図書館です！新着ガイド 平成28年度 第4号
今年度第４号の新着ガイドをお届けします。
９～１０月中に利用を開始した本を紹介します。

平成２８年１１月１日発行

コンピュータによる貸出を開始しました。とても簡
単！資料の在庫状況の確認、分野別のリストアッ
プもすぐにできます。詳しくはカウンターまで。

工学の本
分類記号
007.1 ﾜ
007.64 ｱ
007.64 ｶﾞ
007.64 ｼ
007.64 ﾓ
425 ﾏ
528.4 ｲ
528.6 ｺ
534.4 ｿ
537 ｼ
537.25 ﾋ

タイトル 著者 出版社
クラウドではじめる機械学習 Ａｚｕｒｅ ＭＬでらくらく体験 リックテレコム
プログラミングコンテストチャレンジブック 問題解決のアルゴリズム活用力とコーディングテクニックを鍛える

入門CGデザイン CG制作の基礎 画像情報教育振興協会
CGクリエイター検定エキスパートベーシック公式問題集
小学生でもわかるｉＰｈｏｎｅアプリのつくり方 Ｘｃｏｄｅ７／Ｓｗｉｆｔ２対応 秀和システム

トコトンやさしい色彩工学の本 前田 秀一∥著 日刊工業新聞社
マンガでわかる電気設備 五十嵐 博一∥著 オーム社
乙種第６類消防設備士試験 改訂版 近藤 重昭∥著 一ツ橋書店
トコトンやさしいポンプの本 外山幸雄 著 日刊工業新聞社
Ｎｏ．１トヨタ ７つの仕事魂（スピリッツ） 志賀内 泰弘∥著 ＰＨＰ研究所
トコトンやさしい電気自動車の本 第２版 廣田 幸嗣∥著 日刊工業新聞社

537.9 ｻ 2016 世界の自動車オールアルバム ２０１６年 ４４カ国２５３ブランド ３４７２車種を完全収録 三栄書房

547.5
548.3
585.7
589.7

ｸ
ｱ
ﾚ
ｺ

ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth無線用Arduinoプログラム全集

CQ出版

ロボット技術ガイドブック 基本技術から「人工知能」「自動運転」まで 工学社

トコトンやさしい段ボールの本

レンゴー株式会社 日刊工業新聞社

日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで 小山 友介∥著 人文書院

マンガ
726 ｱ 13
726 ｲ 11
726 ｲ 14
726 ｲ 8
726 ｵ 2
726 ｺ 5
726 ｽ 15
726 ﾂ 20
726 ﾊ 49

俺物語！！ １３
アルコ∥作画 集英社
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ Ｗ １１ 岩原裕二 スクウェア・エニックス
信長協奏曲 １４ 石井 あゆみ∥著 小学館
東京喰種：ｒｅ ８ 石田 スイ∥著 集英社
ダーリンは外国人 ２ 小栗左多里 著 メディアファクトリー
リィンカーネイションの花弁 ５ 小西幹久 マッグガーデン
コウノドリ １５ 鈴ノ木 ユウ∥著 講談社
食戟のソーマ ２０ 附田祐斗 原作 集英社
ハヤテのごとく！ ４９ 畑 健二郎∥著 小学館
726 ﾊ 6-11 さんかれあ ６ー１１ はっとり みつる∥著 講談社
夜廻り猫 今宵もどこかで涙の匂い 深谷 かほる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
726 ﾌ
726 ﾌ 23 ハイキュー！！ ２３ 古舘春一∥著 集英社
累（かさね） ９ 松浦 だるま∥著 講談社
726 ﾏ 9

ライトノベル

Ｏｎｌｙ Ｓｅｎｓｅ Ｏｎｌｉｎｅ１０ アロハ座長∥著
緋弾のアリア ２３ 不赤松 中学∥著
ヘヴィーオブジェクト 一番小さな戦争 鎌池 和馬∥著
新約とある魔術の禁書目録１３ 鎌池和馬 [著]
魔弾の王と戦姫 １５ 川口 士∥著
アクセル・ワールド ２０ 川原 礫∥著
ノーゲーム・ノーライフ ９ 榎宮 祐∥著
ホーンテッド・キャンパス 4-7 櫛木理宇 [著]
魔法科高校の劣等生 ２０ 佐島 勤∥著
キノの旅 ２０ 時雨沢 恵一∥著
カゲロウデイズ ７ じん（自然の敵Ｐ）∥著
RAIL WARS! 日本國有鉄道公安隊 ９，１１ 豊田巧 著
金色の文字使い 外伝３ 十本 スイ∥著
913 ﾅ 9-10 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ９－１０ 長月 達平∥著
913 ﾊ 18 狼と香辛料 １８ 支倉 凍砂∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ﾌｾ 1-8 転生したらスライムだった件１－８ 伏瀬 著
サマーウォーズ 岩井恭平 著
913 ﾎ
進化の実 ５ 知らないうちに勝ち組人生 美紅∥著 双葉社
913 ﾐ 5
ミカグラ学園組曲 ８ 革新的ヒロイズム ＬａｓｔＮｏｔｅ．
913 ﾗ 8
913 ﾜ 0-2 はたらく魔王さま！ ０－２，１６ 和ヶ原 聡司∥著
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913

ｱ 10
ｱ 23
ｶ 12
ｶ 13
ｶ 15
ｶ 20
ｶ9
ｸ 4-7
ｻ 20
ｼ 20
ｼﾞ 7
ﾄ 9,11
ﾄ3

裏面には、「県工の新聞掲載情報」が
載っています↴↴↴

分類順
分類記号
159 ﾜ
210.7 ｱ
210.7 ｶ
289.1 ｻ
289.1 ﾊ
291 ｼ 1
291 ｼ 2
311 ｶ
311 ﾊ
312 ｺ
334 ｴ
336 ｻ
336 ｻ
336 ﾄ 2017
336 ﾑ
337 ﾏ
338 ｶ
361.4 ﾖ
368.3 ｵ
369.2 ｵ
371.4 ﾀ
379 ｵ
383 ﾜ
451 ｶ
470 ｵ 3
492 ｶ
543.5 ﾄ 1
543.5 ﾄ 2
543.5 ﾄ 3
576 ｳ
596 ｱ
673 ｱ
726.1 ﾔ
728 ﾅ
740 ﾎ
743 ｲ
748 ﾎ
770 ｶ
779 ｼ
779 ｼ
779 ﾊ
779 ﾋ
780.1 ｴ
783.4 ﾅ
783.4 ﾊﾟ
783.4 ﾗ
786.1 ｼﾞ
804 ｵ 1-2
816 ﾔ
911 ﾕ 1-3
911.3 ﾅ
913 ｶﾜ

タイトル 著者 出版社
15歳から学ぶ「陽転思考」のきほん 和田裕美 著 ポプラ社
70年目の証言 あの戦争を語る 週刊朝日編集部 編 朝日新聞出版
戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤陽子 著 朝日出版社
さかなクンの一魚一会 まいにち夢中な人生! さかなクン 著 講談社
台湾を愛した日本人 土木技師八田與一の生涯 古川勝三 著 創風社出版
日本百名山トレッキングコースガイド 上巻 昭文社
日本百名山トレッキングコースガイド 下巻 昭文社
よいこの君主論 架神 恭介∥著；辰巳 一世∥著 筑摩書房
国家を考えてみよう 橋本治 著 筑摩書房
社会をちょっと変えてみた ふつうの人が政治を動かした七つの物語 駒崎弘樹∥著 岩波書店

超少子化 異次元の処方箋 ＮＨＫスペシャル「私たちのこれから」取材班∥編 ポプラ社

朝イチでメールは読むな! 仕事ができる人に変わる41の習慣 酒巻久 著 朝日新聞出版

ドラッカーの教えどおり、経営してきました 酒巻久 著 朝日新聞出版
会社四季報業界地図 東洋経済新報社 編 東洋経済新報社
コピー用紙の裏は使うな! コスト削減の真実 村井哲之 著 朝日新聞社
江戸の卵は一個四〇〇円！ モノの値段で知る江戸の暮らし 丸田 勲∥著 光文社

お金は銀行に預けるな 金融リテラシーの基本と実践 勝間和代 著 光文社
コミュ障は治らなくても大丈夫 コミックエッセイでわかるマイナスからの会話力 吉田 尚記∥著

生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある 岡檀 著 講談社
日本手話のしくみ練習帳 岡典栄, 赤堀仁美 著 大修館書店
中学生・高校生・大学生のための自己理解ワーク 丹治光浩 著 ナカニシヤ出版
直感力を高める数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー∥著 河出書房新社

日本の制服１５０年 イラストで見る制服のデザイン 渡辺 直樹∥著 青幻舎
気象予報士・予報官になるには 金子 大輔∥著 ぺりかん社
改訂新版 日本の野生植物

３【バラ科～センダン科】 大橋広好［ほか］∥編 平凡社

家庭の医学 オールカラー版 川名正敏 総監修 成美堂出版
国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書
国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書 会議録
国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書 参考資料
新版 これ１冊できちんとわかるアロマテラピー 梅原 亜也子∥著 マイナビ
食品の保存テク もっとおいしく、ながーく安心 徳江千代子 監修 朝日新聞出版

販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子∥著 ぺりかん社
ポーズと構図の法則 使える構図パターン満載！ 作例約４００点 廣済堂出版
履歴書やエントリーシートがキレイに書ける美文字練習帖 中塚 翠涛∥著 小学館

星野道夫 風の行方を追って

湯川豊 著 新潮社

プロが教える夜景写真 撮影スポット＆テクニック

岩崎 拓哉∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

新装版 グリズリー アラスカの王者 星野道夫∥著 平凡社
演劇やろうよ! かめおかゆみこ 著 青弓社
春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭一之輔 落語 小学館
春風亭一之輔落語集 雛鍔／明烏 ［ＤＶＤ］ 日本コロムビア
正楽三代 寄席紙切り百年 新倉典生 著 dZERO インプレス
談志は「これ」を聴け! 名演・名盤ガイド 広瀬和生 著 光文社
うっかりドーピング防止マニュアル 遠藤敦 著 リバネス出版
サッカー年代別トレーニングの教科書 世界王者ドイツの育成メソッドに学ぶ カンゼン
サッカーで一番大切な「あたりまえ」のこと 弱くても勝つ！大分高校サッカー部

内外出版社

世界最強ドイツサッカーに学ぶサッカートレーニング術 誠文堂新光社
これで身につく山歩きバテない歩き方術 ジェイティービーパブリッシング
ダーリンの頭ン中 １－２ 小栗左多里, トニー・ラズロ 著 メディアファクトリー

考えるシート 山田 ズーニー∥著 講談社
大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳 １－３ ゆまに書房
夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井いつき 著 世界文化社
コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版
913 ｷｳ 1-2 光炎の人 上，下 木内 昇∥著 角川書店
紫匂う 葉室麟 [著] 講談社
913 ﾊ
危険なビーナス 東野 圭吾∥著 講談社
913 ﾋｶﾞ
伝説のエンドーくん まはら 三桃∥著 小学館
913 ﾏﾊ
913 ﾏﾙ 11 オーバーロード １１ 山小人の工匠 丸山くがね∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
僕が電話をかけていた場所 三秋 縋∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ﾐ
君が電話をかけていた場所 三秋 縋∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ﾐ
913 ﾓﾘ 2 有頂天家族 二代目の帰朝 森見登美彦 著 幻冬舎
ことばのこころ 中西進 著 東京書籍
914 ﾅｶ
あの夏、兵士だった私 96歳、戦争体験者からの警鐘 金子兜太 著 清流出版
916 ｶ

「県工の新聞掲載情報」（９月１日～１０月３１日）
…皆さんの活躍が新聞に掲載！
すべての記事は図書館で見ることができます

日付

新聞名 紙面ページ

H28.10.31 報17,友19,ス24
H28.10.31 報17,友18
H28.10.30 友15,報23
H28.10.30 友16,報22,ス26
H28.10.29 友4,10/30報11
H28.10.28 報19,友18,ス22
H28.10.24 友18,報21
H28.10.23 友14,報21
H28.10.23 報2
H28.10.22 報1+3,友1+4
H28.10.22 報4,友8
H28.10.20 報11
H28.10.17 ｽ24,報18,友21
H28.10.17 報18,友18
H28.10.16 報21,友19
H28.10.16 報22,ｽ28
H28.10.15 友15
H28.10.14 友16,10/15報26
H28.10.14 報14
H28.10.12 友17
H28.10.12 友18

H28.10.9 報20,友17
H28.10.8 友21,報23
H28.10.8 友18+19,報8
H28.10.5 報1+18+25,友1+18+24,ス22
H28.10.3 報19,友17
H28.10.2 報1+24+29,ス28,友16
H28.10.1 報22
H28.9.30 友21
H28.9.30 報別1+3+4
H28.9.27 ｽ22,友20,報14,,10/15報26
H28.9.26 ｽ26
H28.9.26 友21,報17
H28.9.26 友17
H28.9.25 朝29,ス28,友15,報21
H28.9.25 友19,報26
H28.9.23 報19,友16
H28.9.22 報26
H28.9.21 ｽ22,9/23報19
H28.9.18 ｽ28,朝23,友16,報23
H28.9.18 ｽ28,友15,報20
H28.9.18 友15
H28.9.16 報8
H28.9.16 報10
H28.9.16 報20,ｽ26,友15
H28.9.15 友16,報19
H28.9.13 ｽ24,友17,報21
H28.9.13 友19,報21
H28.9.13 友19,報22
H28.9.13 友20,報16
H28.9.13 報17
H28.9.11 友19,報13,9/14ｽ22
H28.9.11 友18,報12
H28.9.11 友18,報11
H28.9.11 友17,報11,9/13ｽ24
H28.9.11 報2
H28.9.10 友4,報8
H28.9.10 友18,報23,ｽ28,朝27,9/15友19
H28.9.8
H28.9.7
H28.9.6
H28.9.4
H28.9.4
H28.9.3
H28.9.2

友12
報15,友17
友16,報17
報16,ｽ28,友16
報17,友15,ス22
報5,友4
報20,友21,ｽ22

＊略称 報=福島民報 友=福島民友新聞 朝=朝日新聞 ス=スポーツニッポン
＊OBの記事は主要なものを掲出しています。

内 容
【OB】プロバスケ ボンズ 対群馬70-54 菅野選手13得点
第47回全国高校バスケットボール選抜優勝大会（ウィンターカップ）県予選会 準々決勝対若商65-77
第47回全国高校バスケットボール選抜優勝大会（ウィンターカップ）県予選会 1回戦対原町72-43 2回戦対東日本昌平
【OB】プロバスケ ボンズ 対群馬64-70 菅野選手両チーム最多20得点
県高校生ものづくりコンテスト 旋盤作業1位船山雄飛 電気工事2位半沢佑樹 化学分析3位服部聖美 木材加工2位高橋
龍平 3位佐藤颯紀
第44回FTV杯県高校バレーボール選抜優勝大会組み合わせ 県工は25日に白河と
【OB】プロバスケ ボンズ 対青森82-74 菅野選手13得点
【OB】プロバスケ ボンズ 対青森88-80 菅野選手3得点
小高工創立50周年式典 永年勤続表彰に齋藤利明先生、廣瀬先生
平成29年度県立高募集定員発表 県工は変更なし
平成28年度教育文化関係表彰 永年勤続 加瀬教頭ほか全7名の先生
【OB】福島オーディオ研究会が鑑賞会開催 塩沢守行会長（同窓会副会長）
第95回全国サッカー選手権県大会 4回戦対聖光学院0-4
【OB】プロバスケ ボンズ 対茨城89-95 菅野選手14得点
【OB】プロバスケ ボンズ 対茨城86-72 菅野選手12得点
第95回全国サッカー選手権県大会 3回戦対ふたば未来3-0
秋季県北支部高校野球大会 1回戦対福島明成14-1
第95回全国サッカー選手権県2次大会 メンバー紹介
【OB】福島オーディオ研究会が鑑賞会開催告知 塩沢守行会長（同窓会副会長）
第47回全国高校バスケットボール選抜優勝大会（ウィンターカップ）県予選会・第53回県選抜高校バスケットボール選手権大
会組合せ 本校は原町と対戦
いわて国体振り返り 宍戸大輔の優勝に言及
【OB】プロバスケ ボンズ 対群馬64-74 菅野選手5得点
【OB】プロバスケ ボンズ 対群馬75-78 菅野選手17得点
【OB】危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 清野栄さん、菅野利和さん
岩手国体 ウエイト宍戸大輔３冠達成
【OB】プロバスケ ボンズ 対山形88-71 菅野選手13得点
【OB】プロバスケ ボンズホーム初戦惜敗 対山形66-73 菅野翔太選手最多得点、17得点。
岩手国体 35競技展望 宍戸大輔の3冠に言及
岩手国体 遠藤総監督の注目選手 宍戸大輔の３冠
【OB】プロバスケ ボンズ特集 菅野翔太選手の写真あり
第95回全国サッカー選手権県2次大会組合せ 県工は10月15日ふたば未来と対戦
【OB】第30回東北クラブバスケットボール選手権県予選会 1回戦福島工業クラブ対会津クラブ82-77
【OB】プロバスケ ボンズ2連勝 対岩手71-68 菅野翔太選手10得点
県立美術館「被災地からの発信ふくしま3.11以降を描く」 片平先生の作品に言及
秋季高校野球県大会 2回戦対郡山0-12
【OB】プロバスケ ボンズ初戦勝利 対岩手89-85 菅野翔太選手14得点
サッカーF1リーグ最終節 対富岡1-1
【OB】プロバスケ ファイヤーボンズ ティップオフパーティ 菅野翔太選手の優勝宣言
【OB】プロバスケ 今季の福島ファイヤーボンズメンバー 菅野翔太選手
秋季高校野球県大会 1回戦対会津学鳳6-5
サッカーF1リーグ第17節 対湯本3-2
【OB】プロバスケ Bリーグ2部東地区チーム紹介 福島ファイヤーボンズ菅野翔太選手の写真掲載
秋季高校野球県大会 広告
宍戸 高校総体優勝を福島市長に報告
久岐斗亜がプロ志望届け提出
秋季高校野球県大会 メンバー表
【OB】プロ野球 ホープス 久岐1打数0安打 チームも群馬に敗戦7-9
宍戸 高校総体優勝を知事に報告
国体選手団発表 ウエイト 宍戸大輔 ハンド 佐藤昴省
県高校新人陸上 800m6位鈴木飛郎 円盤投げ8位土屋祐次
【OB】プロバスケ ファイヤーボンズ 菅野翔太12得点 対山形76-62
サッカーF1リーグ第16節 対白河1-1
県高校新人陸上 やり投げ8位渡辺大和
【OB】プロバスケ ファイヤーボンズ 菅野翔太11得点も仙台に敗戦66-84
【OB】プロ野球 ホープス 久岐1打数0安打 チームも群馬に敗戦3-6
県立美術館で企画展 片平先生のギャラリートークは17日
県立美術館で企画展 片平先生の作品も紹介
秋季高校野球県大会組み合わせ決定 本校は17日に会津学鳳と対戦
県高校新人ソフトテニス県北地区予選会 団体優勝 個人も多数入賞
【OB】プロ野球 ホープス 久岐1打数0安打
秋季高校野球県大会出場校決定 本校は県北第3代表
第68回秋季東北地区高校野球県大会県北支部予選準決勝対福島商3-7
サッカーF1リーグ第15節 対尚志セカンド1-2
【OB】県建築設計協同組合創立50周年記年式 功労賞に田畑光三氏ら（本校同窓会長）
第68回秋季東北地区高校野球県大会県北支部予選2回戦対福島南14－0（6回コールド）

