
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ノンパラメトリックベイズ : 点過程と統計的機械
学習の数理 (MLP機械学習プロフェッショナル
シリーズ)

佐藤一誠著 講談社 007.13||Sa 216000618

2 欠測データの統計科学 : 医学と社会科学への
応用 (調査観察データ解析の実際:1)

高井啓二, 星野
崇宏, 野間久史
著

岩波書店 417||Ta 216000619

3 グラフィカルモデル (MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ) 渡辺有祐著 講談社 007.13||Wa 216000620

4 変分ベイズ学習 (MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ) 中島伸一著 講談社 007.13||Na 216000621

5
ヒューマンコンピュテーションとクラウド
ソーシング (MLP機械学習プロフェッショナ
ルシリーズ)

鹿島久嗣, 小山
聡, 馬場雪乃著

講談社 007.1||Ka 216000622

6 ここから始める言語学プラス統計分析 (クロ
スセクショナル統計シリーズ:4) 小泉政利編著 共立出版 801.019||Ko 216000623

7 スパースモデリング : l1/l0ノルム最小化の基
礎理論と画像処理への応用

Michael Elad著/
玉木徹訳

共立出版 007.13||El 216000624

8 基礎から学ぶ機器分析化学
井村久則, 樋上
照男編

化学同人 433||Ki 216000625

9 場合の数 (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著
SBクリエイ
ティブ

410.4||Yu 216000626

10 自宅でできるライザップ 食事編 扶桑社 595.6||Ji 216000640

11 光計測入門 左貝潤一著 森北出版 501.22||Sa 216000642

12 統計学 : Rを用いた入門書 改訂第2版
Michael J.Crawley
著/野間口謙太郎, 菊
池泰樹訳

共立出版 417||Cr 216000681

13 この1冊でまるごとわかる人工知能&IoTビジ
ネス 入門編 (日経BPムック)

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

007.13||Ko 216000682

14 事例+演習で学ぶ機械学習 : ビジネスを支え
るデータ活用のしくみ

速水悟著 森北出版 007.13||Ha 216000694

15 OpenCV3基本プログラミング : さらに進化
した画像処理ライブラリの定番

北山洋幸著
カットシステ
ム

007.642||Ki 216000696

16 FPGAの原理と構成
天野英晴編/尼
崎太樹 [ほか]
共著

オーム社 549.7||Fp 216000699
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17 死にゆく過程を生きる : 終末期がん患者の経
験の社会学

田代志門著 世界思想社 490.14||Ta 216000750

18 発達障害支援の社会学 : 医療化と実践家の解
釈

木村祐子著 東信堂 493.937||Ki 216000759

19 苦悩とケアの人類学 : サファリングは創造性
の源泉になりうるか? 浮ヶ谷幸代編 世界思想社 498.04||Ku 216000761

20 ソーシャル・キャピタルと地域の力 : 沖縄か
ら考える健康と長寿

イチロー・カ
ワチ, 等々力英
美編

日本評論社 498.02199||So 216000762

21 HIV/AIDSをめぐる集合行為の社会学
(MINERVA社会学叢書:27) 本郷正武著

ミネルヴァ書
房

498.6||Ho 216000763

22 診療場面のコミュニケーション : 会話分析か
らわかること

ジョン・ヘリテッジ, ダグラ

ス・メイナード編著/川島理恵,
樫田美雄, 岡田光弘, 黒嶋智美

訳

勁草書房 492||Sh 216000766

23 看護実践の語り : 言葉にならない営みを言葉
にする

西村ユミ著 新曜社 492.9||Ni 216000768

24 看護師たちの現象学 : 協働実践の現場から 西村ユミ著 青土社 492.984||Ni 216000769

25 小児がんを生きる : 親が子どもの病いを生き
る経験の軌跡

鷹田佳典著 ゆみる出版 493.94||Ta 216000772

26 ケアの社会学 : 臨床現場との対話 三井さよ著 勁草書房 498.14||Mi 216000773

27 看護とケア : 心揺り動かされる仕事とは (ア
カデミック・ライブラリー) 三井さよ著

角川学芸出版/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売)
492.9||Mi 216000774

28 ナラティヴの臨床社会学 (N:ナラティヴとケ
ア:第6号) 野口裕二編 遠見書房 492||Na 216000776

29 いかに利益を最大にするか? 2016 (数学基礎
プラスα:最適化編)

齋藤正顕, 高木
悟著

早稲田大学出
版部

410||Sa 216000783

30 金利でだまされないために 2016 (数学基礎
プラスα:金利編) 高木悟著

早稲田大学出
版部

410||Ue 216000784

31
最新人工知能がよ〜くわかる本 : 人工知能の
最新動向を基礎から学ぶ (How-nual図解入
門)

神崎洋治著 秀和システム 007.13||Ko 216000787

32 科学の発見
スティーヴン・ワイ
ンバーグ著/赤根洋
子訳

文藝春秋 402||We 216000789

33
スバラシク実力がつくと評判の常微分方程式キャ
ンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位
なんて楽に取れる! 改訂3

馬場敬之著 マセマ出版社 413.62||Ba 216000790

34
スバラシク実力がつくと評判のラプラス変換キャ
ンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位
なんて楽に取れる! 改訂2

馬場敬之著 マセマ出版社 413.56||Ba 216000791



35 常微分方程式の新しい教科書
堀畑和弘, 長谷
川浩司著

朝倉書店 413.62||Ho 216000814

36 スバラシク実力がつくと評判の演習電磁気
学キャンパス・ゼミ 改訂1

高杉豊, 馬場敬
之著

マセマ出版社 427||Ta 216000815

37 数学の現在 e 斎藤毅, 河東泰
之, 小林俊行編

東京大学出版
会

410.4||Su 216000816

38 スバラシク実力がつくと評判の演習常微分
方程式キャンパス・ゼミ 改訂1

高杉豊, 馬場敬
之著

マセマ出版社 413.62||Ta 216000817

39 弱点克服大学生の線形代数 改訂版 江川博康著 東京図書 411.3||Eg 216000818

40 数学の現在 i 斎藤毅, 河東泰
之, 小林俊行編

東京大学出版
会

410.4||Su 216000819

41 数学の現在 π 斎藤毅, 河東泰
之, 小林俊行編

東京大学出版
会

410.4||Su 216000820

42 ビーカーくんとそのなかまたち : この形には
ワケがある!ゆかいな実験器具図鑑

うえたに夫婦
著

誠文堂新光社 407||Ue 216000821

43 確率的グラフィカルモデル
鈴木譲, 植野真臣
編著/黒木学 [ほ
か] 著

共立出版 417.6||Ka 216000822

44 人工知能とは
松尾豊編著/中島
秀之 [ほか] 共著

近代科学社 007.13||Ji 216000823
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