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Learning OpenCV 3 : computer vision in C++ with the OpenCV library
Adrian Kaehler and

Gary Bradski
007.64||KA

磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送 居村岳広著 544.2||IM

酸化亜鉛の最先端技術と将来 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:604.

新材料・新素材シリーズ)
山本哲也監修 565.33||SA

プログラミング言語C++ 第4版
ビャーネ・ストラウ
ストラップ著/柴田望
洋訳

007.64||ST

意味がわかる統計解析 : まずはこの一冊から (Beret science) 涌井貞美著 417||WA

マスペディア1000
リチャード・エル
ウィス著/宮本寿代訳

410.3||EL

大合格 : 参考書じゃなくオレに聞け! 中田敦彦著 159.7||NA

ロジ・コミックス : ラッセルとめぐる論理哲学入門
アポストロス・ドクシア
ディス, クリストス・パ
パディミトリウ作

133.5||DO

100の失敗事例に学ぶ設計・施工トラブルの防ぎ方
日経コンストラク
ション編

513||NI

消費者行動論 : なぜ、消費者はAではなくBを選ぶのか? (ビジネス基礎シ
リーズ)

平久保仲人著 675||HI

ノンデザイナーズ・デザインブック

Robin Williams著/吉
川典秀訳/小原司, 米
谷テツヤ日本語版解
説

727||WI

伝わるデザインの基本 : よい資料を作るためのレイアウトのルール 増補
改訂版

高橋佑磨, 片山なつ
著

021.4||TA

はじめてのOSコードリーディング : UNIX V6で学ぶカーネルのしくみ
(Software design plusシリーズ)

青柳隆宏著 007.63||AO

セキュリティコンテストチャレンジブック : CTFで学ぼう!情報を守るた
めの戦い方

碓井利宣 [ほか] 著 007.6||US

高トルク&高速応答!センサレス・モータ制御技術 : シンプルで高信頼!ベ
クトル制御で力強く,静かに回す (POWER ELECTRONICSシリーズ)

岩路善尚, 足塚恭共
著

542.33||IW

ベイズ統計の理論と方法 渡辺澄夫著 417||WA

アジアン・タイポグラフィ&ロゴnext : マルチリンガルなデザインアイデ
ア

ヴィクショナリー編 727.8||VI

超高速グラフ列挙アルゴリズム : 「フカシギの数え方」が拓く, 組合せ問
題への新アプローチ

湊真一編/ERATO湊
離散構造処理系プロ
ジェクト著

007.64||ER

科学技術計算のためのPython : 確率・統計・機械学習
José Unpingco著/石
井一夫, 加藤公一, 小
川史恵訳

418.1||UN
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Pythonではじめる機械学習 : scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと
機械学習の基礎

アンドレアス・C・
ミュラー, サラ・グ
イド著/中田秀基訳

007.13||MU

ITエンジニアのための機械学習理論入門 中井悦司著 007.1||NA

ImageJではじめる生物画像解析
三浦耕太, 塚田祐基
編著

460.7||MI

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, 杉山将著 548.13||HA

TensorFlow機械学習クックブック : Pythonベースの活用レシピ60+

(Impress top gear)

Nick McClure著/ク
イープ訳

007.13||MC

最強囲碁AIアルファ碁解体新書 : 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

大槻知史著 007.13||OH

アンサンブル法による機械学習 : 基礎とアルゴリズム
Zhi-Hua Zhou著/宮岡
悦良, 下川朝有訳

007.13||ZH

正規表現技術入門 : 最新エンジン実装と理論的背景 (Web+DB Pressプラ
スシリーズ)

新屋良磨, 鈴木勇介,

高田謙著
007.64||SH

On Lisp : advanced techniques for common Lisp
Paul Graham著/野田
開訳

007.64||GR

ベイズ統計モデリング : R, JAGS, Stanによるチュートリアル
John K.Kruschke著/

前田和寛 [ほか] 訳
417||KR

Juliaデータサイエンス : Juliaを使って自分でゼロから作るデータサイエン
ス世界の探索

Anshul Joshi著/石井
一夫[ほか]訳

007.64||JO

ゲーデルは何を証明したか : 数学から超数学へ
E.ナーゲル, J.R.

ニューマン著/林一訳
410.96||NA

Rhinoceros×Python : コンピュテーショナル・デザイン入門 三井和男著 501.83||MI

フラットランド : たくさんの次元のものがたり (講談社選書メチエ:650)

エドウィン・アボッ
ト・アボット著/竹内
薫訳/アイドゥン・ブ
ユクタシ写真

414||AB

ベイズ推論による機械学習入門 (MLS機械学習スタートアップシリーズ) 須山敦志著 007.13||SU

Fluent Python : Pythonicな思考とコーディング手法
Luciano Ramalho著/

梶原玲子訳
007.64||RA

スピントロニクスの基礎と材料・応用技術の最前線 普及版 (CMCテクニ
カルライブラリー:549. エレクトロニクスシリーズ)

高梨弘毅監修 549||TA

Spin current : pbk (Series on semiconductor science and technology:17)

(Oxford science publications)

edited by Sadamichi

Maekawa ... [et al.]
549||MA

鉄筋コンクリートX形配筋部材設計施工指針・同解説 日本建築学会編集 524.7||NI

The field guide to typography : typefaces in the urban landscape Peter Dawson 727.8||DA

プリンシプルオブプログラミング : 3年目までに身につけたい一生役立つ
101の原理原則

上田勲著 007.64||UE

NHK漢字表記辞典
NHK放送文化研究所
編

816.07||NI
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詳細!Swift 4 iPhoneアプリ開発入門ノート : Swift 4+Xcode 9対応 大重美幸著 694.6||OH

Silicon photonics (Topics in applied physics:v. 94) (Physics and

astronomy online library)

Lorenzo Pavesi,

David J. Lockwood

(eds.)

501.2||TO||94

最新MATLABハンドブック 第6版 小林一行著 410||KO

昆虫飛翔のメカニズムと進化
アンドレイ K.ブロド
スキイ著/小山重郎,

小山晴子訳
486.1||BR

ベイズ統計で実践モデリング : 認知モデルのトレーニング
M.D. リー, E.-J. ワー
ゲンメイカーズ著/井
関龍太訳

417||LE

日本建築の形 1 齋藤裕著・写真 521||SA||1

日本建築の形 2 齋藤裕著・写真 521||SA||2

なぜ臨床医なのに研究するのか? 佐藤雅昭著 490.7||SA

Graphic design theory : グラフィックデザイナーたちの「理論」
ヘレン・アームスト
ロング編著/小川浩一
訳

727||AR
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