
書名 著編者名 URL コンテンツID

1 ミクロ経済学って⼤体こんな感じです ⽵内　健蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087238 3000087238

2 やさしい計量経済学 ―プログラミングなしで⾝につける実証分析― 加藤, 久和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090761 3000090761

3 ものがたりで学ぶ経済学⼊⾨ 根井, 雅弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085330 3000085330

4 フィンテック （やさしく知りたい先端科学シリーズ 4） ⼤平, 公⼀郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078787 3000078787

5 Microsoft Office Specialist Excel 365&2019 対策テキスト
＆問題集 （よくわかるマスター）

富⼠通エフ・オー・エム（FOM出版） https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092295 3000092295

6 Microsoft Office Specialist Word 365&2019 対策テキスト
＆問題集 （よくわかるマスター）

富⼠通エフ・オー・エム（FOM出版） https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092297 3000092297

7 Microsoft Office Specialist PowerPoint 365&2019  対策
テキスト＆問題集 （よくわかるマスター）

富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098504 3000098504

8 よくわかるMicrosoft Excel 2019 基礎 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072798 3000072798

9 よくわかるMicrosoft Word 2019 基礎 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072799 3000072799

10 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2019 基礎 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074717 3000074717

11 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2019 応⽤ 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074718 3000074718

12 よくわかるMicrosoft Excel 2019 応⽤ 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074719 3000074719

13 よくわかるMicrosoft Word 2019 応⽤ 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074720 3000074720

14 よくわかるMicrosoft Access 2019 基礎 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074721 3000074721

15 よくわかるMicrosoft Access 2019 応⽤ 富⼠通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076751 3000076751

16 ITパスポート試験対策テキスト&過去問題集　令和2-3年度版
（よくわかるマスター）

富⼠通エフ・オー・エム株式会社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086543 3000086543

17 ⾦融読本 第31版 島村 ⾼嘉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088604 3000088604

18 マンキュー⼊⾨経済学 第3版 N・グレゴリー・マンキュー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088612 3000088612

19 最新⽇本経済⼊⾨ 第6版 ⼩峰　隆夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091149 3000091149
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20 経済法 ―独占禁⽌法と競争政策―第9版（有斐閣アルマ
Specialized）

岸井, ⼤太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092871 3000092871

21 会社法決算書作成ハンドブック　2018年版 太⽥　達也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093417 3000093417

22 よくわかる⼼理統計 （やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） ⼭⽥, 剛史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042566 3000042566

23 統計学 = Statistics 久保川, 達也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068347 3000068347

24 新看護・リハビリ・福祉のための統計学 ―ExcelとRを使った― 柳川, 尭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078543 3000078543

25 Rによる多変量解析⼊⾨ ―データ分析の実践と理論― 川端, ⼀光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078545 3000078545

26 Rによるやさしい統計学 ⼭⽥, 剛史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002659 3000002659

27 経済史 ―いまを知り,未来を⽣きるために― ⼩野塚, 知⼆ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064805 3000064805

28 ビットコイン&ブロックチェーン ―決定版― 岡⽥, 仁志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054025 3000054025

29 キャッシュレス経済 ―21世紀の貨幣論― 川野, 祐司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078338 3000078338

30 MMT現代貨幣理論⼊⾨ L.ランダル・レイ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081733 3000081733

31 岩井克⼈「欲望の貨幣論」を語る 丸⼭ 俊⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087009 3000087009

32 ⾏動経済学⼊⾨ 筒井, 義郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049295 3000049295

33 ⾏動経済学⼊⾨ 【スマホ・読上】 筒井, 義郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057841 3000057841

34 仕掛学 ―⼈を動かすアイデアのつくり⽅― 松村, 真宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079137 3000079137

35 ナッジ!? ―⾃由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム― 那須, 耕介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090729 3000090729

36 やりすぎの経済学 ―中毒・不摂⽣と社会政策― ハロルド・ウィンター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090485 3000090485

37 医療現場の⾏動経済学 ―すれ違う医者と患者― ⼤⽵, ⽂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061451 3000061451

38 最強の会計⼒ ―会社四季報から始める企業分析 : 決定版― 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048969 3000048969
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39 Pythonによる数理最適化⼊⾨ （実践Pythonライブラリー） 並⽊, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074416 3000074416

40 機械学習のための連続最適化 = Continuous optimization
for machine learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

⾦森, 敬⽂ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080932 3000080932

41 最適化⼿法⼊⾨ 【スマホ・読上】（データサイエンス⼊⾨） 寒野 善博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096738 3000096738

42 錐最適化・整数最適化・ネットワークモデルの組合せによる最適化問
題⼊⾨ （Pythonによる問題解決シリーズ 2）

⼩林, 和博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090757 3000090757

43 データ分析ライブラリーを⽤いた最適化モデルの作り⽅ （Pythonに
よる問題解決シリーズ 1）

斎藤, 努 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067784 3000067784

44 ナース・スケジューリング ―問題把握とモデリング―（シリーズ : 最適
化モデリング 3）

池上, 敦⼦ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050914 3000050914

45 数理計画⼊⾨ 新版 福島　雅夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095725 3000095725

46 ストラング線形代数イントロダクション （世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033191 3000033191

47 プログラミングのための線形代数 平岡, 和幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002642 3000002642

48 線型代数⼊⾨ （基礎数学 1） 斎藤, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049440 3000049440

49 アントフィナンシャル ―1匹のアリがつくる新⾦融エコシステム― 廉, 薇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076010 3000076010

50 スッキリわかるPython⼊⾨ 国本, ⼤悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076820 3000076820

51 決定版FinTech ―⾦融⾰命の全貌― 加藤　洋輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044840 3000044840

52 決済インフラ⼊⾨ 2020年版 ―仮想通貨、ブロックチェーンから新
⽇銀ネット、次なる改⾰まで―

宿輪, 純⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061450 3000061450

53 マンキュー経済学 1: ミクロ編 第4版 N・グレゴリー・マンキュー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088610 3000088610

54 マンキュー経済学 2: マクロ編 第4版 N・グレゴリー・マンキュー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088611 3000088611

55 テキストブックNPO ―⾮営利組織の制度、活動、マネジメント―第3
版

⾬森 孝悦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087008 3000087008

56 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）

Sebastian Raschka https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052302 3000052302
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57 実践⼒を⾝につけるPythonの教科書 クジラ⾶⾏机 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083674 3000083674

58 機械学習図鑑 ―⾒て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み
―

加藤　公⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088688 3000088688

59 しくみがわかる深層学習 ⼿塚, 太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076056 3000076056

60 Pythonスクレイピングの基本と実践 ―データサイエンティストのための
Webデータ収集術―（Impress top gear）

Seppe vanden Broucke https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072044 3000072044

61 PythonでGUIをつくろう ―はじめてのQt for Python―（技術の
泉シリーズ（NextPublishing））

浅野, ⼀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075583 3000075583

62 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書 ―機械学習
の基本から深層学習まで―（AI & Technology）

⽯川, 聡彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067600 3000067600

63 Pythonで機械学習⼊⾨ ―深層学習から敵対的⽣成ネットワーク
まで―

⼤関, 真之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078573 3000078573

64 Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 ⻄澤, 弘毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055935 3000055935

65 Pythonでつくる対話システム 東中, ⻯⼀郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092904 3000092904

66 Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 ⾺場, 真哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058368 3000058368

67 Pythonで学ぶ実践画像・⾳声処理⼊⾨ 伊藤, 克亘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075572 3000075572

68 Pythonで学ぶ統計的機械学習 ⾦森, 敬⽂ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078562 3000078562

69 Pythonで学ぶはじめてのAIプログラミング ―⾃然⾔語処理と⾳声
処理―

⼩⾼, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095972 3000095972

70 Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理 神永, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094765 3000094765

71 Pythonと複雑ネットワーク分析 ―関係性データからのアプローチ―
（ネットワーク科学の道具箱 2）

林, 幸雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084596 3000084596

72 Pythonによるファイナンス⼊⾨ （実践Pythonライブラリー） 中妻, 照雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064847 3000064847

73 Pythonによるベイズ統計学⼊⾨ （実践Pythonライブラリー） 中妻, 照雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089037 3000089037

74 Pythonの絵本 ―Pythonを楽しく学ぶ9つの扉― アンク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058384 3000058384

75 Python1年⽣ ―体験してわかる!会話でまなべる!プログラミングのし
くみ―（1年⽣）

森, 巧尚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052426 3000052426
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76 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 ―数式とプロ
グラムをつなげて理解できる!―第2版 【スマホ・読上】

伊藤　真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084269 3000084269

77 Pythonで学ぶネットワーク分析 ―ColaboratoryとNetworkXを
使った実践⼊⾨―

村⽥　剛志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093327 3000093327

78 Pythonによるデータマイニングと機械学習 藤野　巖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093325 3000093325

79 機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) ―
Pythonによるシミュレーション―

⼩⾼, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055939 3000055939

80 現場で使える︕Python深層強化学習⼊⾨ 【スマホ・読上】（AI
& technology）

伊藤　多⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098416 3000098416

81 現場で使える︕Python深層学習⼊⾨ 【スマホ・読上】（AI &
technology）

⽊村　優志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098417 3000098417

82 Pythonで動かして学ぶ︕あたらしい数学の教科書 【スマホ・読上】
（AI & technology）

我妻　幸⻑ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098418 3000098418

83 AIアルゴリズムマーケティング ―⾃動化のための機械学習/経済モデ
ル、ベストプラクティス、アーキテクチャ : PR/広告、検索、レコメンデー
ション、価格/品揃え―（Impress top gear）

Ilya Katsov https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065069 3000065069

84 pandasライブラリ活⽤⼊⾨ ―Pythonデータ分析/機械学習のた
めの基本コーディング!―（Impress top gear）

Daniel Y. Chen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072739 3000072739

85 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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043650 3000043650

86 異常検知と変化検知 = Anomaly detection and change
detection （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

井⼿, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028311 3000028311

87 イラストで学ぶ機械学習 ―最⼩⼆乗法による識別モデル学習を中
⼼に―

杉⼭, 将 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028175 3000028175

88 ウェブデータの機械学習 = Machine learning of web data
（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

ダヌシカ・ボレガラ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080936 3000080936

89 エンジニアなら知っておきたいAIのキホン ―機械学習・統計学・アル
ゴリズムをやさしく解説―

梅⽥, 弘之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072733 3000072733

90 ⾳声認識 【スマホ・読上】（MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

篠⽥, 浩⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080945 3000080945

91 オンライン機械学習 = Online machine learning （MLP機械
学習プロフェッショナルシリーズ）

海野, 裕也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028183 3000028183

92 オンライン予測 = Online prediction （MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ）

畑埜, 晃平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080933 3000080933

93 確率的最適化 = Stochastic optimization （MLP機械学習プ
ロフェッショナルシリーズ）

鈴⽊, ⼤慈 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028335 3000028335
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94 関係データ学習 = Learning from relational data （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

⽯⿊, 勝彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080934 3000080934

95 画像認識 = Image recognition （MLP機械学習プロフェッショ
ナルシリーズ）

原⽥, 達也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080930 3000080930

96 機械学習のための確率と統計 = Probability and statistics for
machine learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

杉⼭, 将 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028344 3000028344

97 グラフィカルモデル = Graphical models （MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ）

渡辺, 有祐 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080938 3000080938

98 サポートベクトルマシン = Support vector machine （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

⽵内, ⼀郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028192 3000028192

99 ⼊⾨機械学習による異常検知 ―Rによる実践ガイド― 井⼿, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026820 3000026820

100 1週間でC#の基礎が学べる本 ⻲⽥, 健司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078524 3000078524

101 C#の絵本 ―C#が楽しくなる新しい9つの扉―第2版 アンク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079759 3000079759

102 スラスラ読めるUnity C#ふりがなプログラミング リブロワークス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072735 3000072735

103 独習C# 新版 【スマホ・読上】 ⼭⽥, 祥寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079835 3000079835

104 ⽇本語版Unity 2019 C#プログラミング⼊⾨ （NextPublishing
, OnDeck Books）

多⽥ 憲孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085266 3000085266

105 対話システム （⾃然⾔語処理シリーズ 7） 中野, 幹⽣ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026817 3000026817

106 データサイエンス教本 ―Pythonで学ぶ統計分析・パターン認識・深
層学習・信号処理・時系列データ分析―

橋本, 洋志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078564 3000078564

107 数学図鑑 ―やりなおしの⾼校数学― 永野, 裕之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049378 3000049378

108 Pythonによる深層強化学習⼊⾨ ―ChainerとOpenAI Gymで
はじめる強化学習―

牧野, 浩⼆ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078546 3000078546

109 強化学習アルゴリズム⼊⾨ ―「平均」からはじめる基礎と応⽤― 曽我部, 東⾺ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078571 3000078571

110 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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048175 3000048175

111 ⾏動データの計算論モデリング ―強化学習モデルを例として― ⽚平, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078551 3000078551
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112 最強囲碁AIアルファ碁解体新書 ―アルファ碁ゼロ対応 : 深層学
習、モンテカルロ⽊探索、強化学習から⾒たその仕組み―増補改訂
版（AI & Technology）

⼤槻, 知史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067564 3000067564

113 実装強化学習 ―Cによるロボットプログラミング― 伊藤, ⼀之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078557 3000078557

114 つくりながら学ぶ!深層強化学習 ―PyTorchによる実践プログラミン
グ―

⼩川　雄太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092704 3000092704

115 強くなるロボティック・ゲームプレイヤーの作り⽅ ―実践で学ぶ強化学
習―プレミアムブックス版

⼋⾕, ⼤岳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083669 3000083669

116 PyTorchによる物体検出 新納, 浩幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095968 3000095968

117 動かしながら学ぶPyTorchプログラミング⼊⾨ 斎藤, 勇哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098851 3000098851

118 現場で使える!PyTorch開発⼊⾨ ―深層学習モデルの作成とアプリ
ケーションへの実装―（AI & Technology）

杜, 世橋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067588 3000067588

119 つくりながら学ぶ!PyTorchによる発展ディープラーニング ⼩川　雄太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092703 3000092703

120 ディープラーニング実装⼊⾨ ―PyTorchによる画像・⾃然⾔語処理
―（Impress top gear）

吉崎, 亮介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096547 3000096547

121 トピックモデル = Topic models （MLP機械学習プロフェッショナル
シリーズ）

岩⽥, 具治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028228 3000028228

122 深層学習 = Deep learning （MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ）

岡⾕, 貴之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028365 3000028365

123 統計的学習理論 = Statistical learning theory （MLP機械
学習プロフェッショナルシリーズ）

⾦森, 敬⽂ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028501 3000028501

124 深層学習による⾃然⾔語処理 = Natural language
processing by deep learning （MLP機械学習プロフェッショナ
ルシリーズ）

坪井, 祐太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080929 3000080929

125 統計的因果探索 = Causal discovery （MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ）

清⽔, 昌平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080931 3000080931

126 データ解析におけるプライバシー保護 = Privacy preservation in
data analytics （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

佐久間, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080935 3000080935

127 バンディット問題の理論とアルゴリズム = Theory and algorithms
for bandit problems （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

本多, 淳也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080937 3000080937
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128 ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング = Human
computation and crowdsourcing （MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ）

⿅島, 久嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080939 3000080939

129 ノンパラメトリックベイズ = Bayesian nonparametrics ―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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080940 3000080940

130 変分ベイズ学習 = Variational bayesian learning （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

中島, 伸⼀ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080941 3000080941

131 スパース性に基づく機械学習 = Machine learning with
sparsity inducing regularizations （MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ）

冨岡, 亮太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080942 3000080942

132 ⽣命情報処理における機械学習 = Machine learning in
bioinformatics ―多重検定と推定量設計―（MLP機械学習プ
ロフェッショナルシリーズ）

瀬々, 潤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080943 3000080943

133 劣モジュラ最適化と機械学習 = Machine learning with
submodular functions （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

河原, 吉伸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080944 3000080944
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