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一生に一度はお参りしたい神社１００ 格別のご
利益を授かれる特選･日本全国神社名鑑
メディアックス/発行
2017.11 97p 30cm 1000 円
（ メディアックス MOOK 633 ）
一之宮貫前神社、榛名神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2036 号】

平成 30(2018)年 1 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

御朱印でめぐる関東の百寺 坂東三十三観音と古
寺
『地球の歩き方』編集室/著
ダイヤモンド･ビッグ社/発行
2017.11 144p 21cm 1500 円
（ 地球の歩き方御朱印シリーズ 11 ）
宝徳寺(桐生市)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 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。
・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。

日本の神社さんぽ 全都道府県から開運神社と御
朱印が大集合！
戸部民夫/著 エクスナレッジ/発行
2017.11 143p 21cm 1600 円
一之宮貫前神社、赤城神社に関する記述あり
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2038 号】

０ 総記
2 歴史･伝記･地理

関東地区学校図書館研究大会群馬大会研究集録
第３４回
群馬大会運営委員長 樺沢雅弘/編集･発行
2017.11 87p 30cm
【受贈】

あっぱれ歴史人物事典 すごすぎ！？ドヤ顔偉人
伝！！
大石学/監修 学研プラス/発行
2017.12 159p 19cm 1000 円
真田幸村、田中正造に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2039 号】

桐生みどりフリモ 創刊号 [２０１７年]１２月
号
桐生みどりフリモ編集室/企画･編集
中広/発行
2017.11 28p 30cm
【受贈】
群馬県立歴史博物館紀要 第３８号
群馬県立歴史博物館/発行
2017.3 132p 30cm

一度は入りたい秘湯･古湯１００選
交通新聞社/発行
2017.11 112p 29cm 889 円
（ 旅の手帖 MOOK A38 ）
赤城温泉、川古温泉、尻焼温泉、法師温泉、四
万温泉、梨木温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2034 号】

【受贈】

上毛新聞社１３０年史
上毛新聞社 130 年史編纂委員会/編集
上毛新聞社/発行
2017.11 295p 27cm
付属資料：「上毛新聞創刊号」
【受贈】

１日１０分でちずをおぼえる絵本 とどうふけん
たのしくおぼえてわすれない 改訂版
あきやまかぜさぶろう/著 白泉社/発行
2017.10 56p 27cm 1800 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 2035 号】
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〔2018.1〕

今明かすスクープの秘密４０ 墓場までもってゆ
く機密を記者たちが明かした！
文藝春秋/発行
2017.10 126p 26cm 778 円
（ 文春ムック ）
『中山律子が語った「私が娘とボウリングをし
ない理由」』収録 【TRC 新刊案内 2034 号】

ぐんまの源泉パスポート 日帰り入浴 ２０１８
－１９年版
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.11 90p 21cm 800 円
【受贈、TRC 新刊案内 2039 号】
小泉進次郎と福田達夫
田崎史郎･小泉進次郎/著 文藝春秋/発行
2017.11 287p 18cm 890 円
（ 文春新書 1148 ）
【図書新聞 12/9、TRC 新刊案内 2038 号】

イルミネーション＆ナイトアミューズメントぴあ
２０１８最新保存版
丸々もとお/総監修 ぴあ/発行
2017.12 120p 30cm 780 円
（ ぴあ MOOK ）
ぐんまフラワーパークに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】

校注本藩名士小伝 真田昌幸･信之の家臣録
河原綱徳/編輯 柴辻俊六/翻刻･校訂
高志書院/発行
2017.10 227p 21cm 4000 円
【TRC 新刊案内 2034 号】

内村鑑三 代表的日本人 永遠の今を生きる者た
ち
若松英輔/著 NHK 出版/発行
2017.10 173p 19cm 1000 円
（ NHK「100 分 de 名著」ブックス ）
【TRC 新刊案内 2034 号】

ココロソダテ
雅楽川陽子[/著] パリッシュ/発行
[2017] 151p A5 判 1300 円
雅楽川氏 は桐生市 生まれ、COCO-LO(桐生市)
社長
【上毛 12/5、桐生タイムス 12/25】

大八木換地分遺跡―倉庫建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査―
毛野考古学研究所/編集･発行
2017.8 10p 写真図版 3p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 396 集 ）
【受贈】

御朱印トレッキング 関東週末旅
東京都山岳連盟/監修 淡交社/発行
2017.11 127p 21cm 1600 円
妙義山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

尾瀬周辺案内図 ～尾瀬国立公園～
群馬県片品村役場むらづくり観光課･片品村観
光協会[/発行]
[2017.3] 折りたたみ 37 × 52cm 【受贈】

コーヒーはぼくの杖 発達障害の少年が家族と見
つけた大切なもの
岩野響･岩野開人/著 三才ブックス/発行
2017.12 182p 19cm 1300 円
岩野響氏は桐生市のコーヒー焙煎士
【桐生タイムス 12/16、TRC 新刊案内 2043 号】

尾瀬ツーリズムガイドマップ 四つの市町村から
楽しむ尾瀬
片品村観光協会･尾瀬檜枝岐温泉観光協会･南会
津町観光物産協会･魚沼市観光協会[/発行]
[出版年不明] 折りたたみ 60 × 42cm
【受贈】
尾瀬ハイキングガイド
尾瀬保護財団[/発行]
[2016.6] 折りたたみ

42 × 60cm

金剛萱に旧石器時代をさぐる―金剛萱遺跡と下仁
田ローム層―
金剛萱遺跡研究会「下仁田自然学校文庫 8」編
集委員会/編著 下仁田自然学校/発行
2014.11 56p 21cm
（ 下仁田自然学校文庫 8 ）
【受贈】

【受贈】

柴崎蟹沢遺跡―建売分譲に伴う埋蔵文化財発掘調
査―
毛野考古学研究所/編集･発行
2017.9 10p 写真図版 3p 30cm
（ 高崎市文化財調査報告書 第 397 集 ）
【受贈】

企画展 第９３回 海を渡って来た馬文化―黒井
峯遺跡と群れる馬― グランドオープン記念
群馬県立歴史博物館/編集･発行
2017.9 198p 30cm
【受贈】
群馬県埋蔵文化財調査事業団年報 ３６
平成２８年度事業概要
群馬県埋蔵文化財調査事業団/編集･発行
2017.10 84p 30cm
【受贈】

〔 2018.1〕

ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＩＮＮＳ ＡＮＤ ＨＯＴ ＳＰ
ＲＩＮＧＳ Ａ ＧＵＩＤＥ ＴＯ ＪＡＰＡＮ’
ｓ ＢＥＳＴ ＲＹＯＫＡＮ ＡＮＤ ＯＮＳＥＮ
ロブ･ゴス/著 関昭彦/写真
チャールズ･イー･タトル出版/発行
2017.11 216p 21 × 21cm 2000 円
別邸 仙寿庵(みなかみ町)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】
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ＪＡＰＡＮ ＴＲＡＶＥＬＥＲ’ｓ ＣＯＭＰＡＮ
ＩＯＮ ＪＡＰＡＮ’ｓ ＭＯＳＴ ＦＡＭＯＵＳ
ＳＩＧＨＴＳ ＦＲＯＭ ＯＫＩＮＡＷＡ ＴＯ Ｈ
ＯＫＫＡＩＤＯ
ロブ･ゴス/著
チャールズ･イー･タトル出版/発行
2017.11 144p 21 × 21cm 2000 円
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 2037 号】

ｄ ｄｅｓｉｇｎ ｔｒａｖｅｌ ２２ 群馬
D&DEPARTMENT PROJECT/発 行
2017.11 192p 23cm 1900 円
付属資料：「Nakabito VOL.1」21p 21cm
【上毛 11/24、TRC 新刊案内 2036 号】
ドイツに渡った日本文化
寺澤行忠/著 明石書店/発行
2017.10 232p 19cm 2000 円
ブルーノ･タウト、中曽根康弘、萩原朔太郎に
関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2036 号】

１５歳のコーヒー屋さん 発達障害のぼくができ
ることからぼくにしかできないことへ
岩野響/著 KADOKAWA/発行
2017.12 189p 19cm 1300 円
著者は桐生市の焙煎士
【桐生タイムス 12/16、TRC 新刊案内 2043 号】

図書館九条の会 会員通信 ＮＯ.１４
「図書館九条の会」事務局/発行
[2017.11] 40p 30cm
秩父事件に関する記述あり
【受贈】

首都圏発日帰り大人の小さな旅 温泉めぐり 思
い立ったらすぐ行ける至福の名湯を求めて少し贅
沢な旅
昭文社/発行
2017.12 110p 30cm 900 円
（ 昭文社ムック ）
「みなかみ×山の幸」収録
草津温泉、万座温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2036 号】

謎解き郷土の中世史
田原芳雄/著
郷土文化研究会(みなかみ町)/発行
2012.7 44,234p 21cm
著者はみなかみ町生まれ

【受贈】

なるほど知図帳日本 ２０１８ ニュースと合わ
せて読みたい日本地図
昭文社/発行
2017.12 252p 30cm 1600 円
群馬県に関する記述あり
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 2038 号】

上州太田焼そばガイドブック
上州太田焼そばのれん会[/発行]
[2017.12] 13p
【毎日 12/17、朝日 12/20】
消費者庁･消費者委員会創設に込めた想い
原早苗･木村茂樹/編著 商事法務/発行
2017.10 5,199p 21cm 2500 円
福田康夫元総理が消費者庁立ち上げについて語
ったインタビューや資料も収録
【TRC 新刊案内 2035 号】

ニッポンの名湯宿 この週末に行きたい名湯宿を
目的別に収録！
枻出版社/発行
2017.11 176p 29cm 1600 円
（ エイムック 3876 ）
つつじ亭(吾妻郡)、香雲館(渋川市)、草津温泉、
伊香保温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2039 号】

昭和の「黒幕」１００人 戦後史を操った「真の
実力者」１００人の素顔 完全保存版
別冊宝島編集部/編 宝島社/発行
2017.12 127p 26cm 700 円
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】

日本史１００人のカルテ
和田秀樹/監修 宝島社/発行
2017.12 286p 19cm 680 円
真田昌幸、井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】

図解幕末･維新の１００人 ひと目でわかる!楽し
くわかる！
童門冬二/監修 成美堂出版編集部/編
成美堂出版/発行
2017.11 159p 26cm 1300 円
（ SEIBIDO MOOK ）
小栗忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

日 本の 武 士１ ００ 人 の履 歴書 鬼武 者 に も 裏 の
顔！？
矢部健太郎/監修 宝島社/発行
2017.11 159p 26cm 700 円
井伊直政、真田信之、真田信繁、新田義貞に関
する記述あり
【TRC 新刊案内 2036 号】

絶景と美食の湯宿 首都圏版 ２０１７
ぴあ/発行
2017.11 98p 30cm 880 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2035 号】
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〔2018.1〕

日本百名山 山の名はこうしてついた
楠原佑介/著 祥伝社/発行
2017.11 209p 18cm 800 円
（ 祥伝社新書 521 ）
平ヶ岳、巻機山、燧岳、至仏山、谷川岳、奥白
根山、皇海山、武尊山、赤城山、草津白根山、
四阿山、浅間山に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2037 号】

明治の男子は、星の数ほど夢を見た。 オスマン
帝国皇帝のアートディレクター山田寅次郎
和多利月子/編著 産学社/発行
2017.10 324p 19cm 2800 円
山田氏は沼田藩士中村家に生まれる
【TRC 新刊案内 2037 号】
読みたくなる「地図」 日本の都市はどう変わっ
たか 東日本編
平岡昭利/編 海青社/発行
2017.11 133p 26cm 1600 円
前橋、高崎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

日本列島におけるナイフ形石器文化の生成 現生
人類の移住と定着
大塚宜明/著 北海道大学出版会/発行
2017.9 8,376p 27cm 12000 円
（ 札幌学院大学選書 ）
岩宿遺跡、権現山遺跡、三和工業団地Ⅰ遺跡、
下触牛伏遺跡、武井遺跡、不二山遺跡、分郷八
崎遺跡、元宿遺跡に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2036 号】

流罪の日本史
渡邊大門/著 筑摩書房/発行
2017.11 260p 18cm 860 円
（ ちくま新書 1290 ）
真田昌幸･信繁親子に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

乃木坂４６素顔のコトバ 坂道のぼれ！
小倉航洋/著 太陽出版/発行
2017.11 233p 19cm 1300 円
白石麻衣(群馬県出身)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】

歴代内閣総理大臣のお仕事
政権掌握と失墜の９７代１５０年のダイナミズム
内閣総理大臣研究会/編著 鹿砦社/発行
2017.11 159p 18cm 600 円
（ 鹿砦社新書 001 ）
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 2038 号】

幕末的思考
野口良平/著 みすず書房/発行
2017.11 308,4p 20cm 3600 円
「渡辺崋山と高野長英」、「小栗忠順と近藤勇」
収録
【TRC 新刊案内 2038 号】

私の西郷どん
井手窪剛/著 方丈社/発行
2017.11 286p 19cm 1500 円
「内村鑑三･西郷少年のこと」収録
【TRC 新刊案内 2038 号】

バリアフリー温泉で家族旅行 とっておきの親孝
行旅行に。３世代での大家族旅行に。 続
山崎まゆみ/著 昭文社/発行
2017.11 143p 21cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2035 号】
はるかな尾瀬 Ｖｏｌ.３４
尾瀬保護財団/発行
2017.11 12p 30cm

【受贈】

3 社会科学

日帰り温泉Ｂｅｓｔ 首都圏版
ぴあ/発行
2017.12 98p 26cm 680 円
（ ぴあ MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】

伊勢崎市議会定例会会議録 平成２９年第４回
伊勢崎市議会議長/調製発行
2017.11 5,247p 30cm
【受贈】

前橋市観光パンフレット「ｋｕｒｕｎ(くるん)」
ｖｏｌ.２
オリエンタル群馬/企画･編集･制作
前橋市観光振興課/発行
2017.8 30p 30cm
【受贈】

〔 2018.1〕
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美し園百十年誌
群馬県立桐生女子高等学校/発行
2017.10 6,178p 30cm

【受贈】

花群 第４３号
群照会/発行
2017.11 114p

【受贈】

21cm

グローカル力は鍛錬できる
グローカル人材育成プロジェクト委員会[/編
集] 共愛学園前橋国際大学/編集 上毛新聞社
事業局出版部/発行
2017.3 63p 21cm 600 円
（ KYOAI GAKUEN UNIVERSITY BOOKLET
EXTRA ISSUE ）
【受贈】
群馬県公営企業会計決算審査意見書
度
群馬県監査委員[/発行]
[2017] 82p 30cm
群馬県歳入歳出決算審査意見書
群馬県監査委員[/発行]
[2017.9] 53p 30cm

職員給与等実態調査結果表 平成２９年
群馬県人事委員会[/発行]
[2017] 177p 30cm
【受贈】
職員の給与等に関する報告及び勧告
１０月
群馬県人事委員会[/発行]
[2019.10] 8,46,41p 30cm

平成２９年
【受贈】

平成２８年
新･神楽と出会う本 歌･楽器･お囃子
三上敏視/著 アルテスパブリッシング/発行
2017.10 252p 21cm 2200 円
榛名神社神代舞神楽に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2034 号】

【受贈】

平成２８年度
【受贈】

青雲塾･中曽根康弘賞記念論文募集受賞作品 第
２回
青雲塾(高崎市)/発行
2010.11 39p 21cm
【受贈】

群馬県における「クッチャゴ」物語 資料報告
井田安雄/著 2009.10 [21p] 21cm
『世間話研究第 19 号』抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第４回
青雲塾(高崎市)/発行
2012.11 55p 21cm
【受贈】

群馬県知的障害者福祉協会五十年史
五十年史編纂委員会/編集
群馬県知的障害者福祉協会/発行
2017.11 191p 30cm

【受贈】

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第５回
青雲塾(高崎市)/発行
2013.11 60p 21cm
【受贈】

ぐんまの介護保険 平成２９年度版
群馬県[/発行]
[2017] 30p 30cm

【受贈】

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第６回
青雲塾(高崎市)/発行
2014.11 60p 21cm
【受贈】

群馬県の「小話」について 資料報告
井田安雄/著 2004.10 [34p] 21cm
『世間話研究第 14 号』抜刷
著者は前橋市在住

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第８回
青雲塾(高崎市)/発行
2016.11 68p 21cm
【受贈】

【受贈】

事業概要 平成２８年度
群馬県利根沼田振興局利根沼田保健福祉事務所
[/発行]
2017.10 57p 30cm
【受贈】

青雲塾･中曽根康弘賞論文募集受賞作品 第９回
青雲塾(高崎市)/発行
2017.11 76p 21cm
【受贈】
第七次前橋市総合計画（案）
前橋市[/発行]
[2017] 83p 29cm
付属資料：「推進計画体系図」9p

市長説明 第七次前橋市総合計画（案）
前橋市[/発行]
[2017] 13p 30cm
【受贈】
少年の主張中部地区大会 発表文集
中部教育事務所[/発行]
[2017] 46p 30cm

第３９回
太商五十年史
太商五十周年記念誌編集委員会/編集
太田市立商業高等学校/発行
2014.6 230p 31cm
【受贈】

【受贈】

消費者行政の概要 平成２９年度（平成２９年度
消費者施策と平成２８年度実績）
群馬県生活文化スポーツ部消費生活課/発行
2017.9 47p 30cm
【受贈】
消防概要 平成２９年版
伊勢崎市消防本部[/発行]
[2017.8] 91p 30cm

30cm
【受贈】

館林の学(まな)び舎(や)～学校の変遷と子どもた
ち～
館林市教育委員会文化振興課/発行
[2017.10] 19p 30cm
（ 館林市立資料館特別展 ）
【受贈】

【受贈】
地域貢献活動報告書 平成２８年度
群馬県立県民健康科学大学/発行
[2017.10] 67p 30cm
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【受贈】
〔2018.1〕

地方創生と労働経済論
木村武雄/著 五絃舎/発行
2017.10 7,302p 22cm 2900 円
高崎経済大学の「現代経済思想」の講義ノート
をベースに、「労働経済」や「日本経済」につ
いて詳述
【TRC 新刊案内 2037 号】

法政人類学 第９３号
法政大学人類学研究会[/発行]
[2002.12] 19p 26cm
「群馬の犬伝承―民間信仰落穂拾い―(Ⅲ)」井
田安雄(前橋市在住)/著収録
【受贈】
前橋市各会計補正予算の概要 平成２９年度
平成２９年第４回定例市議会〔１１月補正予算説
明資料〕
[前橋市/発行]
[2017.11] 14p 30cm
【受贈】

帝国データバンク会社年鑑 ９８版(２０１８)東
日本２ 東北/関東 甲信越
帝国データバンク/発行
2017.10 p2563 ～ 4886 31cm 27500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2036 号】

三木武夫秘書回顧録 三角大福中時代を語る
岩野美代治/著 竹内桂/編 吉田書店/発行
2017.11 8,501p 20cm 4000 円
「福田内閣の成立」、「福田内閣改造」収録
【TRC 新刊案内 2037 号】

定例市議会議案書 平成２９年第４回（第１次送
付分）
前橋市[/発行]
[2017.11] 213p 30cm
【受贈】
定例市議会議案説明資料
次送付分）（条例関係）
前橋市[/発行]
[2017] 72p 30cm

第２９年第４回（第１
【受贈】

4 自然科学

東商信用録 関東版 平成２９年版下巻
東京商工リサーチ東京支社/発行
2017.10 2160p 31cm 49000 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2036 号】

温泉批評 ２０１７秋冬号 総力特集日帰り温泉
ランキング
双葉社/発行
2017.10 126p 21cm 880 円
（ 双葉社スーパームック ）
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2034 号】

都々逸坊扇歌の「謎掛け」―上州の「謎解き坊主」
伝承との関連― 資料報告
井田安雄/著 2006.10 [11p] 21cm
『世間話研究第 16 号』抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
中之条町の歳時記
中之条町教育委員会/編集･発行
2014.3 245p 27cm

風のうた 偏見と差別解消の蕾萌え 続
藤田三四郎/著 新葉館出版/発行
2017.12 377p 20cm 2000 円
国立ハンセン病療養所栗生楽泉園(草津町)自治
会長
【受贈、上毛 12/24】

【受贈】

「ハナシスケベ」の世界 話の聞き手からの発
井田安雄/著 2003.10 25p 21cm
『世間話研究第 13 号』抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
法政人類学 第９１号
法政大学人類学研究会[/発行]
[2002.6] 19p 26cm
「群馬の犬伝承―民間信仰落穂拾い―(Ⅰ)」井
田安雄(前橋市在住)/著収録
【受贈】

【受贈】

群馬県立病院事業概要 第３８号
群馬県病院局[/発行]
[2017.10] 78p 21 × 30cm

【受贈】

平成２８年度

下仁田町自然史館研究報告 第１号
下仁田自然学校運営委員会･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
2016.3 50p 28cm
【受贈】

法政人類学 第９２号
法政大学人類学研究会[/発行]
[2002.9] 19p 26cm
「群馬の犬伝承―民間信仰落穂拾い―(Ⅱ)」井
田安雄(前橋市在住)/著収録
【受贈】

〔 2018.1〕

群馬県病院事業決算書 平成２８年度
群馬県[/発行]
[2017] 31p 21 × 30cm

読む数学記号
瀬山士郎/著 KADOKAWA/発行
2017.11 248p 15cm 800 円
（ 角川ソフィア文庫 K120-3 ）
「数学記号を読む辞典」(技術評論社 2013 年刊)
の改題
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2039 号】
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来者の群像 大江満雄とハンセン病療養所の詩人
たち
木村哲也/著 水平線/発行
[2017] 1728 円
栗生楽泉園(草津町)、谺雄二、園内文芸誌「高
原」に関する記述あり
【上毛 12/3】

図説日本と世界の土木遺産 ものづくり技術遺産
(土木の博物誌)
五十畑弘/著 秀和システム/発行
2017.10 442p 21cm 2400 円
碓井第三橋梁(めがね橋)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2034 号】
ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.１２
ＳＵＢＡＲＵフラッグシップの魅力を再検証 や
っぱりレガシィ！！
交通タイムス社/発行
2017.11 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2034 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学
ＲＭ Ａｒｃｈｉｖｅｓ Ｖｏｌ.２ 特急列車
ネコ･パブリッシング/発行
2017.11 144p 30cm 1389 円
（ NEKO MOOK 2642 ）
上越線のクィーン 181 系<とき>に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2037 号】

日本車大図鑑 第２版
カーグラフィック/発行
2017.11 638p 31cm 30000 円
スバルに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2038 号】
豚肉料理ＧＯＵＲＭＥＴ ＢＯＯＫ
Ｖｅｒｓｉｏｎ.１３
ようこそまえばしを進める会[/発行]
[2017.7] 45p 30 × 11cm
【受贈】

Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ [２０１８年]１月号
マガジンハウス/発行
[2017.12] 980 円
草津温泉の湯畑広場周辺で行われた再整備につ
いて、建築やデザインに着目して紹介
【上毛 12/24】

歴代ＳＵＢＡＲＵのすべて 創業１００周年記念
三栄書房/発行
2017.12 80p 29cm 1000 円
【TRC 新刊案内 2037 号】

経済センサス―活動調査結果（製造業･確報概要
版） 平成２８年
群馬県企画部統計課[/発行]
[2017.11] 41p 30cm
【受贈】
「国民食」から「世界食」へ 日系即席 麵 メーカ
ーの国際展開
川邉信雄/著 文眞堂/発行
2017.10 5,371p 21cm 2800 円
サンヨー食品に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2035 号】

6 産業
一般交通量調査報告書 平成２７年度
群馬県県土木整備部道路整備課/編集･発行
2017.7 177p 30cm
【受贈】

最新スポーツ＆歴代コンセプトモデルＰＥＲＦＥ
ＣＴ ＧＵＩＤＥ 第１回から４５回<東京モータ
ーショー２０１７>まで
交通タイムス社/発行
2017.12 105p 29cm 907 円
（ CARTOP MOOK ）
スバルに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2035 号】

田舎の力が未来をつくる！ ヒト･カネ･コトが持
続するローカルからの変革
金丸弘美/著 合同出版/発行
2017.11 231p 19cm 1600 円
株式会社野菜くらぶ(昭和村)の事例収録
【TRC 新刊案内 2036 号】

ＣＥ 建設業界 ２００６年１２月号
（通巻６５５号）
日本土木工業協会/発行
2006.12 62p 26cm 400 円
「榛名山麓巨石堰堤群 利根川改修の一環工事」
収録
【受贈】

梅沢富美男＆東野幸治まんぷく農家メシ！ ＮＨ
Ｋ ＢＳプレミアム ２
NHK「まんぷく農家メシ!」取材班/編
小学館クリエイティブ/発行
2017.11 95p 26cm 1300 円
（ 小学館 GREEN MOOK ）
沼田市のレタスのレシピ、太田市のモロヘイヤ
のレシピ紹介
【TRC 新刊案内 2036 号】
交通年鑑 平成２８年
群馬県警察本部[/発行]
[2017.10] 153p 30cm
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【受贈】
〔2018.1〕

事業概要 平成２９年度版（平成２８年度実績）
群馬県食肉衛生検査所/発行
2017.8 43p 30cm
【自館製本】

林野時報 第５３巻第６号
林野庁/編集協力 林野弘済会/編集･発行
2006.9 36p 29cm 429 円
『森林文化都市「沼田市」～群馬県沼田市～
沼田市長 星野已喜雄』収録
【受贈】

下仁田ネギ 新版
里見哲夫/著 下仁田自然学校運営委員会･「下
仁田自然学校文庫 7」編集委員会/編集･発行
2013.12 78p 21cm
（ 下仁田自然学校文庫 7 ）
【受贈】

老農･船津伝次平の養蚕法
田中修/著
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.11 82p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 13 ）
著者は群馬県農業問題研究会長

生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅１００選
そこにしかない、その季節にしか見られない日本
の鉄道風景がある
越信行/著 山と溪谷社/発行
2017.11 129p 21cm 1600 円
敷島駅(渋川市)、神戸駅(みどり市)に関する記
述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)

上武絹の道暦 平成三十年
上武絹の道運営協議会[/発行]
[2017.12] 1 枚 A2 判
「上武絹の道遠景之図」と題し、富岡製糸場、
田島弥平旧宅や尾高惇忠、横田英らを描いたカ
レンダー
【上毛 12/16】

ア コギ で 弾き たい 初 心者 の超 定 番曲 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
2017.11 301p 26cm
（ ギター弾き語り ）
back number の「高嶺の花子さん」･「ヒロイン」
･「クリスマスソング」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2035 号】

シルクサミットｉｎ前橋 前橋･熊本･山鹿･宇都
宮･豊橋
前橋学センター/編
上毛新聞社事業局出版部/発行
2017.10 76p 21cm 600 円
（ 前橋学ブックレット 12 ）
【受贈、TRC 新刊案内 2035 号】

アコギで弾く人気曲あつめました。 保存版
岡村明良/編曲･演奏
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.10 135p 31cm 3000 円
付属資料：CD2 枚
（ ギター･ソロ ）
back number の「高嶺の花子さん」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2034 号】

新編秘められた旅路 ローカル線に乗って
岡田喜秋/著 天夢人/発行
2017.12 237p 19cm 1350 円
（ 旅鉄 LIBRARY 003 ）
「武蔵野の西の果て‐八高線」収録
【TRC 新刊案内 2038 号】

アーツでまなびアートでつなぐ！まえばしアート
スクール計画＠群大Ｘアーツ前橋 実施報告書
ノマドプロダクション/編集
群馬大学茂木一司研究室/監修･発行
2017.2 43p 26cm
【受贈】

ペットと泊まる素敵な宿 全国版 ２０１８
舵社/発行
2017.10 111p 30cm 1200 円
（ KAZIMOOK ）
草津温泉、伊香保温泉、北軽井沢に関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

アーツ前橋年報 Ｎｏ.０４
成２８年度）
アーツ前橋/発行
2017.9 75p 30cm

みなかみイノベーション 群馬県みなかみ町に見
る農泊を核とした観光まちづくり
鈴木誠二/著 あさ出版/発行
2017.10 162p 21cm 1600 円
【TRC 新刊案内 2037 号】

２０１６年度（平
【受贈】

アーティストインスクールパイロット事業報告
平成２８年度
アーツ前橋[/発行]
[2017] [4p] 30cm
【受贈】

名産下仁田コンニャク
里見哲夫/著 下仁田自然学校運営委員会･「下
仁田自然学校文庫 6」編集委員会/編集･発行
2012.12 58p 21cm
（ 下仁田自然学校文庫 6 ）
【受贈】

〔 2018.1〕

【受贈】

Ａｒｔ Ｍｅｅｔｓ ０４
アーツ前橋/企画･発行
2017.3 1 冊 21cm

-8-

田幡浩一｜三宅砂織
【受贈】

石内都 肌理と写真
石内都/著 求龍堂/発行
2017.12 250p 26cm 2700 円
著者は群馬県生まれ
【桐生タイムス 12/25、TRC 新刊案内 2041 号】

ＴＨＥドラえもん展ＴＯＫＹＯ２０１７公式ガイ
ドブック<ＤＯＲＡ ＡＲＴ>
THE ドラえもん展 TOKYO2017 実行委員会/編
藤子･F･不二雄/キャラクター原作
小学館/発行
2017.11 32p 30cm
（ ワンダーライフスペシャル ）
山口晃(桐生市育ち)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

薄根地区かるた
薄根元気会[/制作] 根岸君夫/作画
2017.12 96 枚(空札 8 枚) 20 × 14cm(箱)
800 円
付属資料：『「薄根地区かるた」の発刊にあた
って』1 枚
【受贈、上毛 12/2、週間利根 12/24】

全国高校野球大図鑑 ２０１８
イマジニア株式会社ナックルボールスタジアム
/発行
2017.10 252p 21cm 1389 円
（ 廣済堂ベストムック 369 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2034 号】

薄根地区の魅力 かるたで見つける
薄根元気会 かるた実行委員会/編集
薄根元気会/発行
2017.11 55p 26cm 800 円
【受贈、上毛 12/2、週間利根 12/24】

第２次群馬県文化振興指針策定アンケート調査
調査結果報告
群馬県生活文化スポーツ部文化振興課[/発行]
[2017.8] 43p 30cm
【受贈】

木のものづくり探訪 関東の木工家２０人の仕事
西川栄明/著 渡部健五/写真 創元社/発行
2017.11 164p 26cm 2400 円
富田文隆(伊勢崎市生まれ前橋市在住)、任性珍
(イムソンジン 安中市在住)に関する記述あり
【上毛 12/24、TRC 新刊案内 2037 号】

第２次群馬県文化振興指針策定アンケート調査
調査結果報告（概要版）
群馬県生活文化スポーツ部文化振興課[/発行]
[2017.8] 8p 30cm
【受贈】

郷土の記憶･モニュメント
由谷裕哉/編 岩田書院/発行
2017.9 154p 21cm 1800 円
（ 岩田書院ブックレット ）
「多胡碑の模刻と羊太夫の墓誌 記念物とフォ
ークロア」佐藤喜久一郎/著･「郷土とモニュメ
ント コンクリート製の白衣大観音(群馬県高崎
市所在)を事例に」時枝務/著収録
【TRC 新刊案内 2035 号】

楽しいかるたのルールとマナー
竹内亜矢/漫画
[2017.12] 4p
竹内氏は高崎市在住で上毛かるたの愛好団体
「上毛かるたチームす･も･の」のメンバー
【上毛 12/16】
ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所
アーツ前橋/企画･監修 萩原朔太郎記念･水と
緑と詩のまち前橋文学館/企画･監修
左右社/発行
2017.11 203,32p 21cm 2200 円
2017 年 10 月～ 2018 年 1 月開催のアーツ前橋･
前橋文学館共同企画展のコンセプトブック
【TRC 新刊案内 2036 号】

これからはじめるウクレレヒットソングス
シンコーミュージック･エンタテイメント/発
行
2017.12 145p 30cm
付属資料：CD1 枚
（ シンコー･ミュージック･ムック ）
back number の「ハッピーエンド」･「高嶺の花
子さん」･「クリスマスソング」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2035 号】

前橋聖務日課
Port 観光リサーチセンター/編･著･発行
2017.1 35,8p 26cm
「メディア･パフォーマンスの手引き」収録
アーツ前橋の企画展「表現の森協働としてのア
ート」の中で生まれたメディア･パフォーマン
ス･プロジェクトの報告
【受贈】

桐生わがまち風景賞版がカレンダー２０１８
ノコギリ屋根版画会(桐生市)/版画
[2017.12] 500 円(税込)
住吉家住宅･旧住善織物(東久方町)、新見家住
宅(旧細谷商店、横山町)、牛膓家住宅･桐生絹
織(西久方町)、野間家住宅･野間義弘邸(新宿)、
柿沼家住宅･柿文織物(相生町)をはじめ、12 の
風景を 12 人が版画に仕立てた作品が収録
【桐生タイムス 12/7】

前橋の美術２０１７～多様な美との対話～
前橋の美術実行委員会･アーツ前橋/製作
2017.2 72p 22 × 23cm
【受贈】
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まちなかだれでも場づくりコース アーツでまな
びアートでつなぐ！まえばしアートスクール計画
＠群大Ｘアーツ前橋 実践講座Ｂコース 実施報
告書
多様性と境界に関する対話と表現の研究所/冊
子制作
デ ザ イ ン ユ ニ ッ ト つ む り /冊 子編 集&デ ザ イ ン
群馬大学茂木一司研究室･アーツ前橋/発行
2017.2 42p 30cm
【受贈】

群俳協の五十年（四十年以降の十年）
群俳協の五十年編集委員会/編集
群馬県俳句作家協会/発行
2017.10 174p 21cm 2000 円
付属資料：「群俳協 50 周年記念行事基金拠出者
名 簿 」 [2p] 19cm
【 受 贈】
木精 木葉短歌会年刊作品（第二十六集）
木葉短歌会(前橋市)/発行
2017.11 33p 22cm
【受贈】

めぐる日本のモノづくり ５２ Ｓｔｏｒｉｅｓ
ｏｆ ＮＥＷ ＴＡＫＵＭＩ
LEXUS NEW TAKUMI PROJECT/編
美術出版社/発行
2017.10 236p 21 × 21cm 3900 円
川嶋理良／群馬･陶芸家に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2035 号】

桜の森の満開の下
近藤ようこ/漫画 坂口安吾/原作
岩波書店/発行
2017.10 192p 15cm 800 円
（ 岩波現代文庫 ）【TRC 新刊案内 2035 号】
山怪実話大全 岳人奇談傑作選
東雅夫/編 山と溪谷社/発行
2017.11 235p 19cm 1200 円
「一ノ倉の姿無き登山者」岡部一彦/著収録
【TRC 新刊案内 2037 号】

忘れ得ぬ書人たち
田宮文平/著 芸術新聞社/発行
2017.11 318p 26cm 2800 円
「大澤雅休･大澤竹胎 忽然と消えた書世界の
〝写楽〞」収録
【TRC 新刊案内 2038 号】

詩人小説精華集
長山靖生/編 彩流社/発行
2017.11 325p 22cm 2400 円
「 夕 立」 山 村 暮鳥 /著、「 猫町」 萩原 朔 太郎/著
収録
【TRC 新刊案内 2039 号】

8 語学

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん ３ 想いを伝
えるシチュー
友井羊/著 宝島社/発行
2017.11 278p 16cm 650 円
（ 宝島社文庫 C と-2-5 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2036 号】

おもいやり 全国中学生人権作文コンテスト群馬
県大会入賞作文集 第３７回
前橋地方法務局人権擁護課･群馬県人権擁護委
員連合会/発行
2017.11 42p 21cm
【受贈】

戦国番狂わせ七番勝負
高橋直樹･木下昌輝/著 文藝春秋/発行
2017.11 359p 16cm 860 円
（ 文春文庫 き 44-51 ）
登場人物として真田昌幸に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2037 号】

9 文学

対談 戦後･文学･現在
加藤典洋/著 而立書房/発行
2017.11 382p 19cm 2300 円
「苦しみも花のように静かだ」石内都/述収録
【TRC 新刊案内 2039 号】

五十嵐米子作品集
五十嵐米子/著 文學の森/発行
2017.11 2 分冊(箱入り) 20cm 3000 円
第 1 分冊：「碧いうさぎ 句集」209p 19cm
第 2 分冊：「辿り来し道 写真集」145p 19cm
著者は前橋市在住
【受贈】

ちくま近代評論選 日本近代思想エッセンス
安藤宏･関口隆一/編 筑摩書房/発行
2017.10 223p 21cm 1100 円
「謀叛論」徳冨蘆花/著、「日本への回帰」萩原
朔 太 郎/著 、「 日本 文化 私観 」坂 口安 吾 /著 収録
付属資料：「解答編」48p
【購入、TRC 新刊案内 2036 号】

うそつき、うそつき
清水杜氏彦/著 早川書房/発行
2017.10 474p 16cm 880 円
（ ハヤカワ文庫 JA 1298 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2034 号】

〔 2018.1〕
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チャレンジミッケ！ミッケがだいすき おとなも
こどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本
ウォルター･ウィック/作 糸井重里/訳
小学館/発行
2017.10 78p 29cm 1650 円
糸井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2035 号】

葭の堤 女たちの足尾銅山鉱毒事件
秋山圭/著 作品社/発行
2017.10 253p 20cm 1800 円
【TRC 新刊案内 2034 号】
吉野秀雄顕彰短歌大会作品集 第１６回
吉野秀雄顕彰短歌大会実行委員会/編集
吉野秀雄顕彰短歌大会事務局/発行
2017.12 37p 26cm
【受贈】

苦い水
樋口 武二 /著 詩的 現代 出版部 (富 岡市)/編集･
制作 書肆山住/発行
2017.12 103p 21cm 1000 円
（ 詩的現代叢書 27 ）
著者は富岡市在住
【受贈】

夜長姫と耳男
近藤ようこ/漫画 坂口安吾/原作
岩波書店/発行
2017.10 276p 15cm 980 円
（ 岩波現代文庫 ）【TRC 新刊案内 2035 号】

のーでんぼう 歌集
須田利一郎/著 行路文芸社/発行
2017.11 182p 22cm 2500 円
（ 風人叢書 第 57 篇 ）
著者は桐生市在住、桐生歌人クラブ会長
【受贈】

県関係者の一般著作

はぐれ馬借
武内涼/著 集英社/発行
2017.11 295p 16cm 600 円
（ 集英社文庫 た 88-1 ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2039 号】

アメリカ創価学会<ＳＧＩ－ＵＳＡ>の５５年
秋庭裕/著 新曜社/発行
2017.11 11,258,6p 19cm 1800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2037 号】
江戸時代恋愛事情 若衆の恋、町娘の恋
板坂則子/著 朝日新聞出版/発行
2017.6 309,5p 19cm 1700 円
（ 朝日選書 960 ）
著者は群馬大学助教授を経て、現在は専修大学
教授
【朝日 12/6、TRC 新刊案内 2016 号】

ふるさと 傘寿記念下村善之助入選句集
下村善之助/著 上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.10 64p 20cm
著者は前橋市生まれ
【受贈】
文豪たちが書いた「猫」の名作短編集
彩図社文芸部/編纂 彩図社/発行
2017.12 215p 15cm 630 円
「ウォーソン夫人の黒猫」萩原朔太郎/著、
「猫」
徳冨蘆花/著収録
【TRC 新刊案内 2038 号】

ガイドブック成年後見制度 そのしくみと利用法
第３版
清水敏晶/著 成年後見センター･リーガルサポ
ート/監修 法学書院/発行
2017.10 11,208p 21cm 1700 円
付録：「成年後見ノート」
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2034 号】

「文豪とアルケミスト」文学全集 新潮社版
芥川龍之介/ほか著 神楽坂ブック倶楽部/編集
新潮社/発行
2017.10 228p 22cm 2200 円
「堕落論」･「不良少年とキリスト 」坂口安吾/
著、「太宰治 坂口安吾 織田作之助」収録
【TRC 新刊案内 2036 号】

ガウスに学ぶ初等整数論
高瀬正仁/著 東京図書/発行
2017.10 9,212p 19cm 1800 円
（ MATH+ ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2037 号】

窓の海光 句集
西躰かずよし/著 鬣の会(前橋市)/発行
2017.11 110p 15cm 1000 円(税込)
（ 風の花冠文庫 22 ）
【受贈】

観光ＭＩＣＥ 集いツーリズム入門
田部井正次郎/著 古今書院/発行
2017.12 8,257p 21cm 2500 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2038 号】

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いた
ら
神田桂一･菊池良/著 宝島社/発行
2017.6 190p 19cm 980 円
ペヤング(伊勢崎市)、糸井重里(前橋市出身)、
田山花袋(館林市出身)に関する記述あり
【朝日ぐんま 12/8、TRC 新刊案内 2016 号】

更生支援における「協働モデル」の実現に向けた
試論 再犯防止をやめれば再犯は減る
吉間慎一郎/著 LABO/発行
2017.11 20,216p 21cm 3000 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2036 号】
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〔2018.1〕

食は、しあわせの種 少しだけ、ちゃんと料理し
ようと思いはじめたあなたへ
高石知枝/著 花伝社/発行
2017.12 211p 19cm 1500 円
著者は「ゆいの家」(高崎市)主宰
【上毛 12/27、TRC 新刊案内 2042 号】

裸足のピアニスト スペインで学んだ豊かな表現
と生き方
下山静香/著 ヤマハミュージックエンタテイ
ンメントホールディングス/発行
2017.11 229p 19cm 1800 円
著者は桐生市出身
【桐生タイムス 12/4、TRC 新刊案内 2035 号】

聖なる珠の物語 空海･聖地･如意宝珠
藤巻和宏/著 平凡社/発行
2017.11 119p 21cm 1000 円
（ ブックレット<書物をひらく> 10 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2039 号】

量子計算理論 量子コンピュータの原理
森前智行/著 森北出版/発行
2017.11 5,183p 22cm 3600 円
著者は群馬大学大学院理工学府電子情報部門准
教授
【TRC 新刊案内 2038 号】

絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」
入門 第６版
高橋京介/著 SB クリエイティブ/発行
2017.12 399p 24cm 2750 円
（ Informatics & IDEA ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2039 号】

６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防 ９割の人
は持病では死なない！
大谷義夫/著 法研/発行
2017.11 199p 21cm 1600 円
著者は群馬大学医学部卒
【TRC 新刊案内 2037 号】

戦後日本の反戦･平和と「戦没者」 遺族運動の
展開と三好十郎の警鐘
今井勇/著 御茶の水書房/発行
2017.8 14,328,6p 23cm 5000 円
著者は前橋工科大学非常勤講師
【上毛 12/10、TRC 新刊案内 2026 号】

視聴覚資料

総務･法務担当者のための会社法入門
金子登志雄/著 中央経済社/発行
2017.11 2,5,250p 21cm 2600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2036 号】

劇場版 お前はまだグンマを知らない（DVD）
井田ヒロト/原作 間宮祥太朗/主演
劇場版「お前はまだグンマを知らない」製作委
員会/制作
2017.12 4104 円(税込)
井田氏は高崎市在住
【朝日ぐんま 12/22】

大逆事件と新村善兵衛
石山幸弘/著 千曲市民 100 年の会/編集協力
川辺書林/発行
2017.11 191p 21cm 1500 円
著者は群馬県立女子大学非常勤講師
【東京 12/9、TRC 新刊案内 2041 号】

倉賀野河岸(くらがのがし)／倉賀野恋歌(くらが
のこいうた)（CD）
高橋龍治/歌／木闇(きやみ)清子/歌
2007 4 曲 1200 円(税込)
【受贈】

武田信玄 戦国を駆けろ 新装版
木暮正夫/文 八多友哉/さし絵 講談社/発行
2017.10 179p 18cm 740 円
（ 講談社火の鳥伝記文庫 3 ）
木暮氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2034 号】

Ｃｒｏｓｓ Ｒｏａｄ／雲に永遠(とわ)に…（CD）
舞川るみ/歌 MR ミュージック/発売
[2017.11] 2 曲 1000 円
舞川氏は桐生市出身
【上毛 12/20】

ねんドルキャットひとミィのまほうレストラン
いりやまさとし/作 おかだひとみ/ねんど制作
学研プラス/発行
2017.11 36p 31cm 1300 円
おかだ氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2035 号】

電子資料
事業概要 平成２９年度版（平成２８年度実績）
（CD-ROM）
群馬県食肉衛生検査所[/発行]
[2017] 1 枚
【受贈】

乗り物の迷路 車、電車から船、飛行機まで ポ
ケット版
香川元太郎/作絵 小賀野実/監修
PHP 研究所/発行
2017.11 32p 19cm 780 円
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2034 号】
〔 2018.1〕
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