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井伊直政 家康筆頭家臣への軌跡
野田浩子/著 戎光祥出版/発行
2017.10 233p 19cm 2500 円
（ 中世武士選書 39 ）
【TRC 新刊案内 2032 号】

平成 29(2017)年 12 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

いせさきまちなか散策マップ
いせさき街並み研究会/協力 伊勢崎市/発行
[2011.3] 折りたたみ 30 × 42cm 【受贈】

・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。

礒田屋清七 安政四年伊勢参宮道中控（先祖と歩
いた道中記）
真田氏に招かれた伊勢御師
湯浅博/編集･発行
2017.10 3 分冊(箱入り) 30cm
第 1 分冊：先祖と歩いた伊勢参宮記録 156,23p
第 2 分冊：地図と写真 167,13p
第 3 分冊：真田氏に招かれた伊勢御師 27p
湯浅氏は沼田市在住 【受贈、週間利根 11/5】

・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。
・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。

岩宿発見以後の相澤忠洋 妻 千恵子の思いと葛
藤
相澤千恵子/著 野間清治顕彰会広報部/編集
野間清治顕彰会/発行
2017.10 125p 21cm
（ ふるさとの風 第 10 集 ）
【受贈、上毛 11/8】

０ 総記
岩宿博物館年報 平成２８年度
岩宿博物館/編集･発行
2017.7 42p 30cm
群馬県の図書館 ２０１７
群馬県立図書館[/発行]
[2017] 5,90p 31cm

内村鑑三
新保祐司/著 文藝春秋
2017.10 351p 16cm 1300 円
（ 文春学藝ライブラリー ）
【TRC 新刊案内 2032 号】

【受贈】

江木北土井遺跡 宅地分譲に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
スナガ環境測設/編集･発行
2017.10 13,4p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 398 集 ）
【受贈】

【自館作成】

1 哲学･宗教
桐生のお寺散策マップ 改訂版
桐生仏教会/発行
2014.11 折りたたみ 42 × 60cm

押型紋土器の広域編年研究 縄紋時代早期
岡本東三/著 雄山閣/発行
2017.9 12,342p 27cm 14000 円
飯土井二本松遺跡、石畑岩陰遺跡、勝保沢中ノ
山遺跡、西鹿田中島遺跡、中棚遺跡、楡木Ⅱ遺
跡、普門寺遺跡、八木沢清水遺跡に関する記述
あり
【購入、TRC 新刊案内 2031 号】

【受贈】

前橋まちなか神社寺院教会 ＭＡＥＢＡＳＨＩ
ＧＵＩＤＥ ＭＡＰ
前橋市歴史文化遺産活用委員会/発行
[出版年不明] 二つ折り 42 × 30cm【受贈】

太田駅周辺グルメマップ タクシー運転手･宿泊
施設が選んだ
太田商工会議所/作製
[2017.11] 折りたたみ A2 判
【上毛 11/17、読売 11/20】
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〔 2017.12〕

大人になったらしたい仕事 「好き」を仕事にし
た３５人の先輩たち
朝日中高生新聞編集部/編
朝日学生新聞社/発行
2017.9 165p 23cm 1500 円
アウトドアガイドの木村哲也(渋川市生まれ)に
関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2030 号】

昭和レトロとノスタルジー空間
大辻徹禅/製作
[2017.11] 23p A4 判
大辻氏は桐生市在住
伊香保や四万温泉に関する記述あり
【桐生タイムス 11/21】
戦国家臣団実力ナンバーワン決定戦 織田か徳川
か武田か！？戦国最強軍団を決める！
本郷和人/監修 宝島社/発行
2017.10 111p 30cm 700 円
真田家臣団に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2032 号】

唐堀Ｂ遺跡 上信自動車道吾妻西バイパス建設事
業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.10 184p 写真図版 68p 付図 3 枚 30cm
（ 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
調査報告書 第 630 集 ）
【受贈】

高崎市観音塚考古資料館企画展 第２９回
小さな古墳の物語 群馬の群集墳を考える
高崎市観音塚考古資料館/編集･発行
2017.10 41p 30cm
【受贈】

川田城のお姫さま円珠姫
川田地区地域資源活用研究会(沼田市)/製作
[2017.11] 二つ折り 30 × 42cm
他に掲示用として A0 サイズのカラー版がある
【受贈、上毛 11/17】
観照寺屋敷遺跡 福島大光坊遺跡 防火水槽設置
工事･町立中央児童館建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
群馬県佐波郡玉村町教育委員会/編集･発行
2017.9 73p 巻頭写真 2p 30cm
（ 玉村町埋蔵文化財発掘調査報告書 第 98 集 ）
【受贈】
北関東ＭＡＰ！
北関東三県広域観光推進協議会/発行
2017.10 折りたたみ 60 × 84cm
【受贈、東京 11/21、ぐんま経済新聞 11/30】

多胡郡の郷と人々～古代の多胡郡にはこんな人た
ちがいた～ 多胡碑記念館 特別展
多胡碑記念館/発行
2017.10 14p 30cm
【受贈】
田中遺跡３ 宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書
スナガ環境測設/編集
2017.9 24,7p 30cm
【受贈】

京近江の武将群像
京都新聞社/編 サンライズ出版/発行
2017.9 225p 19cm 1500 円
（ 淡海文庫 59 ）
井伊直政、滝川一益に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2033 号】

旅の手帖 [２０１７年]１１月号
交通新聞社/発行
[2017.10] 596 円
草津温泉に関する記述あり
【上毛 11/12】
日 本の 新 絶景 行 け る！ 撮れ る ！Ｓ Ｎ Ｓ 映 え す
る！
洋泉社/発行
2017.10 110p 29cm 1200 円
（ 洋泉社 MOOK ）
野反湖に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2032 号】

桐生で生まれた講談社の創立者･日本の雑誌王
野間清治
野間清治顕彰会[/発行]
[出 版 年 不 明 ] 4p 30cm
【受贈】
個室露天＆貸し切り風呂の宿 ２０１８版 極上
の温泉に浸かる贅沢なひととき
スターツ出版/発行
2017.11 138p 29cm 880 円
（ スターツムック ）
草津に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2033 号】

特別展 平成２９年度
刀工(とうこう) 藤枝太郎英義一門(ふじえだた
ろうてるよしいちもん)
玉村町歴史資料館/編集･発行
2017.10 [16p] 30cm
【受贈】

境まちの史跡と景観 写真集 旧日光例幣使道と
その周辺
地域活性化組織「境いきいきアイ」/発行
2017.10 14p 30cm
【受贈】

〔 2017.12〕

武田勝頼 試される戦国大名の「器量」
丸島和洋/著 平凡社
2017.9 383p 19cm 1900 円
（ 中世から近世へ ）
群馬県に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2031 号】
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なぜ、地形と地理がわかると幕末史がこんなに面
白くなるのか 全５０項目に地図がついてよくわ
かる！
大石学/監修 洋泉社/発行
2017.10 189p 18cm 900 円
（ 歴史新書 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2032 号】

三ツ寺村前道下遺跡 宅地造成に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書
スナガ環境測設/編集 高崎市教育委員会/発行
2016.8 14,3p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 379 集 ）
【受贈】

七日市遺跡 平成２８年度社会資本整備交付金事
業(道路)駒寄ＳＩＣ大型車対応化整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
技研コンサル/編集
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2017.8 64p 写真図版 2,17 30cm
（ 吉岡町文化財調査報告書 第 36 集 ）
【受贈】

3 社会科学
介護のおしごと 小学生用
群馬県健康福祉部介護高齢課介護人材確保対策
室[/発行]
[2017] 7p 30cm【受贈、ぐんま経済 11/16】
介護のおしごと 中学生用
群馬県健康福祉部介護高齢課介護人材確保対策
室[/発行]
[2017] 7p 30cm【受贈、ぐんま経済 11/16】

野間清治顕彰会二十周年記念誌
野間清治顕彰会二十周年記念事業実行委員会/
編集 野間清治顕彰会/発行
2017.10 6,101p 26cm
【受贈】

介護のおしごと 高校生用
群馬県健康福祉部介護高齢課介護人材確保対策
室[/発行]
[2017] 7p 30cm【受贈、ぐんま経済 11/16】

拝啓、小澤征爾様 きたかる別冊特集号
きたかる編集部/企画･編集･制作
北軽井沢じねんびと/発行
2017.9 1 冊 23cm
【受贈】

教育委員会の点検･評価 平成２８年度対象
群馬県教育委員会[/発行]
[2017.8] 107p 30cm
【受贈】

日帰りで行く！紅葉絶景 首都圏版
ぴあ/発行
2017.11 82p 30cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
吾妻渓谷、照葉峡、吹割の滝、谷川岳、妙義山、
わたらせ渓谷鐡道に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2032 号】

行政報告 平成２８年度
群馬県[/発行]
[2017.10] 355p 30cm

【受贈】

桐生高校１００年史（上･下巻）
桐生高校同窓会 100 年史刊行委員会･群馬県立
桐生高等学校/編集･発行
2017.11 2 分冊(557p) 26cm 3500 円
第 1 分冊：上巻 280p
第 2 分冊：下巻[277p]
付属資料：「写真･校歌･応援歌」DVD1 枚
表紙画は山口晃「ショッピングモール」(部分)
【受贈、上毛 11/19】

藤枝市寺家前遺跡発掘の背負い板から、全国の連
雀地名の由来へ
磯部博平･磯部瑛範･磯部絢葉/共著
磯部出版/発行
2017.8 19p 30cm
【受贈】
ぷらっとみどりまちあるきマップ 群馬県みどり
市 大間々笠懸エリア
群馬県みどり市役所観光課[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

群馬医療福祉大学紀要 第五号
群馬医療福祉大学/発行
2017.3 181p 30cm

ブルーノ･タウト研究 ロマン主義から表現主義
へ
長谷川章/著 ブリュッケ/発行
2017.10 705p 図版 16p 22cm 8000 円
【TRC 新刊案内 2032 号】

群馬県決算に関する付属書類
群馬県[/発行]
[2017] 421p 30cm

まんが戦国武将大事典
矢部健太郎/監修 西東社/発行
2017.11 287p 21cm 1200 円
（ 小学生おもしろ学習シリーズ ）
滝川一益、井伊直政、真田昌幸に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2033 号】
-3-

【受贈】
平成２８年度
【受贈】

群馬県歳入歳出決算書 平成２８年度
群馬県[/発行]
[2017.10] 35p 21 × 30cm

【受贈】

群馬県統計年鑑 第６３回
群馬県企画部統計課/編集･発行
2017.9 6,284p 30cm

【 受贈】
〔 2017.12〕

健康福祉研究 第１４巻第１号（２０１７）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2017.9 69p 26cm
【受贈】

日本の火災 報道写真で見る現場最前線
伊藤克巳/解説･著 朝日新聞社/写真
イカロス出版/発行
2017.10 121p 26cm 2000 円
（ イカロス MOOK ）
水上温泉菊富士ホテル火災に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2028 号】

桔梗(けっこう)―世紀を超えて― 沼田高等学校
創立百二十周年記念誌
沼田高等学校創立百二十周年記念事業実行委員
会記念誌部会/編集
群馬県立沼田高等学校/発行
2017.11 178p 30cm【受贈、週間利根 11/12】

日本民俗 第１号～第３３号 復刻版
小川直之/監修･解説 クレス出版/発行
2017.8 1 冊 22cm 17000 円
「群馬縣佐波郡宮郷村」森村淺香/著収録
「八朔 群馬縣佐波郡宮郷村」に関する記述あ
り
【購入、TRC 新刊案内 2028 号】

国勢調査報告 平成２７年第３巻その２－[３]
就業状態等基本集計結果 都道府県･市区町村編
３
総務省統計局/編集 日本統計協会/発行
2017.9 1 冊 31cm 6800 円
付属資料：CD-ROM1 枚
群馬県の結果収録 【TRC 新刊案内 2032 号】

明治期の地方制度と名望家
飯塚一幸/著 吉川弘文館/発行
2017.10 6,308,8p 22cm 9500 円
手島仁「群馬県における県会党派の発生と展開」
に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2032 号】

市税の概要 平成２９年度
[前橋市]財務部収納課･市民税課･資産税課･[前
橋市]健康部国民健康保険課/編集
[前橋市]財務部収納課/発行
2017.9 77p 29cm
【受贈】

4 自然科学

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
満徳寺(太田市)に関する記述あり
著者は太田市立縁切寺満徳寺資料館名誉館長
【上毛 11/29、TRC 新刊案内 2033 号】

六合(くに)の花だより ｎｏ.１
ICHIYO WORKS/編集
オークネット･アグリビジネス花き事業部[/発
行]
[2017.9] [4p] 26cm
【受贈】

上州路の民間医療と禁忌の民俗を訪ねて
酒井正保/著
2017.9 118p 21cm 1200 円(税込)
著者は前橋市在住
【受贈、上毛 11/1】

市町村別鳥類生息密度調査報告書 第１１次鳥獣
保護管理事業計画（平成２４年度～平成２８年度）
第五次報告
群馬県[/発行]
[2017.9] 217p 30cm
【受贈】

税務概要 平成２９年度
総務部税務課･納税課/編集
2017.10 39p 30cm

新日本の探鳥地 首都圏編 東京都,神奈川県,埼
玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県
BIRDER 編集部/編 文一総合出版/発行
2017.10 191p 21cm 1900 円
【TRC 新刊案内 2032 号】

渋川市/発行
【受贈】

戦後日本教員養成の歴史的研究
土屋基規/著 風間書房/発行
2017.9 5,7,753p 22cm 14000 円
群馬大学に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2033 号】

正しく知ってる？ 食物アレルギー
群馬県[/発行]
[2017.11] 8p A4 判
【読売 11/30】

チャレンジ･ザ･ドリーム―群馬の明日をひらく―
平成２８年度
総務部企画課/企画･編集
群馬県信用保証協会/発行
2017.9 303p 21cm
【 受 贈 、 上 毛 11/24】

はじめての地質学 日本の地層と岩石を調べる
日本地質学会/編著 ベレ出版/発行
2017.9 247p 19cm 1600 円
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 2030 号】
前橋市医師会医学講演集録
（第４０集）
前橋市医師会/編集･発行
2017.10 141p 30cm

〔 2017.12〕
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平成２８年度版
【自館作成】

和算百科
和算研究所/編 佐藤健一/編集代表
丸善出版/発行
2017.10 6,310p 22cm 5800 円
「関孝和の『括要算法』」･「関孝和の傍書法」
･「関孝和の求積計算」収録
【TRC 新刊案内 2033 号】

世界遺産データ･ブック ２０１８年版
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
2017.9 174p 21cm 2600 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 2032 号】
全国棚田ガイド 日本の棚田百選を含む全国の美
しい棚田２１２
中島峰広/監修 棚田ネットワーク/編
家の光協会/発行
2017.10 319p 21cm 2500 円
真沢(みなかみ町月夜野)に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2031 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
ＴＧ―ｃｌｏｕｄ(ティー･ジー･クラウド) ＧＵ
ＮＭＡ ＡＬＬ ＴＯＹＯＴＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥ
ｖｏｌ.０１ ２０１７秋･冬
トヨタ部品群馬共販/発行
2017 23p 30cm
【受贈、ぐんま経済 11/2、上毛 11/14】

地域ブランドのつくり方と働き方 いま注目した
い地域と、そこで働くひとを紹介！
枻出版社/発行
2017.10 176p 29cm 1800 円
（ エイムック 3851 ）
『「祈りの場」の再生で神社から地域コミュニ
ティーの場を創出 群馬県高崎市』収録
【TRC 新刊案内 2032 号】

まえばしのかんきょう 平成２９年度版
前橋市環境部環境政策課/編集
2017.10 150p 29cm
【受贈】
まちを読み解く 景観･歴史･地域づくり
西村幸夫･野澤康/編 朝倉書店/発行
2017.10 9,146p 26cm 3200 円
「群馬県板倉町―文化的景観の分布調査」宮脇
勝/著収録
【TRC 新刊案内 2033 号】

富岡製糸場の場合～世界遺産の闇
松岡秀隆/著･発行
2017.10 67p 18cm

【受贈】

４７都道府県･米／雑穀百科
井上繁/著 丸善出版/発行
2017.10 4,365p 20cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2033 号】

6 産業
ぐんまの逸品 ２０１７－２０１８
品カタログ
群馬県観光物産国際協会/発行
[2017] 106p 21cm

群馬の物産

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

【受贈】

アコギ超人気ヒット曲あつめました。
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.10 303p 26cm 2000 円
（ ギター弾き語り ）
back number の「高嶺の花子さん」･「花束」の
楽譜収録
【TRC 新刊案内 2033 号】

女性とツーリズム 観光を通して考える女性の人
生
友原嘉彦/編著 古今書院/発行
2017.9 6,186p 21cm 3200 円
「世界遺産富岡製糸場に関する女工の歴史」丸
山奈穂/著収録【購入、TRC 新刊案内 2028 号】

粋な古伊万里 江戸好みのうつわデザイン
「粋な古伊万里」図録編集部/編 平凡社/発行
2017.10 127p 26cm 2222 円
2017 年 10 月～ 2018 年 4 月開催の展覧会の図
録(2018 年 1 月～ 4 月は群馬県立館林美術館で
開催)
【TRC 新刊案内 2032 号】

世界遺産事典 ２０１８改訂版 １０７３全物件
プロフィール
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
2017.9 222p 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 2032 号】
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〔 2017.12〕

馬の美術１５０選―山口晃「厩圖２０１６」完成
披露― 馬の博物館開館４０周年記念所蔵名品展
図録
馬事文化財団馬の博物館/編集
2017.9 128p 30cm
山口晃「道後百景」、山口晃「厩圖 2016」収録
【受贈】
絵と言葉のまじわりが物語のはじまり
からそうぞうの森へ
太田市美術館･図書館/編集･発行
2017.10 143p 21cm
（ 本と美術の展覧会 vol.1 ）

【受贈】

演歌詩選集
野村紫雲(忠雄)/著･発行
2017.5 22p 26cm
野村氏は安中市在住

【受贈】

浜田知明･秀島由己男版画展
大川美術館(桐生市)/発行
2017.9 99p 23cm
（ 特別企画展 No.103 ）

東吾妻町スポーツ協会合併１０周年記念誌
東吾妻町スポーツ協会/編集･発行
2017.5 107p 30cm
【受贈】

絵本原画
Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ選手名鑑･最新観戦ガイド 公認
アナリスト佐々木クリス、完全プロデュース＆徹
底分析 ２０１７－１８
ぴあ/発行
2017.10 113p 26cm 1300 円
（ ぴあ 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 2032 号】
Ｂ.ＬＥＡＧＵＥパーフェクト選手名鑑 Ｂ１／
Ｂ２／Ｂ３全選手完全網羅！
洋泉社/発行
2017.10 191p 21cm 1300 円
（ 洋泉社 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 2032 号】

大人のための上毛かるたガイド
上毛かるたチームす･も･の/制作
[2017.11] 四つ折り A3 判
【上毛 11/25】
Ｊ－ＰＯＰ＆定番ベストソングス 人気の６０曲
掲載！
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.10 255p 31cm 2200 円
（ ギター･ソロ ）
back number の「高嶺の花子さん」･「花束」の
楽譜収録
【TRC 新刊案内 2032 号】

もっとシマエナガちゃん
小原玲/著 講談社ビーシー/発行
2017.10 95p 15 × 15cm 1300 円
著者は前橋高出身
【上毛 11/24、TRC 新刊案内 2036 号】

スノーキャンプ･マニュアル ＳＮＯＷ ＣＡＭＰ
雪の中でアウトドアを快適に楽しむ
ボーイスカウト日本連盟/監修
スノーキャンプ推進委員会/編
誠文堂新光社/発行
2017.10 206p 21cm 2200 円
北軽井沢スウィートグラスに関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2032 号】

8 語学

せいきの大問題 新股間若衆
木下直之/著 新潮社/発行
2017.4 206p 20cm 1800 円
前橋駅前「建設と平和」男女二体像(分部順治
作)他、分部の作品に関する記述あり
分部氏は高崎市生まれの彫刻家
【朝日 11/22、TRC 新刊案内 2011 号】

9 文学
あるがまま生きる
青木元次/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.10 55p 20cm
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 11/9】

先駆者の詩 混声合唱曲
信長貴富/作曲 山村暮鳥/作詩
カワイ出版/発行
2017.10 9p 30cm 600 円
（ 混声合唱ピース ）【TRC 新刊案内 2032 号】

安吾史譚 昭和二十七年作品
坂口安吾/著 土曜社/発行
2017.10 157p 15cm 795 円
【TRC 新刊案内 2033 号】
思い出 紡いで 短編読み物集
片亀歳晴/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.11 244p 20cm
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 11/15】

超最高！おもしろソング大集合！ ギター･ソロ
＆ギター弾き語り
ケイ･エム･ピー/発行
2017.10 175p 31cm 2000 円
「ヤマダ電機の歌」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2032 号】
〔 2017.12〕

【受贈】
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怪盗王子チューリッパ！ ３ 怪盗王の挑戦状
如月かずさ/作 柴本 翔/絵 偕成社/発行
2017.10 141p 22cm 1200 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2033 号】

童謡詞百選集
野村紫雲(忠雄)/著･発行
2017.3 36p 26cm
野村氏は安中市在住

ＫとＴ 独歩と花袋―二人が生んだ友情と文学―
田山花袋記念文学館開館３０周年記念特別展
館林教育委員会文化振興課(田山花袋記念文学
館)/発行
[2017.10] 19p 30cm
【受贈】

信長 昭和二十八年作品
坂口安吾/著 土曜社/発行
2017.10 371p 15cm 895 円
【TRC 新刊案内 2033 号】

【受贈】

メッシュの靴 歌集
登坂喜三郎/著 地表短歌社(前橋市)/発行
2017.11 179p 18cm 1200 円(税込)
（ 地表叢書 第 159 篇 ）
著者は前橋市在住
【受贈】

坂口安吾論
柄谷行人/著 インスクリプト/発行
2017.10 273p 20cm 2600 円
【TRC 新刊案内 2033 号】
〆切本 ２
左右社編集部/編 左右社/発行
2017.10 386p 19cm 2300 円
「手紙／はがき 昭和八年／十一年」萩原朔太
郎/著収録
【TRC 新刊案内 2032 号】

村上鬼城顕彰小中学生俳句大会作品集 第３０回
村上鬼城顕彰会/発行
2017.9 69p 26cm
【受贈】
村上鬼城顕彰全国俳句大会応募作品集 第３１回
第３０回村上鬼城賞作品集
村上鬼城顕彰会全国俳句大会事務局/編集
村上鬼城顕彰会/発行
2017.9 71p 26cm
【受贈】

世界の旅人堀さんのエスペラント気ままエッセー
７
堀泰雄/著 ホリゾント出版(前橋市)/発行
2017.11 256p 26cm 1200 円
著者は前橋市在住
【受贈】

蘇える鬼平犯科帳 池波正太郎と七人の作家
池波正太郎･逢坂剛/ほか著 文藝春秋/発行
2017.10 379p 20cm 1750 円
「浅草･今戸橋」門井慶喜(群馬県生まれ)/著収
録
【TRC 新刊案内 2032 号】

絶景ノート
岡本啓/著 思潮社/発行
2017.7 113p 21cm 2200 円
第 25 回萩原朔太郎賞受賞作
【購入、TRC 新刊案内 2024 号】

乱世をゆけ 織田の徒花、滝川一益
佐々木功/著 角川春樹事務所/発行
2017.10 323p 19cm 1400 円
滝川一益の生涯を描いた小説
【TRC 新刊案内 2032 号】

雑木ノ林道 ふるさと考
杉田泰一/著 静岡新聞社/発売
2017.8 239p 19cm 1000 円
萩原朔太郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2032 号】

若菜集 詩集
柳沢幸雄/著 明文書房/発行
2017.11 113p 21cm 1200 円
著者は伊勢崎市在住

太宰治の辞書
北村薫/著 東京創元社/発行
2017.10 285p 15cm 700 円
（ 創元推理文庫 M き 3-7 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2033 号】

【受贈】

県関係者の一般著作

追憶の夏 歌集
監物昌美/著 愛柑舎(伊勢崎市)/発行
2017.11 134p 19cm
著者は伊勢崎市在住
【受贈】

あらゆる病気は歩くだけで治る！
青柳幸利/著 SB クリエイティブ/発行
2017.10 170p 18cm 800 円
（ SB 新書 408 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2032 号】

動詞 林桂句集
林桂/著 現代俳句協会/発行
2017.10 155p 20cm 2000 円(頒価)
（ 現代俳句コレクション 第 2 期･7 ）
著者はみなかみ町生まれ、前橋市在住
【受贈、上毛 11/28】
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〔 2017.12〕

「宇宙戦艦ヤマト」の真実 いかに誕生し、進化
したか
豊田有恒/著 祥伝社/発行
2017.10 219p 18cm 780 円
（ 祥伝社新書 518 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2032 号】

まちではたらくくるま
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.11 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 10 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2033 号】

享徳の乱 中世東国の「三十年戦争」
峰岸純夫/著 講談社/発行
2017.10 221p 19cm 1550 円
（ 講談社選書メチエ 661 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2033 号】

まるごとわかるイチゴ 基礎知識、栽培技術、品
種解説、海外動向まで完全網羅
西澤隆/著 誠文堂新光社/発行
2017.10 207p 21cm 2200 円
（ 農耕と園藝ブックス ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2032 号】

こうじのくるま
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.11 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 4 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2033 号】

龍馬を殺した男西郷隆盛
大野富次/著 宮帯出版社/発行
2017.11 214p 19cm 1800 円
著者は群馬郷土史研究所主宰
【受贈、TRC 新刊案内 2038 号】

新解釈ボイメンの試験に出ない英単語
中山･「ボイメンの試験に出ない英単語」製作
委員会/著 飛鳥新社/発行
2017.10 175p 19cm 1296 円
（ 出ない順シリーズ ）
中山氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 2033 号】

列車ダイヤはこう進化を遂げた 日本の鉄道はニ
ーズにどう答えてきたのか
和佐田貞一/著 交通新聞社/発行
2017.10 238p 18cm 800 円
（ 交通新聞社新書 116 ）
著者は群馬大学大学院(機械)修了
【TRC 新刊案内 2033 号】

東北おんば訳石川啄木のうた
石川啄木[/著] 新井高子/編著 未來社/発行
2017.9 177p 19cm 1800 円
新井氏は桐生市出身
【桐生タイムス 11/27、TRC 新刊案内 2031 号】

視聴覚資料

登録有形文化財 保存と活用からみえる新たな地
域のすがた
佐滝剛弘/著 勁草書房/発行
2017.10 14,329,7p 20cm 2700 円
著者は高崎経済大学地域科学研究所特命教授
【上毛 11/21、TRC 新刊案内 2034 号】

安中元気いきいき体操 安中市合併１０周年記念
事業（DVD）
群馬医療福祉大学リハビリテーション学部准教
授作業療法士山口智晴･講師理学療法士多田菊
代/体操作成 内田病院音楽療法士高橋由貴子/
作曲演奏 安中市/企画制作
2016 [15 分 ]
【受贈】

乗り物ずかん
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.11 48p 26cm 820 円
（ こども絵本エルライン 1 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2033 号】

Ｃｒｏｓｓ Ｒｏａｄ／雲に永遠に…（CD）
舞川るみ/歌 香川誠/プロデュース
[2017.11] 2 曲
舞川氏は桐生市出身
香川氏は群馬県出身 【桐生タイムス 11/25】

ひこうき
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.11 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 9 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2033 号】

電子資料
前橋市医師会医学講演集録
（第４０集）（CD-ROM）
前橋市医師会/編集･発行
2017.10 1 枚

パトカー･しょうぼうしゃ
小賀野実/写真･文 JTB パブリッシング/発行
2017.11 1 冊 15 × 15cm 550 円
（ のりもの 6 ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2033 号】
〔 2017.12〕
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平成２８年度版
【受贈】

