図書館です！新着ガイド 平成29年度 第1号

平成２９年６月１３日発行

今年度第１号の新着ガイドをお届けします。
今号では、① 年度初めから5月末までに貸出を始めた本と雑誌、② 同期間の県工関連新聞
記事を紹介します。読みたい本、知りたい情報があったら、お気軽に図書館へどうぞ！
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タイトル

日本一小さな農業高校の学校づくり 愛農高校、校舎たてかえ顛末記 品田茂 岩波書店

596.7 ﾏ
597 ﾊ
616 ﾏ
648 ﾏ
686 ｴ
694.5 ﾑ
703 ｶ
748 ﾊ
760.6 ﾌ 3
763 ｳ
778 ｶ 2017
780.1 ｶ
780.2 ﾀ
780.7 ﾋ
781.4 ﾖ

栄養まるごとお手軽に！手もみジューサーレシピ 毎日のジュースとデザート 松尾みゆき 著 宝島社

超高層ビビル Ｓｋｙｓｃｒａｐｐｅｒｓ 中谷幸司 著 社会評論社

783.4 ﾆ 2017

２０１７年Ｊリーグ全選手名鑑 日刊スポーツ新聞社
南相馬少年野球団 フクシマ３・１１から２年間の記録 岡邦行 著 ビジネス社

グーグル秘録 ケン・オーレッタ 著 文藝春秋
高校生からはじめるプログラミング Ｎ高校のプログラミング教育メソッドを大公開！ 吉村総一郎

はじめよう！作りながら楽しく覚えるＡｆｔｅｒ Ｅｆｆｅｃｔｓ 木村菱治 著 ラトルズ
ぼくらは「化学」のおかげで生きている 齋藤勝裕 著 実務教育出版
電池はどこまで軽くなる？ くらしを支える電子とイオン 電気化学会 編 丸善出版
性能限界 モノづくり日本に立ちはだかるもう一つの壁 井熊均 著 日刊工業新聞社

平成２４年度「課題研究報告書」 第２１号 福島県立福島工業高等学校電気科
平成２５年度「課題研究報告書」 第２２号 福島県立福島工業高等学校電気科
平成２７年度「課題研究報告書」 第２４号 福島県立福島工業高等学校電気科
平成２８年度「課題研究報告書」 第２５号 福島県立福島工業高等学校電気科
日本の町工場 世界のオンリーワン技術はこれだ！ オフィスＪ．Ｂ 編集 双葉社

対話でわかる３級ＱＣ検定試験 福井清輔 編著 弘文社
ゼロからはじめる「木造建築」入門 原口秀昭 著 彰国社
新たな"プロ"の育て方 なぜ左官屋で若者と女性が活躍できるのか 原田宗亮 ［著］

魅惑の白いインテリア キャサリン・ハケット 著 グラフィック社
ロジカルな田んぼ 松下明弘 著 日本経済新聞出版社
チーズポケットブック 松成容子 編 旭屋出版
新幹線お掃除の天使たち 「世界一の現場力」はどう生まれたか？ 遠藤功 著 あさ出版

ソーシャルもうええねん 村上福之 著 ナナ・コーポレート・コミュニケーション
被災地からの発信 ふくしま３．１１以降を描く 片平仁 福島県立美術館
今宵、空で逢いましょう Ｓｈａｌｌ ｗｅ ｊｕｍｐ？ ｈａｌｎｏ， ｗａｃａｍｅｒａ 著 飛鳥新社

県工定演 ３ ［パンフレット］ 福島県立福島工業高等学校吹奏楽部
Ｍａｋｅ：Ａｎａｌｏｇ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒｓ Ｒａｙ Ｗｉｌｓｏｎ 著 オライリー・ジャパン
ＣＩＮＥＭＡ Ｈａｎｄｂｏｏｋ ２０１７ 映画のある毎日 みんなが愛してやまない３６５本 ＴＳＵＴＡＹＡ

スポーツ少年少女の勝ちごはん あなたのためのセレクトレシピ 勝川史憲 監修 ＮＨＫ出版

スポーツの世界は学歴社会 橘木俊詔， 齋藤隆志 著 ＰＨＰ研究所
自重体幹トレ１００の基本 強いカラダ作りに器具はいらない 比嘉一雄 監修 枻出版社
ストレッチ１００の基本 自分に合ったストレッチが必ずここに 横山格郎， 星川精豪 監修 枻出版社

住まいのつくり方 建築家といかに出会い、いかに建てるか 渡辺武信 著 中央公論新社

783.7 ｵ

技感人学 第４回Ｌｅｘｕｓ ＬＦＡ試乗体験イベント ２０１５年１０月１７日 東洋システム

783.7 ﾆ 2017 ２０１７年プロ野球選手写真名鑑 オールカラー全選手完全ガイド 日刊スポーツ新聞社

ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ 第５回Ｌｅｘｕｓ ＬＦＡ試乗体験イベント ２０１６年１１月５日 東洋システム

783.7 ﾍﾞ
783.7 ｲ
789 ﾏ
801 ﾅ
821 ｴ
902 ｺ
913 ｲﾜ
913 ﾖﾈ
913 ｶﾜ
913 ｻ
913 ｻ
913 ｽﾐ
913 ｱｻ
913 ｱﾘ
913 ｵ
913 ｺ
913 ｺ
913 ｻ
913 ｼ
913 ﾀｹ
913 ﾊ
913 ﾊﾀ
913 ﾏﾏ

「自動運転」革命 ロボットカーは実現できるか？ 小木津武樹 著 日本評論社

零戦 その誕生と栄光の記録 堀越二郎 ［著］ 角川書店
宇宙飛行士が教える地球の歩き方 クリス・ハドフィールド 著 早川書房
セシウムをどうする 福島原発事故除染のための基礎知識 日刊工業新聞社
フルカラーでわかる！できる！第二種電気工事士技能試験合格テキスト オーム社

第二種電気工事士筆記試験最短合格のツボ５０ 大嶋勇輝 著 オーム社
Ｐｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ Ｌａｂ 「作りながら考える」ためのＡｒｄｕｉｎｏ実践レシピ オライリー・ジャパン

かんたん！スマートフォン＋ＦｌａｓｈＡｉｒで楽しむＩｏＴ電子工作 オーム社
ＩｏＴを支える技術 あらゆるモノをつなぐ半導体のしくみ 菊地正典 著 ＳＢクリエイティブ
製造業のための感動体験（エクスペリエンス） 顧客の心をつかんで売れるモノづくり 日経ＢＰ社

日本一のローカル線をつくる たま駅長に学ぶ公共交通再生 小嶋光信 著 学芸出版社
災害に強い情報社会 東日本大震災とモバイル・コミュニケーション 本條晴一郎著 ＮＴＴ出版

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰，佐藤優
ギネス世界記録人はなぜ世界一が好きなのか？ 一歩踏み出す人のためのビックリ挑戦・記録図鑑

聞かないマスコミ答えない政治家 池上彰 著 ホーム社
超訳「哲学用語」事典 すっきりわかる！ 小川仁志 著 ＰＨＰ研究所
１０年後、君に仕事はあるのか？未来を生きるための「雇われる力」 藤原和博著

大合格 参考書じゃなくオレに聞け！ 中田敦彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 呉座勇一 著 中央公論新社
聖徳太子 ほんとうの姿を求めて 東野治之 岩波書店
中村修二の反乱 畠山憲司 ［著］ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ふくしまの低い山５０ 奥田博 写真・文 歴史春秋出版
イギリス人アナリスト日本の国宝を守る 雇用４００万人、ＧＤＰ８パーセント成長への提言 デービッド・アトキンソン ［著］

裁判の非情と人情 原田國男 著 岩波書店
へぇな会社 変わっているけど成果を生み出す「働き方」「儲け方」のルール３９ 朝日新聞「へぇな会社」取材班

マンガでやさしくわかる問題解決 河瀬誠 著 日本能率協会マネジメントセンター

戦略思考で鍛える「コミュ力」 増沢隆太 ［著］ 祥伝社
１００円ショップの会計学 決算書で読む「儲け」のからくり 増田茂行 ［著］ 祥伝社

１６歳からの交渉力 田村次朗 著 実務教育出版
ズルい奴ほど成功する！ 内藤誼人 著 宝島社
東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン 岩波書店
絶対に返してはいけない迷惑メール、ＬＩＮＥ乗っ取りにマジレスしてみた。 ＧＯ羽鳥

天災と日本人 地震・洪水・噴火の民俗学 畑中章宏 著 筑摩書房
授業力アップアクティブ・ラーニング 市坪誠 編著 実教出版
カリキュラム・マネジメント入門 田村学 編著 東洋館出版社
大学教育再生への挑戦 震災の地から始まる日本人の心の革命 鶴蒔靖夫 ＩＮ通信社

ぼくらは「数学」のおかげで生きている 柳谷晃 著 実務教育出版
美しすぎる数学 「数楽アート」を生んだ日本の底力 桜井進， 大橋製作所 著 中央公論新社

ぼくらは「物理」のおかげで生きている横川淳 著 実務教育出版
ぼくらは「生物学」のおかげで生きている 金子康子， 日比野拓 著 実務教育出版

ウニはすごいバッタもすごい デザインの生物学 本川達雄 著 中央公論新社
病院は、めんどくさい 複雑なしくみの疑問に答える 木村憲洋 著 光文社
科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 ［著］ 文響社
食品表示の罠 山中裕美 著 筑摩書房

野球力アップ！！プロが教える『走塁の極意』 リード・盗塁・スライディング・ベースターン他－全８動作を徹底解説！

野球肩・ひじ・腰を治す 野球の障害でもう泣かない！ 石橋秀幸， 大西祥平 著 西東社

武道は教育でありうるか 松原隆一郎 著 イースト・プレス
伝える極意 長井鞠子 著 集英社
漢和辞典的に申しますと。 円満字二郎 著 文藝春秋
萌える名作文学ヒロイン・コレクション 萌える名作文学製作委員会 編 コアマガジン
がん消滅の罠 ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＲＥＭＩＳＳＩＯＮ 完全寛解の謎 岩木一麻 著 宝島社

いまさら翼といわれても 米澤穂信 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
この嘘がばれないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版
君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 ［著］ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
家元探偵マスノくん 県立桜花高校★ぼっち部 笹生陽子 ［著］ ポプラ社
か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社
野球部ひとり 朝倉宏景 著 講談社
ラブコメ今昔 有川浩 著 角川書店 角川グループパブリッシング
家日和 奥田英朗 著 集英社
いとみち 越谷オサム 著 新潮社
空色メモリ 越谷オサム 著 東京創元社
和菓子のアン 坂木司 著 光文社
私を知らないで 白河三兎 著 集英社
ここで、君の隣に任意の異性を代入する 竹田真太朗 著 講談社
６ シックス 早見和真 著 集英社
夏のバスプール ｔｈｅ ｂｕｓ ｐｏｏｌ ｉｎ ｓｕｍｍｅｒ 畑野智美 著 集英社
シャインロード Ｓｈｉｎｅ Ｒｏａｄ 升井純子 著 講談社

マンガ・ライトノベル
726 ﾂ
通学電車 君と僕の部屋 みゆ 原作 集英社
726 ﾂ
高校生のブルース 劔樹人 著 太田出版
726 ﾊ 32 サザエさんうちあけ話 サザエさん旅あるき 長谷川町子 著 朝日新聞社
726 ｲ 10 東京喰種（トーキョーグール）：ｒｅ １０ 石田 スイ∥著 集英社
726 ｲ 22 進撃の巨人 ２２ 諫山 創／著 講談社
726 ｲ 15 信長協奏曲（コンツェルト） １５ 石井 あゆみ∥著 小学館
726 ｴ 24 鬼灯の冷徹 ２４ 江口夏実 講談社
726 ｽ 17 コウノドリ １７ 鈴ノ木ユウ 講談社
726 ｿ 68 銀魂 第六十八巻 空知英秋 集英社
726 ﾂ 23 食戟のソーマ 附田祐斗 原作 集英社
726 ﾋ 3
あやかしこ ３ ヒジキ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
726 ﾌ 2
夜廻り猫 ２ 深谷 かほる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
726 ﾌ 25 ハイキュー！！ 古舘春一 著 集英社
726 ﾏ 21-22 実は私は２１，２２ 増田英二 著 秋田書店
913 ﾊ 1
メイド喫茶ひろしま 八田モンキー ［著］ ポニーキャニオン
ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 大森 藤ノ／著 ＳＢクリエイティブ
913 ｵ 8
終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？ 枯野瑛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ｶ
913 ｶ 13 ヘヴィーオブジェクト 北欧禁猟区シンデレラストーリー 鎌池 和馬∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ｷ 6
博多豚骨ラーメンズ ６ 木崎 ちあき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ﾀ 4
ラストエンブリオ ４ 王の帰還 竜ノ湖太郎？著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ﾅ 12 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １２ 長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「新着雑誌特集情報」（4月1日～5月31日）…最新情報は雑誌でフォローしよう！

＊バックナンバーは貸出しています。

誌名 号数

日経ＰＣ２１ 2017年6月号 通巻417号
日経ＰＣ２１ 2017年7月号 通巻418号
日経ソフトウエア 2017年5月号 通巻249号
日経ソフトウエア 2017年6月号 通巻250号
日経ソフトウエア 2017年7月号 通巻251号
ダ・ヴィンチ 2017年5月号 通巻277号
ダ・ヴィンチ 2017年6月号 通巻278号
日経エンタテインメント！ 2017年5月号 No.242
日経エンタテインメント！ 2017年6月号 No.243
シティ情報ふくしま 2017年5月号 通巻386号
シティ情報ふくしま 2017年6月号 通巻387号
Ｎｅｗｔｏｎ 2017年5月号 第37巻第5号
Ｎｅｗｔｏｎ 2017年6月号 第37巻第6号
Ｎｅｗｔｏｎ 2017年7月号 第37巻第7号
化学と教育 Volume 65,No.3 2017 3
化学と教育 Volume 65,No.4 2017 4
化学と教育 Volume 65,No.5 2017 5
日経ものづくり 2017年4月号 第751号
日経ものづくり 2017年5月号 第752号
建築知識 2017年5月号 通巻750号
建築知識 2017年6月号 通巻751号
オートメカニック 2017年5月号 通巻536号
ＭＯＴＯ ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ（モトメンテナンス） １３１ ６月号
電気と工事 2017年5月号 第760号
電気と工事 2017年6月号 第761号
ROBOCON MAGAZINE（ロボコンマガジン） No.111 2017年5月号
ＳＴＲＥＥＴ ＪＡＣＫ（ストリートジャック） 2017年6月号 No.235
Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ 2017年5月号 Vol.206
Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ 2017年6月号 Vol.207
Band Journal（バンドジャーナル） 2017年5月号 通冊704号
Band Journal（バンドジャーナル） 2017年6月号 通冊705号
Sports Graphic Number 4/13 924
Sports Graphic Number 5/5特別増刊号
Sports Graphic Number 5/18 926
Sports Graphic Number 6/1 927
Tarzan 4/27 2017 no.716
Tarzan 5/11 2017 no.717
Tarzan 5/25 2017 no.718
Tarzan 6/8 2017 no.719
ＢＥ－ＰＡＬ 2017年5月号 通巻第443号
ＢＥ－ＰＡＬ 2017年6月号 通巻第444号

特集
編集部厳選フリーソフト＆無料クラウド厳選５３
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０は初期設定で使うな！
いきなり実力アップ！Ｐｙｔｈｏｎ／「残念プログラマ」からの脱却
特集１ 機能は作るな！ＡＰＩで呼び出せ！
特集１ ＥｘｃｅｌＶＢＡ完全マスター 特集２ Ｓｌａｃｋで使える「ボット」を開発しよう
星野源総力特集／いくえみ綾／映画『３月のライオン』
男を、読む／穂村弘ｉｎ京都ワンダーランド／映画『夜明け告げるルーのうた』
人気者の転身最新事情
タレントパワーランキングＴＯＰ１００
入場料・入園料０円おでかけスポット
肉ランチ
今度こそ理解できる！相対論再入門 理解の鍵を握る「二つの原理」とは？
地球 完全凍結 かつて地球は，氷に覆われた時代を３度も経験した
宇宙人を探し出せ
超重元素の化学 ニホニウムＮｈの誕生とその周辺
市民として必要な基礎・基本の化学？ 児童・生徒・学生はここがわからない
皆から嫌われるモノの化学 こんな利活用もある
特集１ 私のものづくり魂 特集２ 軽量化設計に役立つ技術１０選
特集１ 人とロボット二人三脚工場 特集２ 生産性１０倍の新形状歯車 造り方の常識破る
群発地震に強い木造住宅パーフェクト
実力派建築家オススメ！ベストな組み合わせが分かる最強建材２００
ボディリペアの達人 ハコスカＤＩＹメンテ塾 弱った点火系をフルメンテ！
巻頭特集１ カスタムバイク「ならでは」のメンテナンス カワサキ「ニンジャ」カスタム
特集 ＬＥＤ時代の照明設計
特集 これからどうなる？太陽光発電施工
特集 人工知能とロボコン 別冊付録 ドローンスクールカタログ
誰でもおしゃれになる！魔法の春モノ
世界のベストリゾート２０１７
インテリアを変えるアイデア集 リノベーション・スタイルブック
特集 ２０１７年度全日本吹奏楽コンクール課題曲を分析する
特集 いい音、いいサウンドって、何？
特集 ＷＢＣ２０１７ 侍ジャパン、激闘の記録。 別冊付録 トヨタＷＲＣ
永久保存版 浅田真央
特集 ２０１７年の松坂世代。
特集 ダービージョッキー最強伝説。
運動不足に効く特集。
腹割 超凹×超割で、６パックを奪取せよ！
「筋育」のススメ
トレランＧＯ！
わがままキャンプ楽しもう！
デザインで選ぶ野外道具ベスト７０

「県工の新聞掲載情報」（4月1日～5月31日）…皆さんの活躍が新聞に掲載！
日付

H29.4.2
H29.4.3
H29.4.4
H29.4.4
H29.4.7
H29.4.9
H29.4.12
H29.4.14
H29.4.15
H29.4.16
H29.4.16
H29.4.17
H29.4.21
H29.4.23
H29.4.25
H29.4.28
H29.4.28
H29.4.30
H29.5.2
H29.5.4
H29.5.4
H29.5.7
H29.5.7
H29.5.9
H29.5.10
H29.5.11
H29.5.11
H29.5.12
H29.5.14
H29.5.14
H29.5.15
H29.5.15
H29.5.15
H29.5.17
H29.5.18
H29.5.22
H29.5.23
H29.5.23
H29.5.28
H29.5.28
H29.5.29
H29.5.29
H29.5.29
H29.5.29

新聞名 紙面ページ

ス22 友18
ス24 友18
友14
友18 ス20
友19
ス26 報21 友20
友11
友16 ス22 報15
友20 報20
友15 報21 4/18ス28
友17 報21
報17 友19
報17 友21 4/29ス28
友17 報21
ス22 友17 報19
ス22 友23 報25
友27 報9
友18
友16 報17 ス24
ス24 報9 友18
報11
ｽ26 友19 報12
友17 報11 5/10ス22
朝25 ス20 報17 友21 5/12ス22
報16 5/11友18
報10
スポ22
友22 報6
読27 友9 5/15報13
ス24
報13 友11
報14 友15 朝25 ス22
ス22
ス22
ス22
友14
友12 報10
ス22
報24 友17
報24 友17
報15 友20
報15 友20
報15 友20
友20 5/31報11

＊略称 報=福島民報 友=福島民友新聞 ス=スポーツニッポン
＊OBの記事は省略しました。
内容

第41回郡山サッカーフェスティバル 対郡山北工2-0 対共愛学園0-3
第41回郡山サッカーフェスティバル 対東京成徳3-0 対米沢中央2-1 3勝1敗でグループ2位

サッカーFリーグメンバー紹介 写真あり
第41回郡山サッカーフェスティバル 2位トーナメント準優勝
サッカーFリーグ日程案内
サッカーF1リーグ第1節 対湯本1-3
県工入学式 写真あり
第69回春季東北地区高校野球県大会県北地区予選組み合わせ 県工は24日橘と初戦
県春季ハンドボール選手権大会 1回戦対郡山23-16
サッカーF1リーグ第2節 対郡山1-2
県春季ハンドボール選手権大会 2回戦対福島西34-17 準々決勝対聖光21-15
県春季ハンドボール選手権大会 準決勝対学法石川23-27 シード順位決定戦対安積27-23

全国高校総体強化選手にウエイト清水崚雅、本多昂稀が指定 指導者に渡部靖先生
サッカーF1リーグ第3節 対帝京安積0-0
第69回春季東北地区高校野球大会県北支部大会 2回戦対橘8-1 巻野写真とコメントあり
第69回春季東北地区高校野球大会県北支部大会 3回戦対安達7-5 スポニチ大きな記事
県有建築物の耐震化状況 県工はAと新耐久基準のランク
サッカーF1リーグ第4節 対郡山商業戦は雷のため延期
第69回春季東北地区高校野球大会県北支部大会 準決勝対聖光学院0-7
サッカーF1リーグ第5節 対白河2-1
第77回県北バドミントン競技大会 複1部2位高野竜太・大河原拓海 単2部1位遠藤睦 2位大河原拓海

第69回春季東北地区高校野球県大会出場校一覧
サッカーF1リーグ第6節 対尚志セカンド0-6
第69回春季東北地区高校野球県大会組み合わせ 県工は初戦東日本昌平と対戦
第69回春季東北地区高校野球県大会チーム紹介 写真とコメントあり
第31回福島市バドミントン協会長杯大会 高校男子1位大和田丈・三浦凌 3位斎藤創・栗原雄大 同高野弘平・樅山英弥

第63回県高校体育大会サッカー競技地区大会 県工が大きく掲載 写真2点 記事6段
第69回春季東北地区高校野球県大会 広告
県工生が作った高校総体カウントダウン掲示板を福島駅に設置 写真とコメントあり
第63回県高校体育大会サッカー競技地区大会 2回戦対保原2-0
県高体県北地区大会ウエイト競技会 62キロ級1位清水崚雅 69キロ級3位大島佳惟 85キロ級2位斎藤重暉 94キロ級1位本多昂稀 学校対抗2位

第69回春季東北地区高校野球県大会 1回戦対東日本昌平0-6
第63回県高校体育大会サッカー競技地区大会 準決勝対福島成蹊2-0
県高体サッカー県大会出場校決定
県高体サッカー県大会組み合わせ決定 県工は28日初戦
サッカーF1リーグ第4節 対郡山商2-1
ＯＢ会から柔道部に激励金を贈る
第69回春季東北高校野球県大会結果 県工は1回戦対東日本昌平に0-6で敗退
県高体ハンドボール 2回戦対福島西25-20
県高体バレーボール 1回戦対尚志2-0
県高体ハンドボール 3回戦対いわき総合21-18 決勝リーグ対福島東25-24
県高体バレーボール 2回戦対会津学鳳0-2
県高体サッカー 2回戦対白河1-6
県総体銃剣道 高校生の部1位渡辺峻

