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機械学習と深層学習
Pythonによるシミュレーション

世界標準MIT教科書
Python言語によるプログラミングイントロダクション
第2版 データサイエンスとアプリケーション

ベイズ推定入門
モデル選択からベイズ的最適化まで

AI vs.教科書が読めない子どもたち　
（EPUBフォーマット）※

オーム社

近代科学社

2018年5月

2017年8月

小高知宏

Guttag John V.【著】
久保 幹雄【監訳】

オーム社

東洋経済新報社

2018年2月

2018年2月

大関真之

新井紀子

ProductID：KP00012403
底本ISBN：9784274222269

ProductID：KP00012323
底本ISBN：9784764905184

ProductID：KP00010372
底本ISBN：9784274221392

ProductID：KP00011460
底本ISBN：9784492762394

同時アクセス数1
本体価格  ¥6,875

同時アクセス数1
本体価格  ¥15,180

同時アクセス数1
本体価格  ¥6,600

同時アクセス数1
本体価格  ¥4,950

同時アクセス数3
本体価格  ¥8,250

同時アクセス数3
本体価格  ¥30,360

同時アクセス数3
本体価格  ¥7,920

同時アクセス数3
本体価格  ¥7,425

『機械学習と深層学習 C 言語によるシミュレーショ
ン』の Python 版登場 !　本書は人工知能研究にお
ける機械学習の諸分野をわかりやすく解説し、それ
らの知識を前提として深層学習とは何かを示します。

最新にして最強 !! MIT 人気講義の教科書、第 2版！ 大変好評を
得ている、MITのトップクラスの人気を誇る講義内容をまとめた計
算科学の教科書の第 2版。今回の改訂では、後半の内容が大
幅に増え、新たに5章が追加されている。特に「機械学習」を
意識して、統計学の話題が豊富になっている。Python 言語を活
用して、計算科学を学ぶ読者必携の書！ Python Ver3.5に対応。

『機械学習入門―ボルツマン機械学習から深層学習まで―』の第 2弾、ストーリー
で難解なベイズ理論が理解できる!!　ベイズ推定の理解にはかなり高度な数学的
知識が必要で、数学が得意でない人は、条件付き確率あたりでくじけてしまいます。
そこで本書は、解説を会話調にし、イラストを中心とした親しみやすいストーリー仕立
て（童話のような欧風ファンタジー）とすることで、小説を読むようにベイズ推定で
大事な「もしも」に備えた事前分布について始まり、結局どんな推定が良いのかを
探す「モデル選択」、最新の技術であるベイズ的最適化まで読み通せる書籍とします。
さらに、併せて機械学習との関連や最新の技術との関連についても解説します。

大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の
中高校生の多くは、中学校の教科書の文章を正確
に理解できない。多くの仕事がＡＩに代替される将来、
読解力のない人間は失業するしかない…。気鋭の数
学者が導き出した最悪のシナリオと教育への提言。

スマホからも
読みやすい
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オーム社 機械学習と深層学習 Ｃ言語によるシ
ミュレーション 小高知宏 201605 ¥7,150 ¥8,580 KP00005928 9784274218873 

オーム社 機械学習入門 ボルツマン機械学習か
ら深層学習まで 大関 真之 201611 ¥6,325 ¥7,590 KP00011743 9784274219986 

オーム社 Chainer v2による実践深層学習 新納浩幸 201709 ¥6,875 ¥8,250 KP00011682 9784274221071 
オーム社 Ｃｈａｉｎｅｒによる実践深層学習 新納浩幸 201609 ¥6,600 ¥7,920 KP00005921 9784274219344 

オーム社 自然言語処理と深層学習 Ｃ言語によ
るシミュレーション 小高知宏 201703 ¥6,875 ¥8,250 KP00011757 9784274220333 

オーム社 強化学習と深層学習 Ｃ言語によるシ
ミュレーション 小高知宏 201710 ¥7,150 ¥8,580 KP00011393 9784274221149 

オーム社 実装　ディープラーニング 深層学習 藤田一弥ほ
か【著】 201611 ¥8,800 ¥10,560 KP00012203 9784274219993 

オーム社 進化計算と深層学習　創発する知能 伊庭斉志 201510 ¥7,425 ¥8,910 KP00005712 9784274218026 

オーム社 Pythonによる機械学習入門
株式会社
システム計
画研究所
【編】

201611 ¥7,150 ¥8,580 KP00011685 9784274219634 

オーム社 続　わかりやすいパターン認識 教師な
し学習入門

石井健一
郎ほか 201408 ¥8,800 ¥10,560 KP00005732 9784274215308 

オーム社 わかりやすいパターン認識 石井健一
郎ほか 199808 ¥7,700 ¥9,240 KP00005979 9784274131493 

オーム社
統計的機械学習　生成モデルに基づ
くパターン認識　　Ｔｏｋｙｏ　ｔｅｃｈ　ｂｅ
－ｔｅｘｔ

杉山将 200909 ¥7,700 ¥9,240 KP00005863 9784274502484 

オーム社 Pythonによるテキストマイニング入門 山内長承 201711 ¥6,875 ¥8,250 KP00011108 9784274221415 
オーム社 Rによるやさしいテキストマイニング 小林雄一郎 201702 ¥7,150 ¥8,580 KP00011753 9784274220234 

オーム社 Rによるやさしいテキストマイニング 機械
学習編 小林雄一郎 201709 ¥7,700 ¥9,240 KP00011395 9784274221002 

オーム社 人工知能の創発　知能の進化とシミュ
レーション 伊庭斉志 201705 ¥7,700 ¥9,240 KP00011749 9784274220647 

オーム社 Ｅｘｃｅｌで学ぶ進化計算　ＥｘｃｅｌによるＧ
Ａシミュレーション 伊庭斉志 201605 ¥8,800 ¥10,560 KP00005721 9784274218897 

オーム社 はじめてのＡＩプログラミング Ｃ言語で作
る人工知能と人工無能 小高知宏 200610 ¥7,700 ¥9,240 KP00005878 9784274066641 

オーム社 ＡＩによる大規模データ処理入門 小高知宏 201308 ¥7,700 ¥9,240 KP00005635 9784274069260 

オーム社 思考を科学する「考える」とはどういうこ
とか？ 大須賀節雄 201109 ¥10,450 ¥12,540 KP00009892 9784274210907 

オーム社 言語と知能　言語はどのようにして創ら
れたか？ 大須賀節雄 201004 ¥10,450 ¥12,540 KP00009863 9784274208607 

オーム社 人工知能の基礎　第２版 馬場口登ほ
か 201502 ¥7,975 ¥9,570 KP00005750 9784274216152 

オーム社 人工知能と社会 ２０２５年の未来予想 AIX【監
修】 201802 ¥4,950 ¥5,940 KP00012144 9784274221811 

オーム社 坂本真樹先生が教える 人工知能がほ
ぼほぼわかる本 坂本 真樹 201704 ¥4,950 ¥5,940 KP00011747 9784274220500 

オーム社 人工知能Vol.31 No.1  2016年01月号 人工知能学会 201601 ¥6,600 ¥7,920 KP00012047
オーム社 人工知能Vol.31 No.2  2016年03月号 人工知能学会 201603 ¥6,600 ¥7,920 KP00012048
オーム社 人工知能Vol.31 No.3  2016年05月号 人工知能学会 201605 ¥6,600 ¥7,920 KP00012049
オーム社 人工知能Vol.31 No.4  2016年07月号 人工知能学会 201607 ¥6,600 ¥7,920 KP00012050
オーム社 人工知能Vol.31 No.5  2016年09月号 人工知能学会 201609 ¥6,600 ¥7,920 KP00012051
オーム社 人工知能Vol.31 No.6  2016年11月号 人工知能学会 201611 ¥6,600 ¥7,920 KP00012052
オーム社 人工知能Vol.32 No.1  2017年1月号 人工知能学会 201701 ¥6,600 ¥7,920 KP00012053
オーム社 人工知能Vol.32 No.2  2017年3月号 人工知能学会 201703 ¥6,600 ¥7,920 KP00012054
オーム社 人工知能Vol.32 No.3  2017年5月号 人工知能学会 201705 ¥6,600 ¥7,920 KP00012055
オーム社 人工知能Vol.32 No.4  2017年7月号 人工知能学会 201707 ¥6,600 ¥7,920 KP00012056
オーム社 人工知能Vol.32 No.5  2017年9月号 人工知能学会 201709 ¥6,600 ¥7,920 KP00012057
オーム社 人工知能Vol.32 No.6　2017年11月号 人工知能学会 201711 ¥6,600 ¥7,920 KP00012059
オーム社 人工知能Vol.33 No.1 2018年1月号 人工知能学会 201801 ¥6,600 ¥7,920 KP00012060
オーム社 人工知能Vol.33 No.2　2018年3月号 人工知能学会 201803 ¥6,600 ¥7,920 KP00012061

近代科学社 アンサンブル法による機械学習基礎とアルゴリズム

Zhou Zhi-
Hua【著】　
宮岡 悦良
ほか【訳】

201706 ¥13,860 ¥27,720 KP00012338 9784764905375 

近代科学社 世界標準MIT教科書 アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合版

T. 
CORMENほ
か【著】　浅
野 哲夫ほか
【訳】

201312 ¥46,200 ¥92,400 KP00012240 9784764904088 

近代科学社 深層学習 Deep Learning

人工知能
学会【監
修】　神嶌
敏弘【編
集】

201510 ¥11,550 ¥23,100 KP00012296 9784764904873 

近代科学社 シンギュラリティ 限界突破を目指した最先端研究

NAIST-
IS書籍出
版委員会
【編】

201602 ¥8,250 ¥16,500 KP00012311 9784764905047 
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近代科学社 ロボット制御学ハンドブック 松野 文俊
ほか【編】 201712 ¥89,100 ¥178,200 KP00012284 9784764904736 

近代科学社 言語処理システムをつくる実践・自然言語処理シリーズ
言語処理
学会【編】　
佐藤 理史

201702 ¥9,240 ¥18,480 KP00012333 9784764905320 

近代科学社 超実践 アンサンブル機械学習 武藤 佳恭 201612 ¥8,910 ¥17,820 KP00012331 9784764905290 

近代科学社 万能コンピュータライプニッツからチューリングへの道すじ

デイビス 
マーティン
【著】　沼
田 寛【訳】

201611 ¥11,880 ¥23,760 KP00012283 9784764904712 

近代科学社
Python言語によるビジネスアナリティクス　
実務家のための 最適化・統計解析・機
械学習

久保 幹雄
ほか 201608 ¥21,120 ¥42,240 KP00012321 9784764905160 

近代科学社 人工知能とは
人工知能
学会【監
修】　松尾 
豊【編著】

201605 ¥7,920 ¥15,840 KP00012298 9784764904897 

近代科学社 新人工知能の基礎知識 太原 育夫 200806 ¥9,240 ¥18,480 KP00012220 9784764903562 

近代科学社 観光情報学入門 観光情報
学会【編】 201505 ¥8,910 ¥17,820 KP00012291 9784764904828 

近代科学社 一人称研究のすすめ 知能研究の新しい潮流

諏訪 正樹
【編著】　
堀 浩一【編
著】

201504 ¥8,910 ¥17,820 KP00012290 9784764904811 

近代科学社 自己組織化する複雑ネットワーク　空間上の次世代ネットワークデザイン 林 幸雄 201405 ¥8,910 ¥17,820 KP00012273 9784764904606 

近代科学社 チューリング　コンピュータ理論の起源
伊藤 和行
【編】　佐
野 勝彦ほか
【訳】

201401 ¥13,860 ¥27,720 KP00012268 9784764904545 

近代科学社 複雑ネットワーク　基礎から応用まで 増田 直紀
ほか 201004 ¥9,240 ¥18,480 KP00012221 9784764903630 

近代科学社
実践ロボットプログラミング　第2版
LEGO Mindstorms EV3で目指せロボ
コン！

藤吉 弘亘
ほか 201804 ¥7,920 ¥15,840 KP00012356 9784764905597 

近代科学社 世界標準MIT教科書 ストラング：微分方程式と線形代数

ストラング
【著】　渡
辺 辰矢
【訳】

201711 ¥29,700 ¥59,400 KP00012286 9784764904767 

近代科学社 世界標準MIT教科書 ストラング：計算理工学

ストラング
【著】　日
本応用数
理学会【監
訳】　今
井 桂子ほ
か【監訳幹
事】

201701 ¥29,700 ¥59,400 KP00012247 9784764904231 

近代科学社 世界標準MIT教科書 ストラング：線形代数イントロダクション原書第4版

ストラング
【著】　松
崎 公
紀　新妻 弘
【訳】

201512 ¥26,400 ¥52,800 KP00012239 9784764904057 

コロナ社 人工知能の方法 ゲームからＷＷＷまで　
※ 伊庭斉志 201409 ¥10,890 ¥16,335 KP00008551 9784339024838 

コロナ社 入門パターン認識と機械学習　※ 後藤正幸ほ
か 201404 ¥10,560 ¥15,840 KP00008567 9784339024791 

コロナ社 機械翻訳　自然言語処理シリーズ
奥村学【監
修】　渡
辺太郎ほか
【共著】

201402 ¥13,860 ¥20,790 KP00008576 9784339027549 

コロナ社 ベイジアンネットワーク 植野真臣 201307 ¥8,250 ¥12,375 KP00008598 9784339061031 

コロナ社 知識システムの実装基礎 スライドで理解
する人工知能技術

新谷虎松ほ
か 201210 ¥8,030 ¥12,045 KP00008619 9784339024654 

東京電機
大学出版
局

数理議論学 若木利子ほ
か 201703 ¥9,207 ¥13,810 KP00007572 9784501555504 

共立出版 人工知能学事典 人工知能
学会 200511 ¥72,600 ¥108,900 KP00007675 9784501975005 

東洋経済
新報社

ＲＰＡ革命の衝撃（EPUBフォーマット）　
※

大角暢之　
佐々木俊尚
【監修】

201701 ¥5,280 ¥7,920 KP00007596 9784492961247 

東洋経済
新報社

決定版ＡＩ　人工知能（EPUBフォー
マット）　※

樋口晋也ほ
か 201704 ¥5,280 ¥7,920 KP00007631 9784492762332 

東洋経済
新報社

誰が日本の労働力を支えるのか？
（EPUBフォーマット）　※

寺田知太ほ
か 201704 ¥5,280 ¥7,920 KP00007814 9784492762318 

東洋経済
新報社

ＩＴロードマップ　２０１８年版 情報通信
技術は５年後こう変わる！（EPUBフォー
マット）※

野村総合研
究所ビジネス
ＩＴ推進部
ほか

201803 ¥8,580 ¥12,870 KP00012423 9784492581131 

（補足１）　※のタイトルは部分ダウンロードおよび印刷は認められておりません。オンライン閲覧のみとなります。
（補足２）　東洋経済新報社のタイトルは、企業および公共図書館のお客様への販売は行っておりませんのでご了承ください。

■人工知能関連タイトル一覧


