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No. タイトル 出版社

1
ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ  : 研究データと知識インフラ 勁草書房

2
5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 有斐閣

3
Deep Learning Javaプログラミング : 深層学習の理論と実装 （Impress top
gear）

インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

4
Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と
実践 （Impress top gear）

インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

5
Pythonによる機械学習入門 オーム社

6
機械学習入門 : ボルツマン機械学習から深層学習まで オーム社

7
Chainer v2による実践深層学習 (ディープラーニング) オーム社

8
強化学習と深層学習 : C言語によるシミュレーション オーム社

9
入門機械学習による異常検知 : Rによる実践ガイド コロナ社

10
強いAI・弱いAI : 研究者に聞く人工知能の実像 丸善出版

11
深層学習 近代科学社

12
どうなるどうする現場に学ぶ情報セキュリティ 改訂版 富士通エフ・オ－・エム

13
広がる利用、見えてきた脅威 : つながる社会へ着実な備えを （情報セキュ
リティ白書 ; 2017）

情報処理推進機構

14
学生のためのアカデミック情報リテラシー : Office2016対応 ｎｏａ出版

15
スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版 インプレスＲ＆Ｄ／インプレス

ビジネスメディア

16
スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 インプレスＲ＆Ｄ／インプレス

ビジネスメディア

17
すごいHaskellたのしく学ぼう! オーム社

18
関数プログラミング入門 : Haskellで学ぶ原理と技法 オーム社

19
Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム 東京電機大学出版局

20
Python : 言語によるプログラミングイントロダクション （世界標準MIT教科
書）

近代科学社

21
標準著作権法 = Copyright law from the ground up 第3版 有斐閣

22
杉田玄白晩年の世界  : 『鷧斎日録』を読む 慶應義塾大学出版会

23
地球の歩き方 A15 南ドイツ フランクフルト ミュンヘン ロマンティック街道
古城街道 '17-'18 改訂

ダイヤモンド社

24
地球の歩き方 D28 インド '17-'18 改訂 ダイヤモンド社

25
地球の歩き方 A06 フランス '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

26
大人のための社会科 : 未来を語るために 有斐閣

27
北朝鮮の人権問題にどう向きあうか 大月書店

28
個人情報保護法の現在と未来 : 世界的潮流と日本の将来像 新版 勁草書房
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29
完全対応新個人情報保護法 : Q&Aと書式例 新日本法規出版

30
世界はなぜ争うのか : 国家・宗教・民族と倫理をめぐって 朝倉書店

31
原爆ドーム : 物産陳列館から広島平和記念碑へ （歴史文化ライブラリー ;
431）

吉川弘文館

32
被爆者はなぜ待てないか : 核/原子力の戦後史 慶應義塾大学出版会

33
核兵器をめぐる5つの神話 （RECNA叢書） 法律文化社

34
国連と帝国 : 世界秩序をめぐる攻防の20世紀 慶應義塾大学出版会

35
セックスと恋愛の経済学 : 超名門ブリティッシュ・コロンビア大学講師の人
気授業

東洋経済新報社

36
数と図形のパズル百科 丸善出版

37
プログラミングのための線形代数 オーム社

38
例題と演習でマスターする線形代数 森北出版

39
線形代数 : ベクトルからベクトル空間・線形写像まで 森北出版

40
スッキリわかる線形代数演習 : 誤答例・評価基準つき 近代科学社

41
スッキリわかる線形代数 : 解法テクニックつき 近代科学社

42
解析学入門  復刊 （基礎数学シリーズ ; 9） 朝倉書店

43
統計学の基礎 1. 線形モデルからの出発 （統計科学のフロンティア ; 1） 岩波書店

44
統計学の基礎 2. 統計学の基礎概念を見直す （統計科学のフロンティア ;
2）

岩波書店

45
モデル選択 : 予測・検定・推定の交差点 （統計科学のフロンティア ; 3） 岩波書店

46
階層ベイズモデルとその周辺 : 時系列・画像・認知への応用 （統計科学
のフロンティア ; 4）

岩波書店

47
多変量解析の展開 : 隠れた構造と因果を推理する （統計科学のフロン
ティア ; 5）

岩波書店

48
特異モデルの統計学 : 未解決問題への新しい視点 （統計科学のフロン
ティア ; 7）

岩波書店

49
経済時系列の統計 : その数理的基礎 （統計科学のフロンティア ; 8） 岩波書店

50
生物配列の統計 : 核酸・タンパクから情報を読む （統計科学のフロンティ
ア ; 9）

岩波書店

51
言語と心理の統計 : ことばと行動の確率モデルによる分析 （統計科学の
フロンティア ; 10）

岩波書店

52
計算統計 2. マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺  （統計科学のフロン
ティア ; 12）

岩波書店

53
いまさら流体力学? 新装復刊 （パリティブックス） 丸善出版

54
いまさら電磁気学? 新装復刊 （パリティブックス） 丸善出版

55
骨単 (ホネタン) （語源から覚える解剖学英単語集 骨編） 丸善

56
肉単 (ニクタン) （語源から覚える解剖学英単語集 筋肉編） 丸善
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57
脳単 (ノウタン) （語源から覚える解剖学英単語集 脳・神経編） 丸善

58
音響振動工学 （大学講義シリーズ） コロナ社

59
集積回路工学 森北出版

60
北齋漫画 初編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

61
北齋漫画 2編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

62
北齋漫画 3編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

63
北齋漫画 4編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

64
北齋漫画 5編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

65
北齋漫画 6編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

66
北齋漫画 7編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

67
北齋漫画 8編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

68
北齋漫画 9編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

69
北齋漫画 10編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

70
北齋漫画 11編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

71
北齋漫画 12編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

72
北齋漫画 13編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

73
北齋漫画 14編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

74
北齋漫画 15編 （大空社デジタル資料叢書） 大空社

75
映像文化の社会学 有斐閣

76
アイヌ語の世界 吉川弘文館

77
3か月でやり直し!英語モジュール学習法 東洋経済新報社

78
TOEICテスト中学英文法で600点! アルク

79
TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7 アルク

80
TOEIC L&Rテスト至高の模試600問  : 新形式問題対応 アルク

81
15週間で英語力倍増 （語学シリーズ ; 1） 大学教育出版

82
Prayers for peace : ecollections of schoolgirls in Hiroshima 南雲堂
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