２ ９ 年 第 ３ 回
（第１次送付文）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2017] 28p 30cm
【受贈】

〔 2017.11〕

平成２８年度

４７都道府県･妖怪伝承百科
小松和彦･常光徹/監修 丸善出版/発行
2017.9 4,365p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

定例県議会議案 平成２９年第３回前期
（附 予算説明書）
群馬県[/発行]
[2017] 92p 30cm
【受贈】

日本地域政策研究 第１９号
日本地域政策学会/編集･発行
2017.9 104p 30cm

【受贈】

平成２８年度

前橋市の教育 平成２８年度
前橋教育委員会事務局総務課/編集･発行
2016.7 127p 29cm
【受贈】

消費者行政の概要 平成２８年度
（平成２８年度消費者施策と平成２７年度実績）
群馬県生活文化スポーツ部消費生活課/発行
2016.10 47p 30cm
【受贈】

定例市議会議案書 平成２９年第３回
送付文）
前橋市[/発行]
[2017.9] 2p 30cm

前橋市各会計決算市長説明
前橋市[/発行]
[2017] 18p 30cm

前橋市各会計補正予算の概要
９月補正予算説明資料
[前橋市/発行]
[2017] 11p 30cm

平成２９年度

定例市議会議案書 平成２９年第３回
送付文 別冊）
前橋市[/発行]
[2017.9] 2p 30cm

【受贈】

前橋市各会計決算の大要
前橋市[/発行]
[2017.9] 240p 30cm

写真で読む三くだり半
高木侃/著 日本経済評論社/発行
2017.10 8,232p 22cm 3200 円
著者は太田市立縁切寺満徳寺資料館名誉館長
【図書新聞 10/28、TRC 新刊案内 2033 号】
少年の主張吾妻地区大会発表文集
第３９回
吾妻教育事務所/発行
2017.9 15p 30cm

版築－今蘇る、土の建築
石川恒夫･遠野未来･三田村輝章/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.9 83p 21cm 800 円
（ 前橋工科大学ブックレット 3 ）
石川氏は前橋工科大学教授
遠野氏は前橋工科大学非常勤講師
三田村氏は前橋工科大学准教授

【受贈】
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カラー図鑑日本の火山
高田亮/監修 ナツメ社/発行
2017.10 239p 21cm 2200 円
付属資料：「日本活火山年表」1 枚
浅間山、草津白根山、日光白根山、赤城山、榛
名山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2029 号】

環境白書 平成２９年度
群馬県環境森林部環境政策課/編集･発行
2017.9 219p 30cm 1694 円
【受贈】

企画展 第１３回 蝶 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｉｅ
群馬県立ぐんま昆虫の森[/発行]
[2016.7] 42p 30cm
【受贈】

群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン
群馬県[/発行]
[2017.3] 98p 31cm
【受贈】

激動の日本列島誕生の物語 列島誕生ジオ･ジャ
パン
NHK スペシャル「列島誕生ジオ･ジャパン」制
作班/監修 宝島社/発行
2017.8 157p 21cm 1380 円
（ NHK スペシャル ）
下仁田ジオパーク、浅間山北麓ジオパークに関
する記述あり【購入、TRC 新刊案内 2025 号】

群馬県企業立地マップ ２０１７ ▶ ２０１８
群馬県産業政策課企業誘致推進室[/発行]
[2017.7] 折りたたみ 60 × 84cm 【受贈】

下仁田ジオパーク 日本列島の誕生をひも解く根
なし山
下仁田町自然史館[/発行]
[2017.4] 折りたたみ 42 × 60cm 【受贈】

酒屋見習い回想記～繁盛のころ～
笹谷清/著 前橋刑務所/発行
2017.8 109p 21cm
著者は富岡市生まれ、清酒製造の岡村合名会社
(高崎市)代表社員
【受贈、上毛 10/17】

5 技術･工学･家政学･生活科学

群馬の家 ｖｏｌ.１２ ２０１７秋･冬号
ニューズ･ライン/発行
2017.9 256p 30cm 324 円
【受贈、ぐんま経済 10/5】

下仁田町自然史館研究報告 第２号
下仁田町自然史館研究報告編集委員会/編集
下仁田町自然史館/発行
2017.3 60p 28cm
【受贈】
高崎医学 第６７巻 平成２８年
高崎市医師会/発行
2017.7 207p 26cm

絶景！日本全国ロープウェイ･ゴンドラコンプリ
ートガイド
中島信/著 扶桑社/発行
2017.9 187p 19cm 1700 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

【受贈】
西沢金山の盛衰と足尾銅山･渡良瀬遊水地
佐藤壽修/著 随想舎/発行
2017.9 159p 21cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2030 号】

日本科學技術古典籍資料 影印 數學篇１５ 關
流算法指南
近世歴史資料研究会/編 科学書院/発行
2017.9 831p 27cm 50000 円
（ 近世歴史資料集成 第 8 期第 9 巻 ）
関孝和に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】

日本の最も美しい町 一度は訪れたい歴史と文化
を今に伝える１１９の建築遺産群
美しい町研究会/著 エクスナレッジ/発行
2017.9 159p 26cm 1800 円
桐生市桐生新町(製織町)、中之条町六合赤岩(山
村集落･養蚕集落)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2029 号】

肥満と疾患 どこまで解明されたか？
群馬健康医学振興会/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.8 215p 26cm 2200 円
【受贈、上毛 10/18、TRC 新刊案内 2028 号】

繭から生まれた花 ２
酒井登巳子/著 宮下直樹/写真
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.9 103p 28cm 2400 円
揚げ繭を使って赤城、榛名、妙義をイメージし
た「三山蚕花(みやまさんか)」、富岡市に寄贈
した 3 万 8500 輪の花による「光風花(こうふう
か)」という作品収録
【受贈、上毛 9/19、TRC 新刊案内 2030 号】

フィールド･バイオロジスト ２３巻２号
群馬野外生物学会/編集･発行
2016.3 [24p] 26cm
【受贈】
みなかみ町の自然とくらし 小中学生向け概要版
群馬県みなかみ町役場/発行
2017.6 29p 30cm
【受贈】
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〔 2017.11〕

みなかみユネスコエコパーク 利根川源流のまち
水と森林と人を育む
群馬県みなかみ町 エコパーク推進課/発行
[2017.6] 二つ折り 30 × 42cm
【受贈】

鳥獣保護区等位置図 平成２９年度
群馬県[/発行]
[2017.10] 折りたたみ 84 × 119cm
付属資料：別冊「鳥獣保護区等位置図区域説明
書 平成 29 年度」1 冊
【受贈】

明治･大正期の科学思想史
金森修/編 勁草書房/発行
2017.8 7,419,36p 22cm 7000 円
田中正造に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2026 号】

鉄道と観光の近現代史
老川慶喜/著 河出書房新社/発行
2017.9 226p 19cm 1600 円
（ 河出ブックス 107 ）
草津、軽井沢に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2030 号】
木材需給の現況 平成２９年度
群馬県環境森林部[/発行]
[2017.8] 71p 30cm

6 産業
ＡＧＲＩＦＵＴＵＲＥ(アグリフューチャー)
Ｎｏ.５２ 特集 ＪＡ利根沼田
みのりみのるプロジェクト[/発行]
[2016.9] 16p B4 判
【上毛 10/11】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

ＡＧＲＩＦＵＴＵＲＥ(アグリフューチャー)
Ｎｏ.６３ 特集 ＪＡ前橋市
みのりみのるプロジェクト[/発行]
[2017.9] 16p B4 判
【上毛 10/11】

「映画祭」に関する基礎調査２０１５―２０１６
報告書
コミュニティシネマセンター/編集
日本芸術文化振興会/発行
2017.3 107p 30cm
高崎映画祭、きりゅう映画祭、伊参スタジオ映
画祭に関する記述あり
【受贈】

今を駆ける蒸気機関車 春夏秋冬煙情日記
都築雅人/著 交通新聞社/発行
2017.10 159p 21cm 1500 円
（ DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘
う本 024 ）
信越本線 ＳＬレトロ碓井･ＳＬ碓井、上越線
ＳＬみなかみ（試運転）に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

折鶴に 長澤延子の詩による五つの歌
寺嶋陸也/作曲 長澤延子/作詩
カワイ出版/発行
2017.10 35p 30cm 1400 円
長澤氏は桐生市生まれ
【TRC 新刊案内 2031 号】

群馬県交通安全実施計画 平成２９年度
群馬県交通安全対策会議/発行
群馬県県土整備部交通政策課/編集･発行
2017.7 3,42p 30cm
【受贈】

群馬県写真展目録 第６５回記念
芸術祭参加
群馬県写真文化協会/編集･発行
2017.9 64p 26cm

群馬県農業技術センター業務年報 平成２８年度
群馬県農業技術センター[/発行]
[2017.8] 77p 30cm
【受贈】

〔 2017.11〕

基準地案内図）

第４１回県民

書画一人展図録(カタログ) 第２０回
浦野惠司/著
[2017] 1 冊 13 × 19cm
著者は渋川市生まれ、前橋市在住

図説国鉄電気機関車全史
いのうえこーいち/著 メディアパル/発行
2017.9 153p 26cm 2800 円
碓氷峠鉄道施設に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2026 号】
地価調査基準地価格（付
２９年
群馬県[/発行]
[2017] 124p 30cm

【受贈】

【受贈】

【受贈】

時を友として 女声合唱組曲
なかにしあかね/作曲 星野富弘/作詩
カワイ出版/発行
2017.9 36p 30cm 1400 円
【TRC 新刊案内 2028 号】

平成

【受贈】

日々好日 美術家たちのまなざし
美術年鑑社/発行
2017.6 343p 26cm 2300 円
群馬県出身の 8 人の美術家のエッセイ収録
デッサンや作品などのカットとともに掲載
【上毛 10/1、TRC 新刊案内 2019 号】
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Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ完全ガイド Ｂ１･Ｂ２･Ｂ３全
４５チーム選手完全名鑑付き！ ２０１７―１８
コスミック出版/発行
2017.11 126p 30cm 1200 円
（ COSMIC MOOK ）
群馬クレインサンダーズに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

カラスヤサトシの日本文学紀行
カラスヤサトシ/著 講談社/発行
2017.9 206p 21cm 1200 円
「田山花袋の日本一周」田山花袋／著に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】
寛斎摘草 上巻 訓釈
市河寛斎/著 須賀楠舟/訓釈 須賀昌五/発行
2017.10 133p 22cm
著者は甘楽郡磐戸村(南牧村)生まれ
須賀昌五氏は草津町在住
【受贈】

Ｂリーグ公式ガイドブック ２０１７―１８
文藝春秋/発行
2017.10 97p 30cm 1111 円
（ Sports Graphic Number PLUS ）
群馬クレインサンダーズに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

寛斎摘草 下巻 訓釈
市河寛斎/著 須賀楠舟/訓釈 須賀昌五/発行
2017.10 107p 22cm
著者は甘楽郡磐戸村(南牧村)生まれ
須賀昌五氏は草津町在住
【受贈】

フランス絵本の世界 鹿島茂コレクション
鹿島茂/著 青幻舎/発行
2017.9 220p 28cm 3200 円
2017 年 9 月～ 2018 年 6 月開催の展覧会の図録
(2017 年 9 月～ 12 月は群馬県立館林美術館で
開催)
【TRC 新刊案内 2031 号】

銀河鉄道の父
門井慶喜/著 講談社/発行
2017.9 408p 20cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2029 号】

夢紀行 山崎君枝写真集
山崎君枝[/撮影]
上毛新聞社事業局出版部[/発行]
[2017.10] 84p 21 × 24cm 2315 円
【上毛 10/19】

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろ
しＢＯＯＫ ｖｏｌ.１８
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2017.9 252p 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 2028 号】
上毛俳句選集 第２４集 平成２９年度
群馬県俳句作家協会/発行
2017.9 168p 19cm 3500 円(頒価) 【受贈】

8 語学

せきれい 第３９集 図書館短歌会合同歌集
境図書館(伊勢崎市)/発行
2017.10 27p 21cm
【受贈】

9 文学

蒼穹(そうきゅう) 高崎市医師会俳句部四五〇回
記念合同句集
小暮陶句郎/編著 文學の森/発行
2017.9 195p 20cm 3000 円
【受贈】

阿久悠 <没後十年>時代と格闘した昭和歌謡界の
巨星
河出書房新社/発行
2017.8 231p 21cm 1300 円
「私の阿久悠ベスト 3」糸井重里(群馬県生ま
れ)/収録
【購入、TRC 新刊案内 2026 号】

月にめしひて 歌集
木村和好/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.9 66p 20cm
【受贈】

アナザー修学旅行
有沢佳映/作 ヤマダ/絵 講談社/発行
2017.9 269p 18cm 660 円
（ 講談社青い鳥文庫 324-1 ）
有沢氏は群馬県在住【TRC 新刊案内 2028 号】

定本<男の恋>の文学史 『万葉集』から田山花袋、
近松秋江まで
小谷野敦/著 勉誠出版/発行
2017.8 4,321,8p 19cm 2200 円
【TRC 新刊案内 2028 号】

おんな城主直虎 ４
森下佳子/作 豊田美加/ノベライズ
NHK 出版/発行
2017.9 301p 19cm 1400 円
登場人物として井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

ひつじの箱 梁川梨里詩集
梁川梨里/著 七月堂/発行
2017.3 132p 19cm 1500 円
著者は高崎市在住
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【受贈】

〔 2017.11〕

文豪の女遍歴
小谷野敦/著 幻冬舎/発行
2017.9 265p 18cm 840 円
（ 幻冬舎新書 こ-6-7 ）
田山花袋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2031 号】

物流新時代とグローバル化
吉岡秀輝/著 時潮社/発行
2017.9 172p 21cm 2800 円
著者は高崎商科大学商学部(同大学院商学研究
科)教授
【TRC 新刊案内 2031 号】
本気になって何が悪い 新鉄客商売
唐池恒二/著 PHP 研究所/発行
2017.9 367p 20cm 1700 円
山口晃(桐生市育ち)による表紙画、挿画と「九
州みちゆ記」掲載 【TRC 新刊案内 2028 号】

宮沢賢治出会いの宇宙 賢治が出会い、心を通わ
せた１６人
佐藤竜一/著 コールサック社/発行
2017.8 188p 19cm 1500 円
草野心平に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2029 号】

○×まんがでスッキリわかるもう怒らない本
安藤俊介/著 橋本くらら/まんが
ディスカヴァー･トゥエンティワン/発行
2017.9 179p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2030 号】

無間如来
武内涼/著 徳間書店/発行
2017.9 313p 15cm 660 円
（ 徳間文庫 た 61-4 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2028 号】

もっとハゲしく声に出して笑える日本語
立川談四楼/著 光文社/発行
2017.9 248p 16cm 720 円
（ 光文社知恵の森文庫 t た 4-3 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2028 号】

ルルとララのハロウィン
あんびるやすこ/作･絵 岩崎書店/発行
2017.9 71p 22cm 1100 円
（ おはなしトントン 59 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2029 号】

視聴覚資料
深海日記（CD）
巨峰 3 兄弟/演奏
2017.10 3 曲 1000 円
「巨峰 3 兄弟」は東京や群馬を拠点に活動すバ
ンド
メンバーの長沢祐介氏は桐生市新里町出身
【受贈、上毛 10/3】

県関係者の一般著作
安心して受けられるインプラントの最新治療
辻本仁志/著 農山漁村文化協会/発行
2017.9 252p 19cm 1600 円
（ 健康双書 ）
著者は丸橋全人歯科院長
【ぐんま経済 10/19、TRC 新刊案内 2031 号】

ＳＵＰＥＲ ＳＨＯＷ Ｄｒｅａｍ Ｃｏｎｃｅｒ
ｔ（CD）
ノスタルジクス/制作
[2017.10]
ノスタルジクスは有鄰館(桐生市)を中心に音楽
活動を展開している昭和歌謡バンド
【桐生タイムス 10/4】

ＥＳＧ投資 新しい資本主義のかたち
水口剛/著 日本経済新聞出版社/発行
2017.9 238p 20cm 2200 円
著者は高崎経済大学教授
【TRC 新刊案内 2031 号】
漆芸の見かた 日本伝統の名品がひと目でわかる
小林真理/編著 梶原祥造/撮影
誠文堂新光社/発行
2017.7 190p 21cm 2200 円
（ JAPONisme BOOK ）
小林氏は伊勢崎市出身
【上毛 10/15、TRC 新刊案内 2021 号】

Ｐｏｕｒ ｔｏｉ 生きる（CD）
山添恵子/歌
2017.9
山添氏は安中市在住、日本シャンソン館(渋川
市)で毎月ステージに立ち、歌い続けている
【上毛 10/4】

電子資料

はじまりは愛着から 人を信じ、自分を信じる子
どもに
佐々木正美/著 福音館書店/発行
2017.9 205p 19cm 900 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2028 号】

〔 2017.11〕
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