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東京＆関東開運神社の御朱印ブック 神様と縁結
び
久能木紀子/著 ブルーガイド編集部/編
実業之日本社/発行
2018.1 127p 19cm 1500 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】

本
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発行日
発 行

日本全国一の宮巡拝完全ガイド 決定版
招福探求巡拝の会/著 メイツ出版/発行
2017.12 160p 21cm 1850 円
一之宮貫前神社に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 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。

2 歴史･伝記･地理

・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。

吾妻郡歴代町村長名鑑 町村合併記念
富沢碧山/編纂 西毛新聞社/発行
1954.9 758,17p 22cm

【受贈】

あろまさんぽ Ｍ.Ｓ.Ｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ ｓｐｅ
ｃｉａｌ ７
あろまほっと/著 徳間書店/発行
2017.12 141p 20cm 1389 円
（ ロマンアルバム ）
草津温泉にある嫗仙の滝に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

０ 総記
紀要 第５２号（平成２８年度）
群馬県高等学校教育研究会図書館部会/発行
2017.3 61p 30cm
【受贈】

伊勢崎藩 徳川家最古参で譜代筆頭の流れを汲む
酒井氏が入部。日光例弊使道に沿った町は農･養
蚕で栄える。
栗原佳/著 現代書館/発行
2018.1 206p 21cm 1600 円
（ シリーズ藩物語 ）
著者は群馬県生まれ、高崎市内の県立高校に勤
務
【上毛 1/23、TRC 新刊案内 2047 号】

1 哲学･宗教

岩宿遺跡の発見者 人間“相澤忠洋”を語る
相澤貞順/著 ノンブル社/発行
2017.11 148p 19cm 1450 円
著者は日輪寺(前橋市)前住職、元群馬医療福祉
大学講師
【受贈、上毛 1/11】

茨城･栃木･群馬ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内
ジェイアクト/著 メイツ出版/発行
2017.12 128p 21cm 1630 円
【TRC 新刊案内 2041 号】

上杉謙信
石渡洋平/著 戎光祥出版/発行
2017.12 111p 21cm 1500 円
（ シリーズ･実像に迫る 014 ）
上野国平井城(藤岡市)から逃れてきた上杉憲政
に関する記述あり
【上毛 1/7、TRC 新刊案内 2042 号】

御朱印さんぽ関東の寺社 ぶらり日帰りで、運気
アップ！
JTB パブリッシング/発行
2018.1 143p 21cm 1300 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】
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〔2018.2〕

江戸時代のハイテク･イノベーター列伝 「明治
維新」を創ったエンジニアたちのフィールド･ガ
イド
テクノ未来塾･出川通/編･著 言視舎/発行
2017.11 219p 21cm 1600 円
関孝和、小栗上野介忠順に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

蚕民騒擾録 明治十七年群馬事件 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 288p 19cm 2900 円(頒価)【受贈】
上毛金石文年表 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.1 68p 図版 18p 25cm 3400 円 (頒価)
【受贈】

お墓からの招待状 怪異･珍奇･面白墓めぐり
合田一道/著 北海道出版企画センター/発行
2017.11 305p 17cm 1200 円
国定忠治に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

常宿にしたい温泉宿 ２０１８年版 源泉かけ流
し、露天風呂付き客室、貸し切り風呂…何度も泊
まりたい温泉宿６７軒
旅行読売出版社/発行
2017.11 114p 30cm 907 円
（ 旅行読売 MOOK ）
はせを亭(梨木温泉)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

家族でおでかけ冬 関東･首都圏発 ２０１８
昭文社/発行
2018.1 127p 30cm 600 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「変身福笑い」1 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

生徒として教師として出会ったあの人この人 高
校教師３５年間を中心に
坂本春夫/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2016.11 4,223p 26cm 1000 円
著者は高崎市在住
【受贈】

上毛野国人とは何か？を書いた 作家 渡辺 明
生誕百年･歿後十七年記念
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2017.11 272p 21cm [1500 円]
著者は渋川市在住
【受贈】

戦国武将「お墓」でわかる意外な真実
楠戸義昭/著 PHP 研究所/発行
2017.12 413p 15cm 880 円
（ PHP 文庫 く 9-4 ）
井伊直政に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

桑島定助 素像 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 144p 21cm 2500 円(頒価) 【受贈】

髙山長五郎氏傳 一名 養蚕改良高山社来歴 復
刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 4,126p 19cm 2500 円(頒価)【受贈】

群馬県史蹟名勝天然記念物調査報告 第二輯 復
刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.1 1 冊 21cm 2900 円(頒価) 【受贈】

中近世の家と村落 フィールドワークからの視座
遠藤ゆり子/著 岩田書院/発行
2017.12 395p 22cm 8800 円
「第二部 宗門帳からみた村落―近世前期上野
国緑埜郡三波川村を事例として―」収録
【TRC 新刊案内 2042 号】

群馬県史蹟名勝天然記念物調査報告 第三輯 多
野郡平井村白石稲荷山古墳 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2018.1 3,11,127p 図版 46p 25cm 4300 円(頒
価)
【受贈】
群馬県の名字
森岡浩/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.1 224p 19cm 1500 円
【受贈、上毛 1/28】
健光マップ
榛名湖温泉ゆうすげ/作成
[2018.1] 折りたたみ A3 判

超訳戦国武将図鑑
富増章成/著 かんき出版/発行
2017.12 271p 19cm 1400 円
真田昌幸、井伊直政、真田幸村(信繁)に関する
記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】
都道府県別日本の地理データマップ ３ 関東地
方 第３版
坂本正彦/監修 小峰書店/発行
2017.12 79p 29cm 3800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

【上毛 1/26】

賢治と私たち―宮沢賢治から学んだこと―
品川鈴峰秀男･品川明日香/編著
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2016.11 319p 21cm [2000 円]
品川鈴峰秀男氏は渋川市在住
【受贈】

〔 2018.2〕
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日本キリスト教史 年表で読む
鈴木範久/著 教文館/発行
2017.8 377,125p 22cm 4600 円
内村鑑三、海老名弾正、大手拓次、田中正造、
新島襄、山村暮鳥、湯浅治郎、湯浅半月に関す
る記述あり
「日本のキリスト教の道標 内村鑑三と遠藤周
作」収録
【購入、TRC 新刊案内 2028 号、週刊読書人 1/5】

明治の光･内村鑑三
新保祐司/著 藤原書店/発行
2018.1 390p 20cm 3600 円
【週刊読書人 1/5、TRC 新刊案内 2043 号】
るるぶお得ないい宿関東周辺
JTB パブリッシング/発行
2017.12 144p 26cm 900 円
（ るるぶ情報版 ）
草津、伊香保に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

日本剣客事典 決定版
杉田幸三/著 河出書房新社/発行
2017.11 441p 20cm 2800 円
上泉伊勢守に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

冷戦の終焉と日本外交 鈴木･中曽根･竹下政権の
外政１９８０～１９８９年
若月秀和/著 千倉書房/発行
2017.12 722p 22cm 7000 円
（ 叢書 21 世紀の国際環境と日本 006 ）
中曽根康弘に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

日本人だけが知らない世界から絶賛される日本人
まんがでよくわかる日本人の歴史 献身のこころ
･篇
黄文雄/原作 大和正樹/ほか漫画
徳間書店/発行
2017.11 159p 19cm 1300 円
山田寅次郎に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

歴史研究 第６４０号（２０１６年４月号) 特
集 女たちの鎌倉幕府
歴研/発行
2016.4 140p 21cm 700 円
「鎌倉幕府成立に貢献した女性たち」峰岸純夫
(群馬県出身)/著収録
「鎌倉時代の医療事情―『吾妻鏡』を中心に―」
森田詔子(群馬県立伊勢崎女子高校卒業)/著収
録
【受贈】

日本人と仏教
相澤貞順/著 ノンブル/発行
2013.4 182p 19cm 1500 円
著者は日輪寺(前橋市)前住職、元群馬医療福祉
大学講師
【受贈】

歴史研究 第６４９号（２０１７年３月号) 特
集 井伊一族の謎
歴研/発行
2017.3 124p 21cm 700 円
井伊直政に関する記述あり
「井伊直弼と押しかけ登城事件」服部瑛(群馬
県会員)/著収録
【受贈】

人間と宗教 風土･社会･文化―その起源と未来を
探る
相澤貞順/著 ノンブル/発行
2007.3 238p 19cm 2200 円
著者は日輪寺(前橋市)前住職、元群馬医療福祉
大学講師
【受贈】
深澤利重 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 3,263p 19cm 3400 円(頒価)【受贈】

歴史研究 第６５３号（２０１７年７･８月合併
号) 特集 明治という時代
歴研/発行
2017.8 172p 21cm 1400 円
「上野国衆赤堀氏」平田好子/著収録【受贈】

ぶくぶく自噴泉めぐり 改訂新版
篠遠泉･長岡努/著 山と溪谷社/発行
2017.12 137p 21cm 1600 円
法師温泉、四万温泉、尻焼温泉河原野天風呂に
関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

歴史研究 第６５５号（２０１７年１０月号)
特集 わが家の先祖Ⅱ
歴研/発行
2017.10 124p 21cm 700 円
「寛政重修諸家譜」服部瑛(群馬県会員)/著収
録
【受贈】

道の駅完全ガイド 全国版 ２０１８
交通タイムス社/発行
2018.1 385p 21cm 926 円
（ CARTOP MOOK ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

歴史研究 第６５６号（２０１７年１１月号)
特集 桓武天皇の謎
歴研/発行
2017.11 124p 21cm 700 円
群馬県立歴史博物館で開催された綺羅美耀(き
らびやか)･武士の時代の名宝」展に関する記述
あり
【受贈】
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〔2018.2〕

歴史研究 第６５７号（２０１７年１２月号)
特集 私の江戸時代研究
歴研/発行
2017.12 124p 21cm 700 円
「ある大崎一族の物語」大崎秀子(高崎市在住)
/著収録
【受贈】

群馬県公営企業決算書（企業局関係）
年度
群馬県[/発行]
[2017] 247p 21 × 30cm

群馬県立中央中等教育学校入学者選抜実施要項
平成３０年度
群馬県教育委員会[/発行]
[2017] 20p 30cm
【受贈】
ぐんまこどもの国児童会館事業年報 平成２８年
度版
群馬県児童健全育成事業団/編集･発行
2017.9 41p 30cm
【受贈】

3 社会科学
大泉町ハンドブック 暮らしやすい町おおいずみ
―移住定住のススメ―
大泉町役場企画部企画課[/発行]
[2017] 15p 26cm
【受贈、上毛 12/30】

国勢調査報告 平成２７年第７巻その２-２ 人
口移動集計結果 都道府県･市区町村編 関東
総務省統計局/編集 日本統計協会/発行
2017.11 1 冊 31cm 9100 円
付属資料：CD-ROM1 枚
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】

会報 こがねのとび ああ 中学一九〇人の貌(か
んばせ) 第１分冊
こがねのとびの集い･事務局/発行
2007.11 1 冊 30cm
群馬県立渋川中学校最終学年《こがねのとびの
集い》の会報第 1 号～第 100 号の合本【受贈】
会報 こがねのとび ああ 中学一九〇人の貌(か
んばせ) 第２分冊
こがねのとびの集い･事務局/発行
2008.2 1 冊 30cm
群馬県立渋川中学校最終学年《こがねのとびの
集い》の会報第 101 号～第 200 号の合本
【受贈】

財政のあらまし 平成２９年１２月
群馬県[/発行]
[2017.12] 39p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２８年度
群馬県桐生保健福祉事務所[/発行]
[2017] 43p 30cm

【受贈】

事業概要 平成２９年度（平成２８年度実績）
群馬県女性相談所･三山寮[/発行]
[2017] 40p 30cm
【受贈】

会報 こがねのとび ああ 中学一九〇人の貌(か
んばせ) 第３分冊
こがねのとびの集い･事務局/発行
2014.8 1 冊 30cm
群馬県立渋川中学校最終学年《こがねのとびの
集い》の会報第 201 号～第 300 号の合本
【受贈】

高崎市立新高尾小学校百十年史
新高尾小学校百十年史編集委員会/編集
新高尾小学校百十年祭実行委員会/発行
1982.10 450p 22cm
【受贈】
たまむら町 ちょうどいい田舎暮らし
伊勢崎行政県税事務所･群馬県立女子大学社会
デザイン論ゼミナール/協力
玉村町役場/編集･発行
2017.12 28p 30cm
【受贈、上毛 1/26】

関東建設工業株式会社 あゆみ
関東建設工業株式会社(太田市)/発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.1 60p 31cm
【受贈、上毛 12/29】

〔 2018.2〕

【受贈】

群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項
平成３０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]
[2017] 109p 30cm
【受贈】

われは塔を建つる者 渋川の三道人―無幻･無学･
鈴峰―
品川鈴峰/編著
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2016.11 5,274p 21cm
著者は渋川市在住
【受贈】

六合村の庚申塔
六合村教育委員会/発行
1980.12 48p 21cm

平成２８

角田無幻とイシカカムイおよび上毛三山とイシカ
カムイ 写真集
品川鈴峰/編著
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2016.11 280p 26cm [4000 円]
著者は渋川市在住
【受贈】

【受贈】
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定例県議会議案 平成２９年第３回後期（附 予
算説明書）
群馬県[/発行]
[2017.11] 224p 30cm
【受贈】

人間の行方 第１部 ハンセン病添い走り５０年
中野泰/作 赤城野社(渋川市)/発行
2007.12 497p 21cm 2000 円
中野氏は渋川市在住
【受贈】

利根郡信用金庫百年誌
『利根郡信用金庫百年誌』編纂委員会/編集
利根郡信用金庫(沼田市)/発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.5 226p 31cm
【受贈、上毛 12/29】

人間の行方 第２部 無残！２枚のビラ
中野泰/作 赤城野社(渋川市)/発行
2009.2 457p 21cm 2000 円
中野氏は渋川市在住
【受贈】
人間の行方 第３部 行方の終わり
中野泰/作 赤城野社(渋川市)/発行
2014.10 201p 21cm 1000 円
中野氏は渋川市在住

内装関係の仕事 ｖｏｌ.０１
ソフトハウス(太田市)/写真･デザイン･レイア
ウト･編集 アートプランタジマ(太田市)･ホシ
ケン(みどり市)[/発行]
[2017] 24p 21cm
【受贈、上毛 1/12】

【受贈】

良好な自然環境を有する地域学術調査報告書 第
４３号
群馬県環境森林部自然環境課/編集
2017.11 166p 30cm
【受贈】

なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか 続 重大事
件から学ぶ失敗の教訓
樋口晴彦/著 日刊工業新聞社/発行
2017.11 238p 21cm 1800 円
（ B&T ブックス ）
「ペヤングソースやきそばのネット炎上事件」
に関する記述あり
【購入、TRC 新刊案内 2040 号】

5 技術･工学･家政学･生活科学

東日本の部落史 １ 関東編
東日本部落解放研究所/編 現代書館/発行
2017.12 377p 22cm 3800 円
「群馬」大熊哲雄(群馬部落史研究会)/著収録
【TRC 新刊案内 2040 号】

群馬県織物業沿革調査書 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 2900 円(頒価)【受贈】

4 自然科学
関東病院情報 東京･神奈川･千葉･埼玉･群馬･栃
木･茨城 ２０１７年版
医事日報/発行
2017.11 1223p 26cm 24000 円
【TRC 新刊案内 2042 号】

群馬県立産業技術センター業務報告
度(２０１６)
群馬県立産業技術センター/発行
2017.11 32p 30cm

平成２８年

群馬県立産業技術センター研究報告
度
群馬県立産業技術センター/発行
2017.11 47p 30cm

平成２８年

【受贈】

【受贈】

工場見学へ行こう 首都圏
JTB パブリッシング/発行
2018.1 127p 26cm 900 円
（ JTB の MOOK ）
ガトーフェスタハラダ(高崎市)に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2042 号】

災害史探訪 火山編
伊藤和明/著 近代消防社/発行
2017.12 215p 18cm 1100 円
（ 近代消防新書 013 ）
浅間山の天明大噴火に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

史跡田島弥平旧宅整備基本計画
伊勢崎市教育委員会(文化財保護課)/編集･発行
2016.3 101p 30cm
【受贈】

田中病院 創立５０周年記念誌
医療法人 群栄会 田中病院(吉岡町)/発行
上毛新聞社事業局出版部/制作
2018.1 108p 30cm
【受贈】

史跡田島弥平旧宅全体基本設計
伊勢崎市教育委員会(文化財保護課)/編集･発行
[2017.3] 27,20p 31 × 44cm
【受贈】
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〔2018.2〕

篠原政信 八ッ場ダム物語 ２１世紀日本のピラ
ミッド 第２部
中野泰/著 篠原政信(長野原町)/発行
赤城野社/発行事務
2010.8 221p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住
【受贈】

群馬県大規模小売店舗名簿 平成２９年６月１日
現在
群馬県産業経済部商政課[/発行]
[2017.6] 18p 21 × 30cm
【受贈】
群馬県蚕糸業沿革調査書 １ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 7400 円(頒価)
頒価は「群馬県蚕糸業沿革調査書 1、2」セッ
ト価格
【受贈】

新建築 ２０１７年５月号（第９２巻５号）
新建築社/発行
2017.5 238p 30cm 1905 円
太田市美術館･図書館に関する記述あり
【購入】

群馬県蚕糸業沿革調査書 ２ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 18,616p 21cm 7400 円(頒価)
頒価は「群馬県蚕糸業沿革調査書 1、2」セッ
ト価格
【受贈】

ＳＵＢＡＲＵ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｖｏｌ.１３
衝撃の走り！！Ｓ２０８＆ＢＲＺ ＳＴＩ Ｓｐｏ
ｒt
交通タイムス社/発行
2018.1 146p 30cm 1204 円
（ CARTOP MOOK ）【TRC 新刊案内 2042 号】

群馬県蚕糸業現況調査書 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 2,4,506p 21cm 5300 円(頒価)
【受贈】

２１世紀 日本のピラミッド 篠原政信 八ッ場
ダム物語 第１部
中野泰/著 篠原政信(長野原町)/発行
赤城野社/発行事務
2010.8 221p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住
【受贈】

群馬県蚕糸業史 上巻 １ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 474p 25cm 11400 円(頒価)
頒価は「群馬県蚕糸業史 上巻 1、2」セット価
格
【受贈】

三国路･新治の里ローカルアイデンティティを考
える―風土工学の視座―
竹林征三[/述]
土木研究センター 風土工学研究所[/発行]
[1999.3] 79p 30cm
【受贈】

群馬県蚕糸業史 上巻 ２ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 [521p] 25cm 11400 円(頒価)
頒価は「群馬県蚕糸業史 上巻 1、2」セット価
格
【受贈】

八ツ場ダム建設と風土工学『長野原、吾妻渓谷の
ローカル･アイデンティティーを考える』―風土
工学の視座―
竹林征三[/述]
土木研究センター 風土工学研究所[/発行]
[1998.8] 71p 30cm
【受贈】

群馬県蚕糸業史 下巻 １ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 322p 25cm 11400 円(頒価)
頒価は「群馬県蚕糸業史 下巻 1、2」セット価
格
【受贈】
群馬県蚕糸業史 下巻 ２ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 [639p] 25cm 11400 円(頒価)
付属資料：3 枚
頒価は「群馬県蚕糸業史 下巻 1、2」セット価
格
【受贈】

6 産業
稲作小言 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 19cm 2000 円(頒価) 【受贈】

蚕人伝 上巻 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 318p 19cm 3400 円(頒価)【受贈】

碓氷社五十年史 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 230p 21cm 2900 円(頒価)【受贈】

ＪＡＬ１２３便墜落事故 自衛隊＆米軍陰謀説の
真相
杉江弘/著 宝島社/発行
2017.12 223p 19cm 1500 円
【TRC 新刊案内 2041 号】

営業案内 蚕種冷蔵 荒船風穴 大正九年一月号
復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 16p 21cm 2100 円(頒価)
付属資料：4 枚
【受贈】
〔 2018.2〕
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首都圏発お散歩もお泊まりもペットといっしょ！
'１８
昭文社/発行
2018.1 149p 26cm 1000 円
（ まっぷるマガジン ）
付属資料：「1 冊丸ごとドッグラン BOOK」24p
草津、みなかみに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】

養蚕新論 乾 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 4800 円(頒価)【受贈】
養蚕新論 坤 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 2500 円(頒価)【受贈】
養蚕須知 全 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 2500 円(頒価)【受贈】

続養蚕新論 １ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 3200 円(頒価)【受贈】

養蚕法 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 12,428p 21cm 4300 円(頒価)
【受贈】

続養蚕新論 ２ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 3200 円(頒価)【受贈】
続養蚕新論 ３ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 3200 円(頒価)【受贈】
大日本蚕史 現業史 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 3800 円(頒価)【受贈】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド！ ２０１８
EKIDEN News/監修 ぴあ/発行
2018.1 79p 26cm 980 円
（ ぴあ MOOK ）
上武大学に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2041 号】

大日本蚕史 正史 １ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 5600 円(頒価)
頒価は「大日本蚕史 正史 1、2」セット価格
【受贈】

アルト･サックスで吹くＪ－ＰＯＰ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 63p 31cm 2800 円
付属資料：CD2 枚
back number の「ハッピーエンド」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2040 号】

大日本蚕史 正史 ２ 復刊版
群馬地域文化振興会(前橋市)/発行
2017.12 1 冊 21cm 5600 円(頒価)
頒価は「大日本蚕史 正史 1、2」セット価格
【受贈】
日本スーパー名鑑 '１８店舗編１巻 北海道 東
北 関東１ 茨城･栃木･群馬
商業界/発行
2017.11 914p 26cm 11667 円
【TRC 新刊案内 2040 号】

原曲キー＆オリジナルサイズで弾く人気アーティ
スト･ソング 中級
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.12 192p 31cm 2000 円
（ ピアノ･ソロ ）
back number の「ハッピーエンド」･「クリスマ
スソング」の楽譜収録
【TRC 新刊案内 2040 号】

農林業センサス ２０１５年第１巻１０ 群馬県
統計書
農林水産省大臣官房統計部/編集
農林統計協会/発行
2017.10 33,253,14p 31cm 13300 円
【TRC 新刊案内 2041 号】

こどもと行くスキーガイド ２０１８ ファミリ
ースキーをもっと楽しく快適に！お得＆役立つ情
報満載
スキージャーナル/発行
2018.1 176p 28cm 1000 円
（ SJ セレクトムック No.50 ）
別冊付録：「こどもにやさしい全国スキー場ゲ
レンデ&宿ガイド」114p 26cm
たんばらスキーパークに関する記述あり
【TRC 新刊案内 2042 号】

儲かるインバウンドビジネス１０の鉄則 未来を
読む「世界の国･地域分析」と「４７都道府県別
の稼ぎ方」
中村好明/著 日経 BP 社/発行
2017.12 371p 19cm 1800 円
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】
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〔2018.2〕

最後のロッカールーム自分を超えろ 監督から選
手たちへ贈るラスト･メッセージ
日本テレビ/編 宝島社/発行
2017.12 221p 19cm 1300 円
桐生第一･田野豪一監督、前橋育英･山田耕介監
督に関する記述あり【TRC 新刊案内 2041 号】

8 語学

写真集 あれもこれも（特集･アプト式鉄道）
平田一夫/著
2017.12 112p 21 × 30cm
著者は前橋市在住
【受贈】

9 文学
ああ中学１９０人の貌
中野泰[/著]
[出版年不明] 262p
中野氏は渋川市在住

ｓｋｉｅｒ ２０１８ 特集スキーと旅 ニッポ
ンの冬を楽しもう！
山と溪谷社/発行
2017.12 130p 30cm 1200 円
付属資料：「親子版」42p
丸沼高原、たんばらスキーパークに関する記述
あり
【TRC 新刊案内 2040 号】
生活の中に芸術を 憧れ、願い、思い出を絵に描
く 私の全画集
品川鈴峰/絵画制作･画集編集
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2014.11 11,258p 30cm [3000 円]
品川氏はは渋川市在住
【受贈】
「ボールルームへようこそ」Ｂｅｓｔ Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎ
シンコーミュージック･エンタテイメント/発行
2017.12 120p 31cm 2000 円
（ ピアノ･ソロ ） 【TRC 新刊案内 2041 号】

３
19cm
【受贈】

ああ中学１９０人の貌 ４
/著
赤城野社(市川歌子)/発行
2006.1 315p 19cm
中野氏は渋川市在住

【受贈】

ああ中学１９０人の貌 ５
中野泰/作 赤城野社/発行
2010.1 259p 19cm
中野氏は渋川市在住

【受贈】

ああ中学１９０人の貌
中野泰/作
2014.5 245p 19cm
中野氏は渋川市在住

【受贈】

６

芥川追想
石割透/編 岩波書店/発行
2017.7 525p 15cm 1000 円
（ 岩波文庫 31-201-2 ）
「芥川竜之介の死」萩原朔太郎/著、「芥川君を
しのびて」土屋文明/著収録
【朝日 1/17、TRC 新刊案内 2022 号】

前橋育英 ２０１７－２０１８高校サッカー優勝
記念グラフ
上毛新聞社/発行
[2018.1] 44p B4 判変型 1000 円(税込)
【上毛 1/23】
山とスキー 登って滑ろう ２０１８ 特集山ス
キー入門
山と溪谷社/発行
2017.12 129p 28cm 1400 円
上信国境 万座温泉～志賀高原に関する記述あ
り
【TRC 新刊案内 2041 号】

生き直し
岡部えつ/著 双葉社
2017.4 234p 15cm 565 円
（ 双葉文庫 お-37-02 ）
著者は群馬県育ち、前橋市立女子高校卒業
【毎日 1/17、TRC 新刊案内 2009 号】

るるぶスキー＆スノーパーク
JTB パブリッシング/発行
2017.12 173p 30cm 741
（ JTB の MOOK ）
水上に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

生き直し
岡部えつ/著 双葉社/発行
2013.9 189p 20cm 1500 円
著者は群馬県育ち、前橋市立女子高校卒業
【毎日 1/17、TRC 新刊案内 1833 号】
一句一会
小川さらさら[/著]
上毛新聞社事業局出版部/制作
2017.12 358p 20cm
小川氏は前橋市在住

〔 2018.2〕
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【受贈】

噓を愛する女
[中江和仁･近藤希実/脚本] 岡部えつ/著
徳間書店/発行
2017.12 260p 15cm 620 円
（ 徳間文庫 お 44-1 ）
著者は群馬県育ち、前橋市立女子高校卒業
【毎日 1/17、TRC 新刊案内 2040 号】

学校 十五歳の決意
山口和士/著 悠光堂/発行
2017.10 287p 22cm 1800 円
著者は元高崎東高校長、藤岡市在住
【購入、上毛 1/1】
季刊 遠近 第６５号
遠近の会/発行
2017.11 95p 21cm 463 円
「遠近の会」の会長兼編集長の永井靖は群馬県
生まれ
【受贈】

宇多田ヒカルの言葉
宇多田ヒカル/著
エムオン･エンタテインメント/発行
2017.12 359p 19cm 1400 円
糸井重里(前橋市生まれ)が寄せた文章収録
【TRC 新刊案内 2041 号】

群生 平成３０年１月創刊号
群生短歌会(伊勢崎市)/発行
2018.1 22p 21cm 926 円
昨年 12 月号(通巻 859 号)で終刊した月刊短歌
誌「ケノクニ」の後継誌 【受贈、上毛 1/27】

うらない師ルーナと三人の魔女
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2017.12 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 74 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2041 号】

群馬年刊詩集 第四十集
群馬詩人クラブ幹事会/編集
群馬詩人クラブ/発行
2017.11 165p 21cm 2000 円
【受贈、上毛 1/30】

映画化決定
友井羊/著 朝日新聞出版/発行
2018.1 269p 19cm 1300 円
著者は群馬県生まれ
【上毛 1/14、TRC 新刊案内 2044 号】

このミステリーがすごい！ ２０１７年のミステ
リー＆エンターテインメントベスト２０ ２０１
８年版
『このミステリーがすごい!』編集部/編
宝島社/発行
2017.12 64,191p 21cm 680 円
「新鋭作家大座談会 青崎有吾×芦沢央×阿部
智里×岡崎琢磨×白井智之×知念実希人×友井
羊」収録
阿部氏は前橋市出身
友井氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2042 号】

老イニモ負ケズ 雑筆集 Ⅵ
倉田東平/著
『定年のち時々青春』発行会/発行
2017.12 486p 19cm 2490 円(頒価)
著者は高崎市在住
【受贈】
おうさまとこわいこわいもり 絵本
トオル/さく･え
井上出版企画(みなかみ町)/発行
2017.9 1 冊 18 × 18cm 500 円
【TRC 新刊案内 2042 号】

ゴンちゃんのさがり眉
山口てる代/著 百年書房/発行
2017.12 177p 18cm 1500 円
著者は前橋市在住で群馬朗読の会会員
【受贈、上毛 1/9】

大人になるまでに読みたい１５歳の詩 ５ たた
かう
ゆまに書房/発行
2017.12 4,249p 19cm 1500 円
萩原朔太郎「蒼ざめた馬」収録
【TRC 新刊案内 2042 号】

渋川に生きる 詩文集 選集
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2012.3 337p 27cm 1600 円
著者は渋川市在住
【受贈】

思えば、孤独は美しい。
糸井重里/著 ほぼ日/発行
2017.12 289p 19cm 1600 円
（ Hobonichi Books ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2042 号】

渋川に生きる 詩文集 第１集
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2012.3 351p 26cm 1200 円
著者は渋川市在住
【受贈】

語る、ふるさと 安吾２００７－２０１６ 坂口
安吾生誕１０１年から１０年のあゆみ
安吾の会/発行
[2017.10] 192p A5 判 1800 円
（ 安吾探索ノート 第８号 ）
「安吾探索マップ 桐生市編」収録
【桐生タイムス 1/10】

渋川に生きる 詩文集 第２集
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2012.3 374p 26cm 1200 円
著者は渋川市在住
【受贈】

-9-
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渋川に生きる 詩文集 第３集
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2012.3 373p 26cm 1200 円
著者は渋川市在住
【受贈】

人間の物語 第４部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1999.10 196,32p 19cm 800 円
著者は渋川市在住

【受贈】

周休上人の詩的世界 江戸時代の渋川に生きた
漢詩集
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2013.6 382p 26cm 1500 円
著者は渋川市在住
【受贈】

年刊歌集 平成２９年度
群馬県歌人クラブ/発行
2017.11 202p 19cm 3000 円

【受贈】

果てない野山 第１部
中野泰/著 赤城野社(渋川市)/発行
2012.6 255p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住

【受贈】

果てない野山 第３部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1987.11 221p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住

【受贈】

果てない野山 第４部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1989.2 288p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住

【受贈】

果てない野山 第５部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1992.9 432p 19cm 1600 円
著者は渋川市在住

【受贈】

スクランブル･アンソロジー
刊行記念版）
高崎現代詩の会/発行
2017.10 65p 21cm

第４集（１５０号
【受贈】

ただいま！ 四年にわたる夫と私の二人三脚闘病
記
鈴木照子/著 文芸社/発行
2017.12 222p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2040 号】
偸天漢詩集 活字版 上巻
偸天 角田恵重/著 中野泰･品川鈴峰/訳
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2017.10 4,281p 21cm 1500 円
品川氏は渋川市在住
【受贈】
偸天漢詩集 活字版 下巻
偸天 角田恵重/著 中野泰･品川鈴峰/訳
絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2017.10 8,278p 21cm 1500 円
品川氏は渋川市在住
【受贈】

パパ
岡部えつ/著 双葉社/発行
2016.1 236p 20cm 1500 円
著者は群馬県育ち、前橋市立女子高校卒業
【毎日 1/17、TRC 新刊案内 1948 号】

中野泰 果てない野山･考
/著 群馬民主文学会(高崎市)/発行
2002.6
205,20p 21cm 1000 円
「≪果てない野山≫の登場人物」小山時子/著
収録
中野氏は渋川市在住
【受贈】

フリー！
岡部えつ/著 双葉社/発行
2016.5 250p 19cm 1400 円
著者は群馬県育ち、前橋市立女子高校卒業
【毎日 1/17、TRC 新刊案内 1964 号】

人間の物語 第１部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1995.11 288p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住

【受贈】

平成徒然草 随筆集 上巻
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2015.10 6,262p 21cm [1200 円]
著者は渋川市在住
【受贈】

【受贈】

平成徒然草 随筆集 下巻
品川鈴峰/著 絵と本の木かげ館(渋川市)/発行
2015.10 6,272p 21cm [1200 円]
著者は渋川市在住
【受贈】

人間の物語 第２部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1996.6 278p 19cm 1500 円
著者は渋川市在住
人間の物語 第３部
中野泰/著 赤城野社(高崎市)/発行
1997.5 324p 19cm 1000 円
著者は渋川市在住

〔 2018.2〕

本のパーキング ２６号
hashoma-do/発行
2017.12 18p 21cm 200 円(頒価)
「友よ!ディスケ･ガウデーレ…『村田エフェン
ディ滞土録』梨木香歩」アラマキマリコ(前橋
市在住)/著収録
【受贈】

【受贈】
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勇者たち（上） 戦国･上州の激闘を越えて
/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.1 349p 21cm 1400 円
箕輪城主･長野業政らの姿を描いた歴史小説
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 1/18･27】

心の青空のとりもどし方
加藤久雄/著 海鳴社/発行
2017.12 196p 19cm 1500 円
（ バウンダリー叢書 ）
著者は群馬県生まれ、高崎市立東部小学校勤務
【TRC 新刊案内 2042 号】

勇者たち（下） 戦国･上州の激闘を越えて
/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
2018.1 279p 21cm 1300 円
箕輪城主･長野業政らの姿を描いた歴史小説
著者は玉村町在住
【受贈、上毛 1/18･27】

咲き定まりて 市川雷蔵を旅する
清野恵里子/著 集英社インターナショナル/発
行
2017.12 317p 22cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2041 号】
ジャジューカの夜、スーフィーの朝 ワールドミ
ュージックの現場を歩く
サラーム海上/著 DU BOOKS/発行
2017.12 350p 19cm 2500 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2043 号】

県関係者の一般著作
頭の中を無限ループする“あの曲”を一瞬で消し
去るすごい集中法
粂原圭太郎/著 飛鳥新社/発行
2017.12 133p 19cm 1200 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2043 号】

数学史のすすめ 原典味読の愉しみ
高瀬正仁/著 日本評論社/発行
2017.12 9,299p 20cm 2700 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2043 号】

魚市場で働く
鑓田浩章/著 ぺりかん社/発行
2017.12 158p 19cm 1500 円
（ なるには BOOKS 補巻 19 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2040 号】

すぐ始められるピア･サポート指導案＆シート集
第７版
菱田準子/著 森川澄男/監修
ほんの森出版/発行
2015.2 167p 26cm 2300 円
森川氏は育英短期大学教授
【受贈】

うちの子、伸びざかり、ボケざかり！
おぐらなおみ／著 中央公論新社/発行
2017.11 125p 21cm 1000 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2039 号】

大学生のための生態学入門
西村尚之/著 原登志彦/監修 共立出版/発行
2017.12 7,247p 21cm 2400 円
著者は群馬大学社会情報学部教授
【TRC 新刊案内 2043 号】

岡潔先生をめぐる人びと フィールドワークの日
々の回想
高瀬正仁/著 現代数学社/発行
2017.12 11,435p 21cm 3800 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2043 号】

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文学部非常勤講師
【TRC 新刊案内 2041 号】

音でわかる名前占い 呼び名の持つパワー
宮沢みち/著 日貿出版社/発行
2017.12 221p 19cm 1200 円
付属資料：「相性チェックカード」1 枚
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2041 号】

地域観光事業のススメ方 観光立国実現に向けた
処方箋
井門隆夫/著 大学教育出版/発行
2017.12 6,227p 22cm 2200 円
著者は高崎経済大学地域政策学部准教授
【TRC 新刊案内 2042 号】

駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告
Ｑ＆Ａ
桑原清幸/著 玄光社/発行
2017.12 207p 21cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2043 号】

ちゃんと人とつきあいたい 発達障害や人間関係
に悩む人のためのソーシャルスキル･トレーニン
グ ２
霜田浩信･橋本創一/編著
エンパワメント研究所/発行
2017.12 239p 21cm 1800 円
霜田氏は群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 2043 号】

今日からの美味しいコーヒー 「トーチ」のドリ
ッパーで淹れる自分の一杯
中林孝之/著 文化学園文化出版局/発行
2017.12 79p 15 × 21cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2041 号】
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〔2018.2〕

中世武家服飾変遷史
山岸裕美子/著 吉川弘文館/発行
2018.1 8,235,7p 22cm 9000 円
著者は群馬県生まれ、群馬医療福祉大学教授
【TRC 新刊案内 2043 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１２ 「働く」
を目指して～特別支援学校の子どもたち～ 平成
２９年９月１６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】

東京「スリバチ」地形散歩 凹凸を楽しむ 多摩
武蔵野編
皆川典久･真貝康之/著 洋泉社/発行
2018.1 207p 21cm 2200 円
皆川氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 2042 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１３ 体験活
動と青少年の健全育成 平成２９年９月２３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 ♯１４ 明るい
介護の未来へ 平成２９年９月３０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】

トレイルラン ２０１７―１８ＡＵＴＵＭＮ／Ｗ
ＩＮＴＥＲ 特集“走れる体”のつくり方
山と溪谷社/発行
2017.11 130p 30cm 1200 円
（ マウンテンスポーツマガジン ）
特別企画「TOP RUNNER'S VOICE2017」 中に鏑
木毅(群馬県生まれ)に関する記述あり
【TRC 新刊案内 2040 号】

はばたけ！ぐんまの子どもたち ♯１５ 群馬の
幼児教育 平成２９年１０月７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】

マッカーサーの呪い永久革命の種 今なおアメリ
カの罠に嵌まったままの日本
青柳武彦/著 ハート出版/発行
2017.12 268p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 2042 号】

電子資料

両立どころの騒ぎじゃない。 男児２人を育てる
母ちゃんドクターのフルスロットルな２４時間
須藤暁子/著 KADOKAWA
2017.11 269p 17cm 1200 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 2039 号】

視聴覚資料
群馬県立太田女子高等学校 校歌（CD）
群馬県立太田女子高等学校同窓会[/制作]
[2009.3] 2 曲
音楽部合唱と吹奏楽部演奏の 2 曲収録【受贈】
更なる飛躍 ああ太田商高われらが母校燦然と未
来かがやく 太田市立商業高等学校創立５０周年
（DVD）
太田市立商業高等学校 50 年史編集委員会/企画
･制作
[2014] 10 分
【受贈】
は ば た け！ ぐ ん ま の 子 ど も た ち ♯ １ １ め ざ
せ！未来の科学者 平成２９年９月９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】

〔 2018.2〕
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