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－群 馬 県 関 係 資 料 出 版 情 報－
２０１７年９月分
No.３７０

赤城大地のはな志 独立２５周年記念誌
大河原小学校/発行
[1984.11] 46p 26cm
【受贈】

平成 29(2017)年 10 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

秋の日帰り･一泊関東紅葉ドライブ '１７～'１
８
成美堂出版/発行
2017.10 143p 26cm 907 円
（ SEIBIDO MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 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。

秋元家の歴史と文化―館林藩最後の城主―
館林市教育委員会文化振興課/発行
2017.3 45p 30cm
【受贈】

・前月分の情報を毎月１５日に発行します。
いきどまり鉄道の旅
北尾トロ/著 河出書房新社/発行
2017.8 278p 15cm 780 円
（ 河出文庫 き 10-1 ）
わたらせ渓谷鐵道、吾妻線、信越本線、上信電
鉄の旅に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2025 号】

・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。

岳泉会のよくばり温泉マウンテン
落合恵/ほか著 パイインターナショナル/発行
2017.8 151p 21cm 1600 円
尾瀬ヶ原と温泉小屋に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

０ 総記
高崎市の図書館 平成２９年度(２０１７年度)要
覧
高崎市立中央図書館/発行
2017.8 56p 30cm
【受贈】
ｍｏｔｔｏ ＶＯＬ.８
トロワデザイン(motto 編集部)/発行
2017.8 50p 21cm

ぐんま利根沼田紅葉めぐり
群馬県利根沼田振興局/作製
[2017.9] 二つ折り A3 判

【上毛 9/26】

古代東国の地方官衙と寺院
佐藤信/編 山川出版社/発行
2017.8 4,249p 26cm 4500 円
「上野国多胡郡正倉跡と寺院」滝沢匡/著、「上
野国佐位郡における郡家と寺院」出浦崇/著、
「上
野国新田郡家と寺井廃寺」中村渉/著収録
【TRC 新刊案内 2027 号】

【受贈】

ジャパン･クリスチャン･インテリジェンサー 日
本と世界の友へ
内村鑑三/著 小舘美彦/訳 燦葉出版社/発行
2017.8 258p 20cm 1800 円
【上毛 9/24、TRC 新刊案内 2026 号】

1 哲学･宗教
充実した人生を送るためのライフスタイル
中沢弘/著
2017.8 194p 19cm
著者は前橋市在住
【受贈】

首都圏発日帰り大人の小さな旅 美食ドライブ
思い立ったらすぐ行ける珠玉のランチを求めて少
し贅沢な旅
昭文社/発行
2017.9 111p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
「渋川×夏の鮎」に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

坂東三十三ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガ
イド
小林祐一/著 メイツ出版/発行
2017.9 128p 21cm 1650 円
【TRC 新刊案内 2027 号】
-1-

〔 2017.10〕

昭和の男
半藤一利･阿川佐和子/著 東京書籍/発行
2017.9 242p 19cm 1400 円
鈴木貫太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

世のちり洗う四万温泉 中之条町歴史と民俗の博
物館「ミュゼ」企画展
中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」/編集
2017.6 13p 21cm
【受贈】

昭和の翻訳出版事件簿
宮田昇/著 創元社/発行
2017.8 255p 20cm 2400 円
神宮輝夫(高崎市生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2024 号】
館林市内遺跡発掘調査報告書―平成２７･２８年
度各種開発に伴う埋蔵文化財調査―
館林市教育委員会文化振興課文化財係/編集･発
行
2017.3 27p 写真図版 19p 30cm
（ 館林市埋蔵文化財発掘調査報告書 第 54 集 ）
【受贈】
嬬恋村食事処ガイド
嬬恋村/作製
[2017.9] 24p

【上毛 9/5】

日本百名山データＢＯＯＫ おすすめルートマッ
プ＆区間タイム入り高低表付き！ 改訂版
枻出版社/発行
2017.9 167p 26cm 1400 円
（ エイムック 3816 ）
谷川岳、至仏山、武尊山、赤城山、日光白根山、
皇海山、平ヶ岳、巻機山、草津白根山、四阿山、
浅間山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

3 社会科学
学校基本調査の結果速報（群馬県） 平成２９年
度 学校基本統計速報
群馬県企画部統計課(人口社会係)/発行
[2017.8] 23p 30cm
【受贈】

幕末から明治に生きた会津女性の物語 改訂新版
歴史春秋社出版/発行
2017.8 294p 19cm 1500 円
新島八重(新島襄の妻)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

脚本<人形劇･野外舞踊劇･リズム構成>の種の本
石塚真悟/著 一莖書房/発行
2014.7 246p 20cm 2500 円
（ 表現教育シリーズ 1 ）
著者は佐波郡境町生まれ
【TRC 新刊案内 1874 号、受贈】

誇れる郷土ガイド 日本の歴史的な町並み編
古田陽久･古田真美/著
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2017.8 140p 21cm 2500 円
（ ふるさとシリーズ ）
桐生市桐生新町、中之条町六合赤岩に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

〔 2017.10〕

ローカル路線バス終点への旅 日本の原風景に出
会う全国２４コース
加藤佳一/著 洋泉社/発行
2017.4 223p 18cm 900 円
（ 新書 y 308 ）
『広域公共バスで楽しむ水辺の春「赤岩渡船」
つゝじ観光バス(群馬県邑楽郡千代田町)』収録
【朝日 9/27、TRC 新刊案内 2008 号】
わが回想録
金井昭/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.9 127p 30cm
著者は元高崎市収入役
【受贈、上毛 9/27】

日本百名山トレッキングコースガイド 上巻
昭文社/発行
2017.7 239p 21cm 1700 円
平ヶ岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

ほたかに育つ 〜 人から学ぶ人生 〜
関清[/著] 上毛新聞社[/発行]
[2017.9] 115p A5 判
関氏は川場村前村長

るるぶ温泉＆宿関東 信州 新潟 伊豆箱根
'１８
JTB パブリッシング/発行
2017.9 234p 26cm 1000 円
付属資料：「日帰り温泉ガイド」31p
（ るるぶ情報版 ）
草津、万座、四万、伊香保、尻焼、老神、猿ヶ
京温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

教育便覧 平成２９年度
群馬県教育委員会[/発行]
[2017.7] 76p 30cm
群馬パース大学紀要 第２１号
群馬パース大学/発行
2016.3 38p 30cm

【上毛 9/5】

-2-

【自館作成】

【受贈】

県別ランキング大全 ４７都道府県の実態を浮き
彫りに！
矢野新一/監修 枻出版社/発行
2017.8 112p 29cm 800 円
（ エイムック 3818 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

夏休み高校生ボランティア活動体験記集
２０１７
群馬県立図書館総務係(ボランティア担当)/編
集 群馬県立図書館/発行
2017.9 1 冊 30cm
【受贈】

国立大学法人群馬大学概要 平成２９年度版
国立大学法人群馬大学広報本部/編集
2017.7 49p 30cm
【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３６号
新島学園短期大学/発行
2016.3 162p 26cm

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３７号
新島学園短期大学/発行
2017.3 213p 26cm

【受贈】

新島学園短期大学紀要 第３８号
新島学園短期大学/発行
2017.3 213p 26cm

【受贈】

国立のぞみの園紀要 第１０号
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/編集･
発行
2017.6 128p 30cm
【受贈】
ことばの力 内面化テーマ形感覚について
石塚真悟/著 一莖書房/発行
2015.2 3,247p 20cm 2500 円
（ 表現教育シリーズ 2 ）
著者が歴任した伊勢崎佐波地域の小学校での表
現教育の実践に関する記述あり
著者は佐波郡境町生まれ
【受贈】
財政のあらまし 平成２９年６月
群馬県[/発行]
[2017.6] 44p 30cm

犯罪概況書 平成２８年
群馬県警察本部刑事部刑事企画課[/発行]
[2017] 169p 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２８年度
前橋市監査委員[/発行]
[2017.8] 92,58,9p 30cm
【受贈】

【受贈】

前橋市各会計決算書 平成２８年度
前橋市[/発行]
[2017] 599p 30cm

獅子舞雑記ノート１１６
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2017.6 60p 21cm
付属資料：写真 10 枚
羽場[日枝神社]獅子舞(みなかみ町)に関する記
述あり
【受贈】

前橋市社会福祉協議会の概要 平成２９年度作成
前橋市社会福祉協議会[/発行]
[2017] 60p 30cm
【受贈】

渋消式火災防ぎょ戦術 ３人乗車でも１分で放水
開始！
渋川広域消防本部/編著 東京法令出版/発行
2017.8 3,102p 26cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2025 号】
消防概要 平成２９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
[2017.8] 76p 30cm
【受贈】

前橋の市政概要 平成２９年度版
前橋市議会事務局/編集･発行
[2017] 302p 30cm

【受贈】

みなかみ町の獅子舞巡り
石川博司/著 多摩獅子の会/発行
2017.8 48p 21cm

【受贈】

４７都道府県！！妖怪めぐり日本一周 １ 北海
道･東北･関東
伊藤まさあき/絵 妖怪探検隊/編著
汐文社/発行
2017.8 79p 22cm 2300 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2025 号】

消防年報 ２０１７年(平成２９年)刊行
総務課/編集 高崎市等広域消防局/発行
2017.6 80p 30cm
【受贈】
ｓｕｓｏｎｏ（すその） 創刊号
前橋市/発行
2017.9 4p タ ブロ イ ド判

【受贈】

【 上毛 9/9】

定例市議会議案書 平成２９年第３回
送付分）
前橋市[/発行]
[2017.9] 132p 30cm

（第１次
【受贈】
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〔 2017.10〕

館林市庁舎建築ガイド
田中茂雄/作成
[2017.9] 16p A4 判
田中氏は館林市出身

4 自然科学
温泉の科学
西川有司/著 日刊工業新聞社/発行
2017.7 151p 21cm 1600 円
（ B&T ブックス ）
草津温泉に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2023 号】
５０年のあゆみ
日本野鳥の会吾妻/発行
2017.8 83p 26cm

【上毛 9/25】

使える！ホームセンター優秀モノ
宝島社/発行
2017.9 95p 30cm 680 円
（ e ‐ MOOK ）
カインズの商品に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】
ＬＥＧＥＮＤ ＯＦ ＳＵＢＡＲＵ ＳＵＢＡＲＵ
のすべてを振り返る１００周年記念誌
渡辺陽一郎/著 笠倉出版社/発行
2017.9 145p 30cm 1500 円
（ サクラムック 71 ）
【TRC 新刊案内 2026 号】

【受贈】

大学病院の奈落
高梨ゆき子/著 講談社/発行
2017.8 278p 20cm 1600 円
群馬大学医学部附属病院に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

6 産業
5 技術･工学･家政学･生活科学

今日、見に行くことができる国宝･重要文化財レ
トロ建築
伊藤隆之/著･写真 地球丸/発行
2017.8 159p 26cm 2300 円
旧富岡製糸場に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2025 号】

環境白書 [平成２９年度版]
群馬県[/発行]
[2017.9] 219p A4 判
【ぐんま経済 9/28】
業務報告 平成２８年度
群馬県繊維工業試験場/編集･発行
2017.6 51p 30cm
群馬県企業立地のご案内
群馬県[/発行]
2017.8 39p 30cm

群馬県畜産試験場業務年報
群馬県畜産試験場/発行
[2017] 46p 30cm

【受贈】

２０１７－２０１８

【受贈】

経済センサス―活動調査 (速報) 産業横断的集
計結果の概要（群馬県版） 平成２８年
群馬県統計課経済産業係[/発行]
[2017.7] 11p 30cm
【受贈】

【受贈、読売 9/7】

群馬県鉱工業指数（平成２２年基準） 平成２８
年
群馬県[/発行]
[2017.7] 50p 30cm
【受贈】

下仁田社･群蚕１００年物語
伊藤孝平/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.7 70p 21cm
著者は高崎市在住、富岡製糸場世界遺産伝道師
教会の伝道師
【受贈、上毛 9/26】

国産名車 昭和を駆け抜けた日本のスポーツカー
＜１９６０―１９８８＞ 永久保存版
モーターマガジン社/発行
2017.8 194p 30cm 2037 円
（ Motor Magazine Mook ）
スバルの車の掲載あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

調べる！４７都道府県 生産と消費で見る日本
２０１７年改訂版
こどもくらぶ/編 同友館/発行
2017.8 175p 26cm 2700 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2025 号】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.１１
引き継がれる最強の遺伝子挑戦するはＳにあ
り！！
交通タイムス社/発行
2017.9 144p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2026 号】
〔 2017.10〕

平成２８年度
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世界遺産ガイド 日本編２０１８ 改訂版
古田陽久･古田真美/著
シンクタンクせとうち総合研究機構/発行
2017.8 204p 21cm 2778 円
（ 世界遺産シリーズ ）
富岡製糸場と絹産業遺産群に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2027 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
近代日本の武道論 <武道のスポーツ化>問題の誕
生
中嶋哲也/著 国書刊行会/発行
2017.7 608,11p 22cm 8000 円
馬庭念流、国定忠治、エルビン･ベルツに関す
る記述あり 【購入、TRC 新刊案内 2024 号】

全国鉄道路線大全 ＪＲ･私鉄の全路線データを
完全網羅！！ ２０１７
イカロス出版/発行
2017.9 253p 26cm 2600 円
（ イカロス MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

登山を楽しむための健康トレーニング
齋藤繁/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.7 210p 21cm 1500 円
著者は高崎市生まれ、群馬大学大学院医学系研
究科教授
【受贈、上毛 9/24、TRC 新刊案内 2024 号】

ニッポンの地方野菜
内田悟/著 KADOKAWA/発行
2017.8 175p 21cm 2000 円
下仁田ねぎに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2026 号】
農業委員会業務概要 平成２８年度
前橋市農業委員会[/発行]
[2017.7] 53p 30cm

年報 第３７号（平成２８年度実績）
群馬県スポーツ協会/発行
2017.9 75p 30cm
【受贈】
ピアノで弾きたい７０年代ヒット鉄板名曲集
ケイ･エム･ピー/発行
2017.8 142p 31cm 1800 円
（ ピアノ･ソロ ）
由紀さおり「手紙」の楽譜収録
由紀氏は桐生市出身【TRC 新刊案内 2025 号】

【受贈】

廃道踏破 山さ行がねが 伝説の道編
平沼義之/著 実業之日本社/発行
2017.9 493p 16cm 1100 円
（ じっぴコンパクト文庫 ひ 1-3 ）
「第 1 章 碓氷峠御巡幸道路(群馬県･長野県)」、
「第 3 章 綾戸峡の清水国道および穴道（群馬
県）」収録
【TRC 新刊案内 2027 号】

ふるさと前橋の刀工 古刀期～近現代の上州刀工
概観
鈴木叡[/著] 前橋学ブックレット編集委員会/
企画 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.8 76p 21cm 600 円
鈴木氏は群馬県銃砲刀剣類登録審査委員
【受贈、TRC 新刊案内 2026 号】

前橋の農業 平成２９年度
農政部農林課/編集 前橋市役所/発行
2017.9 122p 30cm
【受贈】

文楽式人形操法と浄瑠璃との関係に関する総合的
研究
細田明宏/編集･発行
2016.9 2,113p 26cm
「群馬県みなかみ町下牧における素人浄瑠璃と
下牧人形―入澤久三郎氏に聞く」細田明宏/著
収録
「群馬県安中市松井田町における素人浄瑠璃と
八城人形―原田徳四郎氏に聞く」細田明宏/著
収録
【受贈】

水辺の樹木誌
崎尾均/著 東京大学出版会/発行
2017.7 7,267p 22cm 4400 円
（ Natural History ）
湯檜曽川の樹木に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2024 号】
４７都道府県･公園／庭園百科
西田正憲/編著 飛田範夫/著 丸善出版/発行
2017.8 4,327p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2025 号】

待ちぼうけ 紙芝居
北川鎮[/脚本･絵] 雲母書房/発行
[2017.9] 12 場面 2592 円(税込)
北川氏は伊勢崎市在住
【上毛 9/23】
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猫なんて！ 作家と猫をめぐる４７話
キノブックス編集部/編 キノブックス/発行
2016.11 244p 19cm 1500 円
萩原朔太郎に関する記述あり
「猫には七軒の家がある」金井美恵子(高崎市
生まれ)/著収録
【朝日 9/20、TRC 新刊案内 1991 号】

8 語学
かみの毛切ったんだけど
飯塚祥則[/著･発行]
[2017.9] 216p A5 判
飯塚氏は渋川市在住

[作文集]
1000 円
【上毛 9/21】

文士の遺言 なつかしき作家たちと昭和史
半藤一利/著 講談社/発行
2017.3 250p 19cm 1600 円
坂口安吾に関する記述あり
【朝日 9/6、TRC 新刊案内 2006 号】

9 文学

訪問看護師さゆりの探偵ノート
石黒順子/著 講談社/発行
2017.8 379p 19cm 1800 円
著者は群馬大学医療技術短期大学部看護学科卒
【TRC 新刊案内 2025 号】

家康、江戸を建てる １
門井慶喜/著 大活字文化普及協会/発行
2017.5 231p 26cm 1800 円
（ 誰でも文庫 54 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2026 号】

前橋が生んだ現代小説家―司修･豊田有恒･樋口有
介が描いた前橋と作品― 前橋文学館特別企画展
萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち 前橋文学館
/編集･発行
2005.2 43p 30cm
【受贈】

家康、江戸を建てる ２
門井慶喜/著 大活字文化普及協会/発行
2017.5 240p 26cm 1800 円
（ 誰でも文庫 54 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2026 号】

魔法使いの願いごと
友井羊/著 講談社/発行
2017.8 220p 15cm 630 円
（ 講談社タイガ ト A-01 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2026 号】

家康、江戸を建てる ３
門井慶喜/著 大活字文化普及協会/発行
2017.5 233p 26cm 1800 円
（ 誰でも文庫 54 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2026 号】
インク･スタンドその後
小諸悦夫/著 鳥影社/発行
2017.7 123p 19cm 1300 円
表題作の物語の舞台として群馬県に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2026 号】

県関係者の一般著作
あなたの大学は、何百万円も払う価値のある大学
ですか？―文系私立大学の割高割安を判断できる
指標の提案―
荒居弘繁[/著] 文芸社/発行
[2017.9] 1400 円
荒居氏は共愛学園小学校事務長
【ぐんま経済 9/21】

贋･詩的自叙伝 愛敬浩一評論集
愛敬浩一/著 詩的現代出版部/編集･制作
2017.9 315p 21cm 2800 円
（ 詩的現代叢書 23 ）
著者は群馬県生まれ、伊勢崎市在住 【受贈】
推理作家謎友録 日本推理作家協会７０周年記念
エッセイ
日本推理作家協会/編 KADOKAWA/発行
2017.8 237p 15cm 680 円
（ 角川文庫 あ 240-1 ）
友井羊(群馬県生まれ)/著収録
【TRC 新刊案内 2026 号】

ＲＣ住宅のつくり方 「ｐａｌｌｅｔｓ」ができ
るまで
駒田剛司･駒田由香/共著 オーム社/発行
2017.8 186p 26cm 2600 円
（ 詳細ディテールを読み解く ）
駒田剛司氏は前橋工科大学工学部総合デザイン
工学科准教授
【TRC 新刊案内 2026 号】

田山花袋 新装版
石橋とくゑ/著 福田清人/編 清水書院/発行
2017.9 206p 19cm 1200 円
（ Century Books ） 【TRC 新刊案内 2027 号】

〔 2017.10〕
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育苗からわかる野菜づくり 品質･収量を大きく
変える
野口貴･沼尻勝人/共著 誠文堂新光社/発行
2017.8 175p 21cm 2200 円
野口氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2025 号】

視聴覚資料
生きる（CD）
山田かまち/作詞 加藤登紀子/作曲[･歌]
千住明/編曲
[2017.9] 1620 円
【上毛 9/12】

おクジラさま ふたつの正義の物語
佐々木芽生/著 集英社/発行
2017.8 283p 20cm 1700 円
装画の山口晃氏は桐生市育ち
【TRC 新刊案内 2026 号】

ゴーゴー前橋いいだんべぇ！（CD）
チェリー☆マーメイド/演奏
2017.9
チェリー☆マーメイドは前橋市の女性 4 人組バ
ンド
【上毛 9/29】

改憲 どう考える緊急事態条項･九条自衛隊明記
梓澤和幸/著 同時代社/発行
2017.8 262p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2025 号】

３６．２９Ｎ，１３９．００Ｅ／Ｇ－ＦＲＥＡＫ
ＦＡＣＴＯＲＹ（CD）
G-FREAK FACTORY/演 奏
ポリスター/発行
2004 10 曲 2190 円
G-FREAK FACTORY は 群馬出身の 4 人組バン
ド
【購入】

介護リーダーの問題解決マップ ズバリ解決「現
場の困ったＱ＆Ａ」ノート
田中元/著 ぱる出版/発行
2017.9 191p 21cm 2500 円
（ New Health Care Management ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2027 号】

島生民（とうしょうみん）／Ｇ‐ＦＲＥＡＫ Ｆ
ＡＣＴＯＲＹ（CD）
G-FREAK FACTORY/演 奏
ポリスター/発行
2003 10 曲 2381 円
G-FREAK FACTORY は 群馬出身の 4 人組バン
ド
【購入】

神々様のみことばのなかで 霊界の真相と魂の行
方
小林芳枝/著 かざひの文庫/発行
2017.8 312p 21cm 2300 円
著者は太田市在住
【受贈、TRC 新刊案内 2024 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち 子どもの「学び」
を支援！学校で活用広がる出前授業 平成２９年
７月１５日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

古典的名著に学ぶ微積分の基礎
高瀬正仁/著 共立出版/発行
2017.8 10,200p 22cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2025 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯４ 子どもた
ちの放課後対策 平成２９年７月２２日放送
（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

南総里見八犬伝全注釈 １
徳田武/著 勉誠出版/発行
2017.8 15,212p 23cm 6500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2026 号】
ユートピア都市の書法 クロード=ニコラ･ルドゥ
の建築思想
小澤京子/著 法政大学出版局/発行
2017.7 6,262,18p 22cm 4000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2025 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯６ 個性を生
かせ！高校文化部 平成２９年８月５日放送
（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

倭人の祭祀考古学
小林青樹/著 新泉社/発行
2017.8 286p 21cm 2500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2025 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯７ 考える力
を育む！新しい学びのカタチ 平成２９年８月１
２日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委 員会 /企 画 [群 馬 テレ ビ /制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
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はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯８ あきらめ
ないで！仕事と子育て 平成２９年８月１９日放
送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】

電子資料
命を支える『ふとん』のはなし（電子書籍）
横尾正美[/著] ひまわり出版(渋川市)[/発行]
デジタルブックジャパン高崎ブランチ/企画･制
作
[2017.9]
横尾氏は丸三綿業(高崎市)専務 【上毛 9/14】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１０ 地域と
共に！中学校の特色ある部活動 平成２９年９月
２日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち 「職業を学ぶ」
専門高校の今！ 平成２９年７月８日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
はばたけ！ぐんまの子どもたち 魅力ある学校づ
くりとは 平成２９年７月１日放送（DVD）
群 馬 県教 育 委員 会 /企 画 [群 馬 テレ ビ/制 作］
2017 [30 分]
【受贈】
ファクト／Ｇ－ＦＲＥＡＫ ＦＡＣＴＯＲＹ（CD）
G-FREAK FACTORY/演 奏
STUDIO SONGS/発行
2014 9 曲 34 分 1800 円
G-FREAK FACTORY は 群馬出身の 4 人組バン
ド
【購入】
風林火山（CD）
G-FREAK FACTORY/演 奏
2017.7 4 曲
群馬県を舞台にした漫画「お前はまだグンマを
知らない」の劇場版主題歌「風林火山」とエン
ディング曲「REAL SIGN」を収録
G-FREAK FACTORY は 群馬出身の 4 人組バン
ド
【朝日ぐんま 9/22】
フリーキー／Ｇ‐ＦＲＥＡＫ ＦＡＣＴＯＲＹ
（CD）
G-FREAK FACTORY/演 奏
PCI MUSIC/発行
2003 12 曲 46 分 2500 円
G-FREAK FACTORY は 群馬出身の 4 人組バン
ド
【購入】
[箕郷きつね姫音頭／きつね火の箕輪城]（CD）
吉田知絵美/作詞･歌 「みのわの里のきつねの
嫁入り」実行委員会/製作
[2016.12] 4 曲
吉田氏は高崎市在住
【上毛 9/2】

〔 2017.10〕

-8-

