
令和4年ややや選書リスト(北見工大)

配置場所 資料ID 請求記号 巻次 タイトル等 ISBN

1 集密書庫 大型図書 00001658567 507.2||Y24
これからの知財入門 : 変革の時代の普遍的知識 / 山口大学大学研究推進機構知的財産センター著. --
日経BP社, 2016.

9784822236427 CRC

2 閲覧室 一般図書 00001645500 426.5||O67
初歩の統計力学を取り入れた熱力学 / 小野嘉之著. -- 朝倉書店, 2015. -- (シリーズ「これからの基礎物
理学」 / 鹿児島誠一, 米谷民明編集 ; 1).

9784254137170 機械

3 閲覧室 一般図書 00001645535 431.3||Sa25 数学いらずの化学反応論 : 反応速度の基本概念を理解するために / 齋藤勝裕著. -- 化学同人, 2009. 9784759812961 機械

4 閲覧室 一般図書 00001634216 501.6||Su51 水素エネルギー読本 / 水素エネルギー協会編. -- オーム社, 2007. 9784274203558 機械

5 閲覧室 一般図書 00001657363 531.9||N71 形態とデザイン / 日本機械学会編. -- 培風館, 1993. 4563034797 機械

6 閲覧室 一般図書 00001634190 537||J48
10: 設計
(EV・ハイブ
リッド) 編

自動車技術ハンドブック / 自動車技術ハンドブック編集委員会企画・編集 ; 1: 基礎・理論編 - 10: 設計
(EV・ハイブリッド) 編. -- 改訂版. -- 自動車技術会, 2004.

9784904056424 機械

7 閲覧室 一般図書 00001643996 537||Sh28
自動車解剖マニュアル : エンジン・ボディーから電装まで構造やしくみがよくわかる / 繁浩太郎著. -- 技術
評論社, 2015. -- (まなびのずかん).

9784774173146 機械

8 閲覧室 一般図書 00001641866 538.3||Ku95 ロケットエンジン概論 / 桑原卓雄著. -- 産業図書, 2009. 9784782840979 機械

9 閲覧室 新書 00008137899 538||N37
カラー図解でわかる航空力学「超」入門 : 飛行の原理に科学で迫る / 中村寛治著. -- SBクリエイティブ,
2015. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-336).

9784797380019 機械

10 閲覧室 一般図書 00001616510 542.13||Ta88
トコトンやさしいモータの本 / 谷腰欣司著. -- 日刊工業新聞社, 2002. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知り
シリーズ).

4526049492 機械

11 閲覧室 一般図書 00001634188 572.1||Ku17
燃料電池 : 熱力学から学ぶ基礎と開発の実際技術 / 工藤徹一, 山本治, 岩原弘育著. -- 内田老鶴圃,
2005. -- (材料学シリーズ / 堂山昌男, 小川恵一, 北田正弘監修).

475365625X 機械

12 閲覧室 一般図書 00001634204 572.1||N64
図解燃料電池技術 : 本格普及のための材料・応用・インフラ開発 / 燃料電池開発情報センター編. -- 日刊
工業新聞社, 2014.

9784526073205 機械

13 閲覧室 一般図書 00001633882 007||H48 オープンデータ超入門 / 林雅之著. -- インプレスR&D, 2014. -- (New thinking and new ways). 9784844396154 社会環境

14 閲覧室 教員指定図書 00001634290 369.3||Ki39
災害フィールドワーク論 / 木村周平, 杉戸信彦, 柄谷友香編. -- 古今書院, 2014. -- (100万人のフィールド
ワーカーシリーズ ; 5).

9784772271264 社会環境

15 閲覧室 一般図書 00001645596 450.12||Y31 地球ダイナミクス / 山本明彦編著. -- 朝倉書店, 2014. 9784254160673 社会環境

16 閲覧室 一般図書 00001674018 517||H38 世界が水を奪い合う日・日本が水を奪われる日 9784569705026 社会環境

17 閲覧室 教員指定図書 00001634568 451.61||Mu41 雲百景 : 空を飾る雲のかたちと空のいろ / 村井昭夫, 鵜山義晃著. -- 誠文堂新光社, 2015. 9784416715512 社会環境

18 閲覧室 教員指定図書 00001634544 451.66||Se78 山岳雪崩大全 / 雪氷災害調査チーム編. -- 山と渓谷社, 2015. -- (山岳大全シリーズ ; 4). 9784635140171 社会環境

19 閲覧室 一般図書 00001714289 454.91||F67 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 9784408339559 社会環境

20 閲覧室 一般図書 00001645661 451.98||Mi55 気象災害を科学する / 三隅良平著. -- ベレ出版, 2014. -- (Beret science). 9784860643942 社会環境

21 閲覧室 教員指定図書  00001670212 451.2||I56 山岳気象大全 / 猪熊隆之著 (山岳大全シリーズ ; 2) 9784635210034 社会環境

22 閲覧室 文庫 00008135478 451||H41 鉄で海がよみがえる / 畠山重篤著. -- 文藝春秋, 2012. -- (文春文庫 ; [は-24-3]). 9784167838249 社会環境

23 閲覧室 一般図書 00001656728 451||H64
天気と気象のしくみパーフェクト事典 : 知っておきたい基礎知識から日本の四季のしくみまで / 平井信行監
修. -- ナツメ社, 2015. -- (ダイナミック図解).

9784816357596 社会環境

24 閲覧室 一般図書 00001657530 451||Mo66
天気のしくみ : 雲のでき方からオーロラの正体まで / 森田正光, 森さやか, 川上智裕著. -- 共立出版,
2017.

9784320047310 社会環境

25 閲覧室 一般図書 00001634391 510.2||Ke51 3 日本編
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編 ; [1] ヨー
ロッパ編 - 5 ヨーロッパ編2, オリエント編. -- ダイヤモンド社, 2005.

9784478014684 社会環境

26 閲覧室 一般図書 00001634406 510.2||Ke51 4 日本編2
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編 ; [1] ヨー
ロッパ編 - 5 ヨーロッパ編2, オリエント編. -- ダイヤモンド社, 2005.

9784478063958 社会環境

27 閲覧室 大型図書 00001634420 510.921||D81 土木コレクションHANDS+EYES. -- 土木学会, 2014. 9784810608120 社会環境

28 閲覧室 一般図書 00001645572 511.78||I99
コンクリートの劣化と補修がわかる本update / 和泉意登志, 竹田宣典編著 ; 神谷清志 [ほか] 著. -- コンク
リート新聞社, 2016.

9784915849930 社会環境

29 閲覧室 教員指定図書 00001634556 514.408||H94
積雪寒冷地の舗装 / 土木学会舗装工学委員会寒冷地舗装小委員会編集. -- 土木学会, 2011. -- (舗装
工学ライブラリー ; 6).

9784810607093 社会環境

30 閲覧室 一般図書 00001670717 579.97||Ma77 生物化学工学の基礎 / 松井徹編著 ; 上田誠 [ほか] 共著 9784621082898 社会環境

31 閲覧室 一般図書 00001658632 518.85||G95
決定版!グリーンインフラ / グリーンインフラ研究会, 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, 日経コンストラク
ション編. -- 日経BP社, 2017.

9784822235222 社会環境

32 閲覧室 一般図書 00001645648 519.222||F84 中国複合汚染の正体 : 現場を歩いて見えてきたこと / 福島香織著. -- 扶桑社, 2013. 9784594069780 社会環境

33 閲覧室 一般図書 00001645600 519.9||I18 自然災害のシミュレーション入門 / 井田喜明著. -- 朝倉書店, 2014. 9784254160680 社会環境

34 閲覧室 一般図書 00001645584 519||Ky6
環境学 : 21世紀の教養 = Environmental studies : liberal arts in the 21st century / 京都大学で環境学を
考える研究者たち編. -- 朝倉書店, 2014.

9784254180480 社会環境

35 閲覧室 一般図書 00001645559 524.7||U32 図説わかるコンクリート構造 / 上田尚史 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2015. 9784761525958 社会環境

36 閲覧室 一般図書 00001657148 550||I32
船のしくみパーフェクト事典 : 知っておきたい基本構造から最新技術まで / 池田良穂監修. -- ナツメ社,
2014. -- (ダイナミック図解).

9784816357169 社会環境

37 閲覧室 一般図書 00001656730 556.7||A29 世界の砕氷船 / 赤井謙一著. -- 交通研究協会, 2010. -- (交通ブックス ; 218). 9784425771714 社会環境

38 閲覧室　教員指定図書 00001714608 290.92||Sh32 漂流者は何を食べていたか 9784106038693 社会環境
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39 閲覧室 教員指定図書 00008880476 694||G55
ジオモバイルプログラミング : iPhone & Androidで位置情報アプリを作ろう! / 郷田まり子, 宅間俊志, 近藤昭
雄著. -- ワークスコーポレーション, 2011.

9784862670984 社会環境

40 閲覧室 一般図書 00001658947 007.64||H52 プログラマが知るべき97のこと / Kevlin Henney編 ; 夏目大訳. -- オライリー・ジャパン, 2010. 9784873114798 情報

41 閲覧室 文庫 00008133817 410||Mo48 応用数学夜話 : 現象と数理と統計 / 森口繁一著. -- 筑摩書房, 2011. -- (ちくま学芸文庫 ; [モ14-1]). 9784480094063 情報

42 閲覧室 一般図書 00001658895 417||Sa38 わかりやすい数理計画法 / 坂和正敏, 矢野均, 西崎一郎共著. -- 森北出版, 2010. 9784627917712 情報

43 閲覧室 一般図書 00001658960 425||Ko24 デジタルイメージング / 歌川健著. -- 朝倉書店, 2013. -- (光学ライブラリー ; 5). 9784254137354 情報

44 閲覧室 一般図書 00001634760 443.6||C42
銀河考古学 = Galactic archaeology / 千葉柾司著. -- 日本評論社, 2015. -- (新天文学ライブラリー = New
astronomy library ; 2).

9784535607415 情報

45 閲覧室 一般図書 00001634758 445||Ta82
太陽系外惑星 = Extrasolar planets / 田村元秀著. -- 日本評論社, 2015. -- (新天文学ライブラリー = New
astronomy library ; 1).

9784535607408 情報

46 閲覧室 文庫 00008133805 451||Ko12 雪の結晶はなぜ六角形なのか / 小林禎作著. -- 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫 ; [コ39-1]). 9784480095053 情報

47 閲覧室 一般図書 00001658858 611||N73 稼げる農業 : AIと人材がここまで変える / 日経ビジネス編. -- 日経BP社, 2017. 9784822236946 情報

48 閲覧室 大型図書 00001658871 614.8||Sa63
『見える化』で切り拓く経営&育成改革 / 平栗裕規 [ほか] 編集. -- 産業開発機構, 2016. -- (映像情報
MOOK . スマート農業バイブル ; Part[1]).

9784860282509 情報

49 閲覧室 一般図書 00001634936 795||Ma73 コンピュータ囲碁 : モンテカルロ法の理論と実践 / 松原仁編 ; 美添一樹, 山下宏著. -- 共立出版, 2012. 9784320123274 情報

50 閲覧室 一般図書 00001715522 304||U14
ポストコロナ期を生きるきみたちへ
(犀の教室)

9784794970428 情報

51 閲覧室 一般図書 00001644190 007.63||Sp7
あなたの知らないところでソフトウェアは何をしているのか? : 映画やゲームのグラフィックス、データ検索、
暗号化、セキュリティー、データ圧縮、ルート探索……華やかな技術の裏でソフトウェアがしていること / V・
アントン・スプロール著 ; 原隆文訳. -- オライリー・ジャパン, 2016.

9784873117676
情報
システム

52 閲覧室 一般図書 00001644229 410.8||Ka98 結び目の理論 / 河内明夫著. -- 共立出版, 2015. -- (共立講座 数学探検 ; 10). 9784320111837
情報
システム

53 閲覧室 一般図書 00001646044 410.8||N93 複素数入門 / 野口潤次郎著. -- 共立出版, 2016. -- (共立講座 数学探検 ; 4). 9784320111776
情報
システム

54 閲覧室 一般図書 00001646020 411.3||Ta87 線形代数とMathematica / 谷口義治, 永友清和著. -- 牧野書店, 2012. -- (数理情報科学シリーズ ; 26). 9784434168611
情報
システム

55 閲覧室 一般図書 00001699300 757.3||I54 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 3色だけでセンスのいい色  978-4295008897 情報

56 閲覧室 一般図書 00001644165 417||Se27 はじめての最適化 / 関口良行著. -- 近代科学社, 2014. 9784764904507
情報
システム

57 閲覧室 一般図書 00001658491 007.13||W35 ディープラーニングがわかる数学入門 / 涌井良幸, 涌井貞美著. -- 技術評論社, 2017. 9784774188140 情報処理C

58 閲覧室 一般図書 00008886388 007.3||A81
プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 : サービスの全体像からクラウドネイティブアプリケーション
構築まで / 阿佐志保著 ; 中井悦司著・監修. -- 翔泳社, 2017.

9784798137148 情報処理C

59 閲覧室 一般図書 00001634621 427.45||Mi62
これ1冊でわかる超伝導実用技術 / 未踏科学技術協会超伝導科学技術研究会編著. -- 日刊工業新聞社,
2013.

9784526070143 電気

60 閲覧室 一般図書 00001634670 541.1||F67
電気回路がよくわかる : 絵で見てなっとく! : ゼロから学んでスラスラ読める! / 藤瀧和弘著. -- 技術評論社,
2011.

9784774147673 電気

61 閲覧室 一般図書 00001634682 566.68||N97 はんだ付けの職人技 : 「電子工作」「電子機器修理」が、うまくなる / 野瀬昌治著. -- 技術評論社, 2013. 9784774160467 電気

62 閲覧室 一般図書 00001645774 540||Ta33 図でよくわかる電気基礎 / 安部則男, 近藤有三, 山本忠幸編. -- コロナ社, 2013. 9784339008616 電気電子

63 閲覧室 一般図書 00001645838 541.1||Ta52 基本からわかる電気回路 : カラー徹底図解 / 高崎和之監修. -- ナツメ社, 2015. 9784816359286 電気電子

64 閲覧室 一般図書 00001645786 541.2||Ku99 実用電気系学生のための基礎数学 / 葛谷幹夫著. -- コロナ社, 2015. 9784339008722 電気電子

65 閲覧室 一般図書 00001645826 549.51||A63 2
色素増感太陽電池の最新技術 = Recent advances in research and development for dye-sensitized solar
cells / 荒川裕則監修 ; 2. -- 普及版. -- シーエムシー出版, 2013. -- (CMCテクニカルライブラリー ; TL449
. エレクトロニクスシリーズ).

9784781307084 電気電子

66 閲覧室 一般図書 00001645798 549.51||H89
色素増感太陽電池研究者のための色素データ集 / 堀内保, 藤沢潤一, 内田聡著. -- シーエムシー出版,
2008.

9784781300535 電気電子

67 閲覧室 一般図書 00008886404 549||R12 電子工作超ガイド : 唯一無二の回路&改造集 / ラジオライフ編集部編集. -- 三才ブックス, 2017. 9784861999888 電気電子

68 閲覧室 一般図書 00001646182 289.1||B12 大村智 : 2億人を病魔から守った化学者 / 馬場錬成著. -- 中央公論新社, 2012. 9784120043260 バイオ

69 閲覧室 一般図書 00001646209 318.6||Ta11 地域振興に活かす自然エネルギー / 田畑保著. -- 筑波書房, 2014. 9784811904405 バイオ

70 閲覧室　教員指定図書 00001672354 589.77||I55 任天堂 “驚き”を生む方程式 9784532314637 総合工学

71 閲覧室 一般図書 00001644280 430||Ma74 商品から学ぶ化学の基礎 / 松田勝彦著. -- 化学同人, 2011. 9784759814361 バイオ

72 閲覧室 一般図書 00001644380 430||W36
教養としての化学入門 : 未来の課題を解決するために / Kimberley Waldron著 ; 竹内敬人訳. -- 化学同人,
2016.

9784759818291 バイオ

73 閲覧室 一般図書 00001659190 431.11||I73
トコトンやさしい元素の本 / 石原顕光著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシ
リーズ).

9784526076701 バイオ

74 閲覧室 一般図書 00001659189 453.9||N83 温泉の科学 / 西川有司著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -- (B&Tブックス . おもしろサイエンス). 9784526077296 バイオ

75 閲覧室 一般図書 00001659104 464.9||Ka69
バイオセンサーのはなし : 生体分子や細胞を用いた新しいバイオ計測法 / 軽部征夫編著. -- 日刊工業新
聞社, 2012. -- (Science and technology).

9784526068799 バイオ

76 閲覧室　教員指定図書 00001672366 798.5||H88 しんでしまうとはなにごとだ！ - ドラゴンクエスト名言集 9784757550452 総合工学
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77 閲覧室 教員指定図書 00008140331 361||U77 ゼロ年代の想像力 9784150310479 総合工学

78 閲覧室 一般図書 00001670880 576.7||J54 次世代香粧品の「香り」開発と応用 / 丸山賢次監修 9784621300855 バイオ

79 閲覧室 一般図書 00001646258 507||Ta67 10年後、生き残る理系の条件 / 竹内健著. -- 朝日新聞出版, 2016. 9784022511379 バイオ

80 閲覧室　教員指定図書 00008140280 798||Sa99 僕たちのゲーム史 9784061385245 総合工学

81 閲覧室 一般図書 00001659128 549.9||Mo45
トコトンやさしい有機ELの本 / 森竜雄著. -- 第2版. -- 日刊工業新聞社, 2015. -- (B&Tブックス . 今日から
モノ知りシリーズ).

9784526073526 バイオ

82 閲覧室 一般図書 00001659242 563.8||Ke23
トコトンやさしい形状記憶合金の本 / 形状記憶合金協会編著. -- 日刊工業新聞社, 2016. -- (B&Tブックス
. 今日からモノ知りシリーズ).

9784526075797 バイオ

83 閲覧室 一般図書 00001659320 571.6||O18
トコトンやさしい蒸留の本 / 大江修造著. -- 日刊工業新聞社, 2015. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシ
リーズ).

9784526074530 バイオ

84 閲覧室 一般図書 00001659291 577||N46
トコトンやさしい染料・顔料の本 / 中澄博行, 福井寛著. -- 日刊工業新聞社, 2016. -- (B&Tブックス . 今日
からモノ知りシリーズ).

9784526075261 バイオ

85 閲覧室 一般図書 00001659153 578||O25
トコトンやさしい高分子の本 / 扇澤敏明 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -- (B&Tブックス . 今日から
モノ知りシリーズ).

9784526076992 バイオ

86 閲覧室 一般図書 00001670742 461.9||B79 バイオサイエンスのための数学超入門講座 / Ela Bryson, Jackie Willis [著] ; 平大輔, 岡拓二, 大嶋康裕訳 9784794424433 バイオ

87 閲覧室 一般図書 00001659205 586||N71
繊維の科学 / 日本繊維技術士センター編. -- 日刊工業新聞社, 2016. -- (B&Tブックス . おもしろサイエン
ス).

9784526076411 バイオ

88 閲覧室 一般図書 00001646194 914.6||O64 自然が答えを持っている / 大村智著. -- 潮出版社, 2016. 9784267020582 バイオ

89 閲覧室 一般図書 00001635053 425.5||Y48
光化学のためのレーザー分光・非線形分光法 = Laser spectroscopy, nonlinear spectroscopy / 山崎巌著.
-- 講談社, 2013.

9784061543775 マテリアル

90 閲覧室 一般図書 00001632588 428.4||N71
ひとの暮らしと表面科学 / 日本表面科学会編. -- 共立出版, 2011. -- (現代表面科学シリーズ / 日本表面
科学会編 ; 5).

9784320033702 マテリアル

91 閲覧室 教員指定図書 00001644407 431.1||N71
キラル化学 : その起源から最新のキラル材料研究まで / 日本化学会編. -- 化学同人, 2013. -- (CSJ
Current Review ; 13).

9784759813739 マテリアル

92 閲覧室 一般図書 00001657819 431.52||Ku76 ゼロから始めるレーザーの教科書 / 黒澤宏著. -- オプトロニクス社, 2017. 9784902312553 マテリアル

93 閲覧室 一般図書 00001635166 431.7||O59
電気化学 : 基礎と応用 / K.B. Oldham, J.C. Myland, A.M. Bond著 ; 大坂武男 [ほか] 訳. -- 東京化学同人,
2015.

9784807908479 マテリアル

94 閲覧室 一般図書 00001635218 433||Sh22 分析化学の学び方 / 澁谷康彦, 森内隆代, 藤森啓一共著. -- 三共出版, 2014. 9784782707135 マテリアル

95 閲覧室 教員指定図書 00001646323 501.4||N71
金属および半導体ナノ粒子の科学 : 新しいナノ材料の機能性と応用展開 / 日本化学会編著. -- 化学同人,
2012. -- (CSJ Current Review ; 09).

9784759813692 マテリアル

96 閲覧室 一般図書 00001635089 534.93||Sh64 わかりやすい真空技術 / 真空技術基礎講習会運営委員会編. -- 第3版. -- 日刊工業新聞社, 2010. 9784526064258 マテリアル

97 閲覧室 一般図書 00001657807 549.81||Sc8 発光ダイオード / E.フレッド・シューベルト著 ; 八百隆文, 藤井克司, 神門賢二訳. -- 朝倉書店, 2010. 9784254221565 マテリアル

98 閲覧室 一般図書
00001673090

574.27||C81 CO2固定化・削減と有効利用 / 湯川英明監修 9784339008364 マテリアル

99 閲覧室 一般図書 00001657755 572.1||W46 電池がわかる電気化学入門 / 渡辺正, 片山靖共著. -- オーム社, 2011. 9784274210532 マテリアル

100 閲覧室 一般図書 00001642565 575.98||A62 花火の事典 / 新井充監修. -- 東京堂出版, 2016. 9784490108781 マテリアル

3


