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No. タイトル／編著者  出版者 出版年⽉ 請求記号 資料ＩＤ テーマ

1
⼤学⽣のためのアルバイト・就活トラブルQ&A /
⽯⽥眞, 浅倉むつ⼦, 上⻄充⼦著

旬報社 2017.3 377.9:I72 001900384 1⼈暮らし

2
⼤学⽣のためのメンタルヘルスガイド : 悩む⼈、助
けたい⼈、知りたい⼈へ / 松本俊彦編

⼤⽉書店 2016.7 377.9:Ma81 021601165 1⼈暮らし

3
東⼤キャリア教室で1年⽣に伝えている⼤切なこと
: 変化を⽣きる13の流儀 / 標葉靖⼦, 岡本佳⼦, 中村
優希編

東京⼤学出版会 2019.3 377.9:Sh62 021901657 1⼈暮らし

4
ひとり暮らしレスキューBOOK : ひとり暮らしの
「困った!」をこの1冊ですべて解決 / 成美堂出版
編集部編

成美堂出版 [2018.2] 590:H77 021910003 1⼈暮らし

5
ていねいなひとり暮らし : 狭くても忙しくてもお⾦
がなくてもできる / shoko著

すばる舎リンケージ 2017.12 590:Sh96 021910002 1⼈暮らし

6 ひとり暮らし完全サポートbook 主婦と⽣活社 [2014.3] 590:Sh99 021910001 1⼈暮らし

7
太るクセをやめてみた : あなたらしくヤせる / 本
島彩帆⾥著

主婦の友インフォス 595.6:Mo84 021700321 料理

8
もっともっとふつうの和⾷を覚えたい! : 知ってお
きたい基本の和⾷が84品 / ⼩⽥真規⼦ [著]

主婦と⽣活社 2003.11 596.21:O17 020301270 料理

9
続けられるおべんとう : 毎⽇無理なく作るための
⼿間なしレシピと美しい詰め⽅のこつ / いづいさ
ちこ著

誠⽂堂新光社 2018.3 596.4:I99 021800252 料理

10
シアワセほおばるフレンチトーストレシピBOOK :
あの⼈気店の絶品レシピをおうちで

宝島社 2013.9 596.63:Sh15 021303555 料理

11
炊飯器でおいしいお菓⼦&ふっくらパン : ⼿間な
し!失敗なし!スイッチ・ポンで焼き上がり : very
easy! / 江端久美⼦[著]

学習研究社 2004.11 596.6:E12 020401190 料理

12 フライパン1つで⼿間なし!おいしい450品 学研パブリッシング 596:F92 021303565 料理

13
世界⼀美味しい⼿抜きごはん : 最速!やる気のいら
ない100レシピ / はらぺこグリズリー著

KADOKAWA 2019.3 596:H32 021901617 料理

14
ゆる⾃炊BOOK : 料理って意外に簡単らしい : ビギ
ナーさんいらっしゃい! / ⽐留間深雪編集

オレンジページ 2016.4 596:H75 021901632 料理

15
ひとり暮らしのラクチンごはん : はじめてでもおい
しく作れる! / 検⾒崎聡美〔著〕

主婦の友社 2012.2 596:Ke45 021401036 料理

16
あれも、これも、おいしい⼿作り⽣活。 / まめこ
絵と⽂

サンクチュアリ・パブリッシング 2009.7 596:Ma41 021303552 料理

17
まぼろしカレー : 東京カリ〜番⻑・⽔野仁輔のいま
はなき名店に学ぶ! / ⽔野仁輔著

地球丸 2015.6 596:Mi96 021601320 料理

18
男の独り料理 : 健康もおいしさも⾃分でつくる /
婦⼈之友社編集部

婦⼈之友社 2000.4 596:O86 021601305 料理

19
Yuuのラクうまベストレシピ = YUU'S BEST
RECIPE : 誰にでもできる簡単なコツでいつものお
かずがごちそうに / Yuu著

扶桑社 2019.7 596:Y99 021901624 料理

20
ミルク⽇記 : 毎⽇を元気に過ごすためのミルクの本
/ チーム・ミルクジャパン著 ; 寄藤⽂平アートディ
レクション

ポプラ社 2017.10 648.1:C45 022010089 料理

21
味のなんでも⼩事典 : ⽢いものはなぜ別腹? / ⽇本
味と匂学会編

講談社 2004.4 U491.377:N77 020400068 料理

22
「おいしさ」の科学 : 素材の秘密・味わいを⽣み
出す技術 / 佐藤成美著

講談社 2018.3 U498.53:Sa85 021800020 料理

23
料理のなんでも⼩事典 : カレーはなぜ翌⽇に⾷べる
⽅がおいしいの? / ⽇本調理科学会編

講談社 2008.9 U498.5:N77 020800545 料理

24 ぱっちり、朝ごはん / 阿川佐和⼦[ほか]著 河出書房新社 2015.4 914.68:O33 021800339 料理

25
HANI-本 : 群⾺県公式はにわガイドブック「ハニぼ
ん」 : あなたの知らない、はにわの世界 : イチ推し
はにわ200体 / 右島和夫, 若狭徹監修

群⾺県 [2020] G210.2:G94 022100578 群⾺
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26
古墳⼤国群⾺へのあゆみ / 群⾺県⽴歴史博物館編
集

群⾺県⽴歴史博物館 2021.7 G213.3:G94 022110697 群⾺

27
東国⽂化副読本 : 古代ぐんまを探検しよう / 群⾺県
⽂化振興課企画・編集

群⾺県 : 群⾺歴史⽂化遺産発掘・活⽤・発信実⾏委員会 2020.4 G213.3:G94 022000428 群⾺

28 上⽑かるた その⽇本⼀の秘密 / 原⼝美貴⼦著 上⽑新聞社 1996.1 G213.3:J69:35 009505022 群⾺

29
群⾺が最⾼ : 45の群⾺ベストで群⾺のとりこにな
る! / 群⾺ベスト選出委員会編

泰⽂堂 2014.11 G291.33:G94 021502873 群⾺

30
「上⽑かるた」ゆかりの地⽂化めぐり : ガイドマッ
プ / 群⾺県⽂化振興課企画・編集

群⾺県 2017.3 G291.33:G94 021801361 群⾺

31
レンタサイクルで巡るぐんまの⾃転⾞さんぽ : 前
橋・⾼崎・伊勢崎・太⽥・みどり・桐⽣・館林・
富岡・⽢楽・下仁⽥

上⽑新聞社事業局出版部 2016.10 G291.33:J69 021700063 群⾺

32
群⾺の逆襲 : ⽇本⼀“無名"な群⾺県の「幸せ⼒」 /
⽊部克彦著

彩流社 2010.5 G291.33:Ki11 001000978 群⾺

33
いまこそ⾔おう「群⾺・アズ・ナンバーワン」 /
⽊部克彦

⾔視舎 2012.10 G291.33:Ki11:2 021402350 群⾺

34
ぐんまちゃんとお散歩 : 群⾺のいいとこ、めっけた
/ 河野英喜写真 : 群⾺県協⼒

中経出版 2013.6 G291.33:Ko76 021300513 群⾺

35 伊⾹保・草津 : 群⾺ 昭⽂社 2012.7 G291.33:Ko94 021501637 群⾺
36 群⾺県謎解き散歩 / 熊倉浩靖編著 新⼈物往来社 2013.1 G291.33:Ku33 021308303 群⾺

37
群⾺県ブラジル町に住んでみた : ラテンな友だちづ
くり奮闘記 / 中川学著

KADOKAWA 2013.10 G291.33:N32 021303373 群⾺

38
上州をゆく : とっておきの群⾺のお話 / 中島克幸
著

あさを社 2014.9 G291.33:N34:2 001401107 群⾺

39 世界遺産富岡製⽷場&群⾺おさんぽマップ 実業之⽇本社 2014.8 G291.33:Se22 021502876 群⾺
40 しるくたび : 群⾺のまち歩きガイド 上⽑新聞社事業局出版部 2014.10 G291.33:Sh89 021502874 群⾺
41 群⾺のトリセツ 昭⽂社 2020.12 G291.33:Sh95 002000715 群⾺

42
群⾺「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない
群⾺県の歴史を読み解く! / ⼿島仁監修

実業之⽇本社 2014.9 G291.33:Te83 021402353 群⾺

43 地図で楽しむすごい群⾺ / 都道府県研究会著 洋泉社 2019.1 G291.33:To18 001800706 群⾺

44
群⾺のおきて : グンマーを楽しむための52のおき
て = The rule of Gunma / 群⾺県地位向上委員会
編

アース・スターエンターテイメント G361.42:G94 021303416 群⾺

45
群⾺ルール : 群⾺めでたいライフを楽しむための
49のルール / 都会⽣活研究プロジェクト「群⾺
チーム」著

KADOKAWA 2014.10 G361.42:To28 021502872 群⾺

46
群⾺絹産業近代化遺産の旅 : 富岡製⽷場・⽥島弥
平旧宅・⾼⼭社・荒船⾵⽳ / ⾼橋慎⼀写真と⽂

繊研新聞社 2013.4 G632.133:Ta33 001301374 群⾺

47
世界遺産「富岡製⽷場と絹産業遺産群」建築ガイ
ド : まるごとわかる / 富岡製⽷場世界遺産伝道師協
会編

上⽑新聞社事業局出版部 2014.8 G632.133:To56 021402149 群⾺

48 群⾺の⼩さな温泉 / ⼩暮淳 [著] 上⽑新聞社事業局出版部 2010.9 G689.8133:Ko2 021308342 群⾺

49

おらが群⾺のおもてなし英語 = Hospitality English
in Nostalgic Gunma : ぐんまの魅⼒を英語で伝えよ
う / 渡邉美代⼦著 ; ⾼崎商科⼤学地域連携セン
ター企画

上⽑新聞社事業局出版部 2019.3 G837.8:W46 021901686 群⾺
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