図書館です！新着ガイド 平成29年度 第３号

平成２９年８月２５日発行

７月１２日から８月２２日までに貸出を始めた本と雑誌、県工関連新聞記事を紹介します。
工学
分類記号

007.3 ｹ
007.64 M
007.64 ｲ
430 ﾕ 10
430 ｽ
432 ｼ
432 ﾔ
432 ﾔ
501.8 ｶ
507.6 ﾅ
525.8 ﾀ
526.4 ﾅ
531.9 ﾆ
531.9 ﾆ
537.98 ｱ
537.98 ﾓ 2017

543.5 ｻ
545.8 ﾃ
547.46 ﾘ
547.46 ﾃﾞ 2017

547.48 ｲ
547.48 ｶ
547.48 ｷ
597 ｱ 2
754.9 ﾆ

分類順
タイトル

〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー 著

世界でもっとも強力な9のアルゴリズム ジョン・マコーミック 著
アルゴリズムを、はじめよう 伊藤静香 著
高校生・化学宣言 高校化学グランドコンテストドキュメンタリー 10
教科書ガイド 数研版 基本学習と整理 改訂版 化学基礎
高校化学実験集 授業で役立つ基礎から応用まで
高校教師が教える化学実験室
サクッと!化学実験
図鑑デザイン全史 柏木博監修
>>>画像がたくさん掲載されています。解説も親切！
10分後にうんこが出ます 排泄予知デバイス開発物語 中西敦士 著
ビルメンテナンススタッフになるには
南極建築1957-2016
>>>極地の建築には独自の工夫がつまっていた！
図面の読み方がやさしくわかる本 西村仁 著
図面の描き方がやさしくわかる本 西村仁 著
よくわかる最新バイクの基本と仕組み バイクの最新技術を基礎から学ぶ
最新バイク図鑑 2017
福島原発の真実 佐藤栄佐久 著
行こう、どこにもなかった方法で 寺尾玄 著
>>>バルミューダデザインはどうやってできたのかが分かる！
工事担任者 ＤＤ1種実戦問題 2017秋
工事担任者 2017秋 ＡＩ・ＤＤ総合種実践問題
インターネット自由自在 石田晴久 著
Pythonクローリング&スクレイピング データ収集・解析のための実践開発ガイド

チャットボット AIとロボットの進化が変革する未来
123人の家 2
>>>住宅インテリアのサンプル集。
日本で生まれ育った高性能紙飛行機 その設計・製作・飛行技術のすべて

公務員（行政・消防・自衛隊）
317.4 ｼﾞ 29 高卒程度公務員直前必勝ゼミ 29年度
317.4 ｼ 2018 国家一般職〈高卒・社会人〉教養試験過去問350 2018年度版
317.7 ｴ 2018 消防官〈高卒程度〉採用試験総合問題集 絶対決める! [2018年度版]
317.7 ｾ 18 消防官3類・B過去問題集 高卒レベル '18年版
317.7 ｼ 2018 高卒警察官教養試験過去問350 2018年度版
318.3 ｼ 2018 地方初級教養試験過去問350 2018年度版
392.1 ﾎﾞ 29 一般曹候補生 最近7か年 平成29年版
392.1 ﾎﾞ 29 〈最近10か年〉自衛官候補生 平成29年版

分類記号

028 ﾌ 29
116 ｳ
159 ｵ
209 ｼﾞ
210.1 ｶ
290.8 ｻ
290.9 ﾆ
291 ｴ 1
291 ｴ 2
291 ｴ 3
291 ｴ 4
291 ｴ 5
291 ｴ 6
291 ｴ 7
291 ｴ 8
291.1 ｼ
297.9 ﾅ
302.4 ｶ
334 ｶ
336 ｼ
385 ﾖ
402.9 ﾅ
402.9 ｻ
402.9 ｶ
481 ﾐ
481 ｲ
491.3 ｳ
492.8 ﾔ
493.7 ﾔ
594.9 ﾋ
596.2 ｲ
596.3 ｲ
596.6 ﾀ
597 ﾀ
674 ｾ
689 ﾀ
748 ﾎ

タイトル

平成29年度 「おもしろい本な～い？」 おすすめブックリスト
>>>県内高校の学校司書がおすすめする本のリスト集
パズルとパラドックス 内井惣七 著
大人らしさって何だろう。 大網理紗 著
「覇権」で読み解けば世界史がわかる 神野正史 著
スイスイ身につく日本史 飛鳥は4つ、室町は3つ、明治は5つに分けて覚える

奇界遺産 佐藤健寿 編著
大人の海外個人旅行 西本健一郎 編
ブラタモリ 長崎 金沢 鎌倉
ブラタモリ 富士山 東京駅 上田・沼田
ブラタモリ 函館 川越 奈良 仙台
ブラタモリ 松江 出雲 軽井沢 博多・福岡
ブラタモリ 札幌 小樽 日光 熱海 小田原
ブラタモリ 松山 道後温泉 沖縄 熊本
ブラタモリ 京都 嵐山・伏見 志摩 伊勢 伊勢神宮・お伊勢参り
ブラタモリ 横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山
ノッテミテ 北海道 北の大地を、自在にめぐろう。 昭文社編集部
南極大陸完全旅行ガイド
現代アフリカ入門 勝俣誠 著
未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司 著
履歴書の書き方なんて教えてあげないんだからっ! 履歴書・職務経歴書の書き方がわかる本

>>>履歴書が書けないそこの君！この本を読んで考えましょう！
世界に通じるマナーとコミュニケーション つながる心、英語は翼 横手尚子
南極日和 極地を「仕事」にする人たち 「南極日和」制作班 著
なぞの宝庫・南極大陸 100万年前の地球を読む
みんなが知りたい南極・北極の疑問50
死を食べる 宮崎学 著
猛毒動物最恐50 コブラやタランチュラより強い究極の毒を持つ生きものは?
DEATHペディア イラスト図解 人はどこまで生きてられるのか?
医療機器と検査・治療のしくみ イラスト図解 八幡勝也, 木村憲洋 編著
パチンコはこうすれば止められる! 元パチンコ店長が教える「脱パチンコ」実践編

エコ・コモノ お菓子のパッケージをリサイクル 平田美咲 著
基本のきちんと和食 知っておくと、料理上手に! 市瀬悦子 著
新・野菜の便利帳 おいしい編 板木利隆 監修
まいにちトースト+だいすきもちもちパン たかはしみき 絵と文
「捨てる!」技術 辰巳渚 著
誰かに教えたくなる世界一流企業のキャッチフレーズ ライオネル・セイラム [著]

365日365ホテル 上 瀧澤信秋 著
京都/KYOTO 本城直季写真集
>>>ジオラマのようですが、本当の風景です。修学旅行の予習にも使える！？

英語検定
830 ｵ 2
830 ｵ 2
830 ｵ 3
830 ｵ 2.5
830 ｵ 3
830 ｵ 2.5
830 ｵ 2.5
830 ｵ 3

>>>新方式対応のテキスト＆問題集
英検2級でる順合格問題集 文部科学省後援
英検2級総合対策教本 文部科学省後援
英検3級でる順合格問題集 旺文社 編
DAILY20日間英検準2級集中ゼミ 一次試験対策
DAILY2週間英検3級集中ゼミ 一次試験対策
英検準2級でる順合格問題集 文部科学省後援
英検準2級総合対策教本 文部科学省後援
英検3級総合対策教本 文部科学省後援

ライトノベル・ライト文芸
913 ｶ 16-1 機巧少女（マシンドール）は傷つかない 16 上，下
913 ｱ 8
ゲーマーズ! 8 葵せきな 著
913 ｱ 12 この素晴らしい世界に祝福を! 12 女騎士のララバイ 暁なつめ 著
913 ｵ 11 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 蝶の足跡 太田紫織 [著]
913 ﾄ
スーパーカブ トネ・コーケン 著
913 ﾐ
スターティング・オーヴァー 三秋縋 [著]
913 ｻ 23 魔法科高校の劣等生 23 佐島勤
913 ｷ 7
博多豚骨ラーメンズ 7 木崎ちあき [著]
913 ﾆ
忍物語 西尾維新 著
913 ﾅ 11 俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件 11 七月隆文 [著]

778 ﾏ
780.6 ｴ
783.7 ﾓ
796 ｼ
809.2 ﾌ
837 ﾔ
911.5 ｳ
913 ﾄ
913 ｷ
913 ﾊ
913 ｷ
914 ｷ

教養としての10年代アニメ 町口哲生 著
>>>近畿大学の超人気授業が新書になりました！
スペシャルオリンピックス 遠藤雅子 著
敗北を力に！ 甲子園の敗者たち 元永知宏
「次の一手」で覚える将棋基本手筋コレクション432 将棋世界 編
「分かりやすい教え方」の技術 「教え上手」になるための13のポイント
絵で見てパッと言う英会話トレーニング Nobu Yamada 著
あたりまえポエム 君の前で息を止めると呼吸ができなくなってしまうよ
不如帰 徳冨蘆花 作
ある男 木内昇 著
決戦!関ケ原 葉室麟, 冲方丁ほか
茗荷谷の猫 木内昇 著
みちくさ道中 木内昇

マンガ
726 ｽ 14
726 ｲ 23
726 ｽ 12
726 ﾌ 27
726 ｵ 86
726 ｲ 12
726 ﾔ 6

ナナマルサンバツ 14 杉基イクラ 著
進撃の巨人 23 諫山 創/著
双星の陰陽師 12 助野嘉昭 著
ハイキュー!! 27 繋がれるチャンス 古舘春一 著
ONE PIECE 86 尾田 栄一郎/著
東京喰種（トーキョーグール）：ｒｅ 12 石田 スイ∥著
からかい上手の高木さん 6 山本崇一朗 著

「新着雑誌特集情報」（７月１２日～８月２２日）…最新情報は雑誌でフォローしよう！
誌名 号数
日経ＰＣ21 2017年9月号 通巻420号
日経ＰＣ21 2017年9月号特別付録
日経ソフトウエア 2017年9月号 通巻253号
日経ソフトウエア2017年9月号第2付録
日経ソフトウエア 2017年9月号第1付録
ダ・ヴィンチ 2017年8月号 通巻280号
ダ・ヴィンチ 2017年9月号 通巻281号
日経エンタテインメント！ 2017年9月号 No.246
シティ情報ふくしま 2017年8月号 通巻389号
Ｎｅｗｔｏｎ 2017年9月号 第37巻第9号
日経ものづくり 2017年8月号 第755号
建築コンサルタンツ協会会誌 2017 April 275
建築コンサルタンツ協会会誌 2017 July 276
建築知識 2017年8月号 通巻753号
オートメカニック 2017年9月号 通巻538号
モト・メンテナンス10月号特別付録
ＭＯＴＯ ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ（モトメンテナンス） 133 10月号
電気と工事 2017年8月号 第764号
電気と工事 2017年8月号付録
電気と工事 2017年9月号 第765号
廃炉の大切な話 2017
ROBOCON MAGAZINE（ロボコンマガジン） No.113 2017年9月号
Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ 2017年9月号 Vol.210
Ｂａｎｄ Ｊｏｕｒｎａｌ 2017年9月号 別冊付録
Band Journal 2017年9月号 通冊708号
Tarzan 8/10 2017 no.723
Tarzan 8/24 2017 no.724
Sports Graphic Number 7/27 931
Sports Graphic Number 8/10 932
Sports Graphic Number 8/24 933
ＢＥ－ＰＡＬ 2017年9月号 通巻第447号
* 以下の雑誌は単発入荷です。
ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト2016 優秀作品集
ＦＲＩＤＡＹ 2011年6月17日号 通巻第1486号
2016（平成28）年度 国際教育・開発教育 インフォメーション 12号
平成28年度 福島県ＮＩＥ実践報告書

特

日付

新聞名 紙面ページ

報8
友23 報22
友22 報22 7/20ス24
友22
友11 報8
友23 報21
友25 報19 7/20ス24
報8 友14
報22 友21 7/22ス30
報24+25 7/27友20
友17 報8
友16 報18 7/24ス26
ス26 友18 報21
友16 報26
報10
報10
ス20
報25
友31 8/2報17
友11 報30
報9
友13
ス24 友17 報21
報19
友15 報19
友17 報18
報23 友16
報24
報17 友17
友13
報13 友11
報19 友17
友13
報17
報18 友18
報20 友19 8/22ス22
報20
報10 8/22友11
報20 友19
報20 友15
報14 友14

集

5分でできる！エクセルは見た目が9割！
パソコンの「困った！」をすべて解決する本 解決策125連発
特集1 最新版で学ぶJavaScript
Python+便利ツールで実践！ ５日間で学ぶスクレイピングのキホン
クイズ プログラミングクエスト 第５話 知識と思考力を磨け！
自分の足で歩いていける、正直・実直・善良なシンデレラたち！ 川原 泉 大特集
若林正恭×キューバ
男性俳優40人仕事の流儀
読者限定！人気メニューを半額で味わおう
iPS細胞はここまで来た！
特集1 製造業革新を加速するデジタルツイン 現実世界の未来を緻密に予測
特集 進化する図書館
特集 広島 ヒロシマから広島、そしてHIROSHIMAへ
なぜあなたの設計は「パッと」しないのか？木造住宅のすごい新常識
愛車一新！便利に楽しくカスタム 電装パワーアップPROJECT
マキシ工作室 部品工作・修理・復刻を目指すバイクいじり好き待望の冊子
巻頭特集１ キズつけた！！積極的Ｄ．Ｉ．Ｙペイント
特集 現場で必要になる「通信・情報設備」の工事
平成29年度1級電気工事施工管理技士 学科試験解答速報
特集 現場で活躍する女性技術者・技能者
福島第一原子力発電所の今とこれから
特集 LEGOで学ぼう 小学生からのプログラミング入門
ＣＨＡＩＲ ＬＯＶＥＲＳ 椅子選び
夜の歌
特集 ジャパンバンドクリニックに学ぶ「バンド指導のABC」2
ゆるめる＋伸ばす＝柔軟なカラダ！
新編 性【SEX】學
奪三振主義2017
不屈の虎。 付録：TOYOTA GAZOO Racing 真実のルマン
甲子園ライバル伝説。
旅の達人に教えてもらった ニッポンの「新しい秘境」108選

テーマ 未来の地球のために 私たち一人一人にできること
朝日新聞『声』に高校教師が投稿 福島の高校生の絶望をあなたはどう聞くか

「県工の新聞掲載情報」（7月12日～8月22日）…皆さんの活躍が新聞に掲載！
H29.7.12
H29.7.14
H29.7.16
H29.7.16
H29.7.17
H29.7.19
H29.7.19
H29.7.20
H29.7.21
H29.7.21
H29.7.22
H29.7.23
H29.7.24
H29.7.25
H29.7.25
H29.7.25
H29.7.25
H29.7.27
H29.7.31
H29.8.2
H29.8.3
H29.8.3
H29.8.4
H29.8.4
H29.8.5
H29.8.6
H29.8.7
H29.8.7
H29.8.14
H29.8.14
H29.8.15
H29.8.15
H29.8.15
H29.8.15
H29.8.17
H29.8.19
H29.8.19
H29.8.20
H29.8.20
H29.8.20
H29.8.21

＊バックナンバーは貸出しています。

＊略称 報=福島民報 友=福島民友新聞 ス=スポーツニッポン

内容

【OB】福島サンケン（二本松市）の企業広告にOBの佐藤将貴さんが掲載
【OB】県総体陸上 男子走り高跳び7位菅野翔吾（仙台大）
サッカーF1リーグ第11節 対郡山0-1
第70回県総体 卓球 少年男子4回戦対郡山北工0-3
【OB】川俣町在住小掠祥太さん、スーパーFJクラス3連勝
【OB】プロ野球 ホープス対群馬0-1 久岐選手2打数1安打
サッカーF1リーグ第12節 対帝京安積1-0
県吹奏楽コンクール県北支部大会 高校小編成金賞で県大会出場
【OB】プロ野球 ホープス対滋賀1-10 久岐選手途中出場
インターハイ展望 選手団紹介
二本松市 全国大会出場者を激励 鈴木大巳（インターハイハンド） 菅野渉（定通大会ソフトテニス） 鈴木直也（定通大会柔道）

【OB】プロ野球 ホープス対新潟11-4 久岐選手途中出場
サッカーF1リーグ第13節 対郡山商2-0
【OB】プロバスケ ボンズ 菅野翔太選手が2017-2018シーズンも副主将に
伊達市 全国大会出場者を激励 大島佳惟（インターハイウエイト） 菅野誠也（定通大会ソフトテニス）

桑折町 全国大会出場者を激励 田川卓史先生（インターハイ ハンド監督）
インターハイ 県工62キロ級清水、ご近所で表彰台！
インターハイ ハンドボール組み合わせ表
【OB】元南極観測隊員の梅津正道さんの講演会開催
【OB】プロ野球 久岐選手ら12日の試合をPR
【OB】プロバスケ ボンズ菅野翔太選手らが福島市でバスケ教室
福島工高柔道部OB会が同校柔道部に横断幕を贈呈
インターハイ ウエイト62キロ級清水崚雅3位
【OG】 フリースタイルスキー・スロープスタイル競技で佐藤瞳が平昌五輪を目指す
インターハイ ウエイト69キロ級大島佳惟53位
インターハイ ハンドボール1回戦対高山西17-30
インターハイ ウエイト94キロ級本多昂稀 記録なし
【OB】 マスターズ甲子園 対保原4-4
【OB】プロ野球 ホープス対石川13-1 久岐選手途中出場1打数1安打
同窓会情報 写真掲載
【OB】元南極観測隊員梅津さん、田村市の展示会で解説
第44回東北総体選手発表 ウエイト清水峻雅が決意表明。本多昂稀、銃剣道の前田優郁、渡辺峻も選出

福島東ロータリークラブ 高校奨学生に奨学金を授与 三浦賢斗、馬場峻平
県男女総合バスケ選手権大会・植木杯組み合わせ 県工は2回戦会津学鳳と安達太良の勝者と対戦

第44回東北総体健手段結団式 清水決意表明 写真掲載
第69回秋季東北地区高校野球県大会、県北支部予選組み合わせ決定 県工は初戦福島東と

【OB】プロバスケ ボンズ公開練習 菅野翔太とディオン・ジョーンズが副主将に決定
県高校教育研究定時制・通信制部会研究協議会が県工で開催
【OB】プロ野球 ホープス対新潟2-2 久岐選手途中出場1打数1安打
東北総体 ウエイト少年男子62キロ級1位清水崚雅トータル209キロ。
東北総体 ウエイト少年男子94キロ級2位本多昂稀トータル227キロ。成年男子94キロ級1位佐藤啓隆（日体大）

