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1
いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本 : 人気講師が教える仕事に
AIを導入する方法

インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

2
人工知能システムのプロジェクトがわかる本 : 企画・開発から運用・保守
まで

翔泳社

3
カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 : 基礎からディープラーニン
グまで （ブルーバックス B-2052）

講談社

4
逆引きPython標準ライブラリ : 目的別の基本レシピ180+! （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 第2版 （Impress top gear）

インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

6
スラスラ読める Pythonふりがなプログラミング インプレスＲ＆Ｄ／インプレス

ビジネスメディア

7
Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 近代科学社

8
発見・創発できる人工知能Otter : 論理パズルからのアプローチ 近代科学社

9
地球の歩き方 A03 ロンドン '19-'20 改訂 ダイヤモンド社

10
地球の歩き方 B09 ラスベガス　セドナ＆グランドキャニオンと大西部 '19-
'20 改訂

ダイヤモンド社

11
地球の歩き方 D17 タイ '19-'20 改訂 ダイヤモンド社

12
地球の歩き方 D12 韓国 '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

13
地球の歩き方 A20 スペイン '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

14
地球の歩き方 D10 台湾 '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

15
地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

16
地球の歩き方 A01 ヨーロッパ '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

17
地球の歩き方 A18 スイス '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

18
地球の歩き方 A14 ドイツ '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

19
地球の歩き方 A07 パリ&近郊の町 '18-'19 改訂 ダイヤモンド社

20
地球の歩き方 A09 イタリア '19-'20 改訂 ダイヤモンド社

21
地球の歩き方 D20 シンガポール '19-'20 改訂 ダイヤモンド社

22
英語で日本 (Nippon) 紹介ハンドブック = An introductory handbook to
Japan and its people 改訂版

アルク

23
よくわかる自信がつくプレゼンテーション : 引きつけて離さないテクニック
改訂版

富士通エフ・オ－・エム

24
Pythonによるファイナンス入門 （実践Pythonライブラリー） 朝倉書店

25
プログラミング教育が変える子どもの未来 : AIの時代を生きるために親が
知っておきたい4つのこと

翔泳社

26
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 4訂版 世界思想社教学社

27
民俗学事典 丸善出版

28
世界民族百科事典 丸善出版
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29
ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしかな研究成果をわかりやす
く伝えるために

化学同人

30
人間科学の百科事典 丸善出版

31
『テクニウム』を超えて : ケヴィン・ケリーの語るカウンターカルチャーから
人工知能の未来まで 【スマホ・読上】 （NEXT VISION（NextPublishing））

インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

32
通訳ガイドというおしごと : 仕事の始め方から技術を磨くコツまで : 通訳ガ
イドを知ろう! （アルクはたらく×英語 1）

アルク

33
英語でボランティアガイド : 心構えから英語フレーズまで アルク

34
日本伝統文化の英語表現事典 = The quick guide to traditional Japanese
arts and handicrafts

丸善出版

35
レポート・論文の書き方入門 第4版 慶應義塾大学出版会

36
大学1年生のための伝わるレポートの書き方 有斐閣

37
キクタン英会話 おもてなし編 : 聞いてマネしてすらすら話せる アルク

38
みんなの接客英語 : 全業種で使える アルク

39
キクタン接客英会話 宿泊編 : 聞いてマネしてすらすら話せる アルク

40
キクタン接客英会話 交通編 : 聞いてマネしてすらすら話せる アルク

41
キクタン接客英会話 販売編 : 聞いてマネしてすらすら話せる アルク

42
キクタン接客英会話 飲食編 : 聞いてマネしてすらすら話せる アルク

43
接遇英語のプロが教える「出だし」だけ+ジェスチャーからはじめるおもてな
し英語

アルク
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