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１．24 時間いつでも読める

２．図書館まで行かなくていい

３．本を持ち運ぶ必要がない

４．返却期限や本の紛失の心配がいらない

同時に閲覧できる人数に上限がありま

す。そのため、「同時アクセス数に達

しました」と表示される場合は、時間

をおいてからアクセスしてください。

読みたい資料のタイトルをクリックすると、ログイン画面が出てくるので、シス
テム利用IDとパスワードを入力してログインしましょう。 資料の詳細画面を開
いたら、以下のようなボタンをクリックして、電子ブックを読むことができます。

【注意!】リストの★マークのタイトルはInternet Explorer（IE)では本文が表示でき
ません。 IEを使っている場合は、URLを他のブラウザに貼り付けて閲覧してください。

閲覧

✔電子ブックとは？

✔ AIとは？

今回は、今世界が注目している
「AI」について、いつでもどこでも
学んだり触れることができるように、
AIに関する「電子ブック」を集めて
みたよ。 中身はこんな感じ！

挨（アイ）拶…２p
電子ブックの読み方…２p
AI電子ブック50選…３-５p
もっと電子ブックを読みたい場合… ５p
学外アクセスについて…６p
AI特集コーナーの紹介…７p

Artificial Intelligence （人工知能）の

略称です。関西学院大学では、「AI

活用人材育成プログラム」を開講し

ています。詳しくはこちらから↓

https://www2.kwansei.ac.jp/ai/

図書をデジタル化してWeb上で読む

ことができるようにしたものです。

「E-Book」「電子書籍」とも呼ばれ

ます。和書・洋書に関わらず、多数

のコンテンツが読めます。
（アイ）

ブック内には、ぼくが考えた愛嬌たっぷりの
「AIダジャレ」がたくさん隠れているよ！

https://www2.kwansei.ac.jp/ai/


■ AI社会の歩き方 ―人工知能とどう付き合うか―

★ AIのキホン 人工知能のしくみと活用

■ 浅田稔のAI研究道 人工知能はココロを持てるか

■ 賀茂川コミュニケーション塾 ―ビブリオバトルから人工知能まで―

★ 感性情報学 ―オノマトペから人工知能まで―

★ 情報社会の「哲学」

■ 人工知能と経済

■ 人工知能

■ 強いAI・弱いAI

★ 相対化する知性 人工知能が世界の見方をどう変えるのか

★ ディスカッションを科学する 人間と人工知能の共生

■ 移民とAIは日本を変えるか

★ はじめてのAI

■ ロボット法

■ 人間?機械? ―睡眠・ヒト型ロボット・無人操縦―

■ ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間―

★ ＡＩ ｖｓ． 教科書が読めない子どもたち

■ AI・ロボットの法律実務Q&A

■ AI時代の「自律性」 ―未来の礎となる概念を再構築する―

■ ICT未来予想図 ―自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて―

★ マルチエージェントによる自律ソフトウェア設計・開発

■ シンギュラリティ : 限界突破を目指した最先端研究 = Singularity

★ 信頼を考える
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製品開発で、マーケティングで、芸術で、医療で…

日常生活に潜む「感性」とAIとの楽しい関係！

Click!
あ読み方を再確認👆

★マークのタイトルはInternet Explorer 
では本文が表示できません。URLを他の
ブラウザに貼り付けて閲覧してください。

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074396;jsessionid=A3F93BBE74CAD3BC992529FD3D9F1979?0
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032759
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000096549?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000095734?5
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00026136
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009706
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084551?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000055944;jsessionid=ED135765C6F9079390A15CF8F80B459F?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000049020?8
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030969
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00016130
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000078487?10
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00034314
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084553?13
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000047693?1
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000078937?2
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00011460
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074334
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085324
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041360
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kwansei/bookdetail/p/KP00026079
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1404090&lang=ja&site=ehost-live
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022638
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★ 新人工知能の基礎知識

■ 人工知能とは

★ 文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要

★ 医師・医学生のための人工知能入門

★ 基礎から学ぶ人工知能の教科書

★ プログラミングなしではじめる人工知能

■ はじめての人工知能 ―Excelで体験しながら学ぶAI―増補改訂版

★ 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

■ ベイズの誓い ―ベイズ統計学はAIの夢を見る―

■ サイバーセキュリティ入門 ―図解×Q&A―

■ 人工知能学事典

★ 人工知能学大事典

★ AI事典 第3版

★ 自動人形の城

AIって意外と簡単？
文系のための入門書

医師でなくても文系学生でも読むと面白い！

できるだけ数式を使わない
やさしいAI入門書！

勉強ぎらいでわがままな11歳の王子。彼の浅はかな言動がきっかけで、
邪悪な魔術師により城中の人間が人形に置き換えられてしまい…。
「人工知能」と「人間の言葉」をテーマとした新たな世界を描く物語！

Click!
あ読み方を再確認👆

https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00012220
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1261731&lang=ja&site=ehost-live
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027748
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032818
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031488
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032970
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084279?9
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032769
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000068474?11
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067734;jsessionid=1D8748F845E1FAD74A519E89E4F91AAB
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=401212&lang=ja&site=ehost-live
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00028121
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kwansei/bookdetail/p/KP00025606
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009991
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★ 現場で使える！Python深層学習入門 Pythonの基本から深層学習の実践手法まで

★ 現場で使える！Python機械学習入門 機械学習アルゴリズムの理論と実践

■ 現場で使える！Watson開発入門 Watson API、Watson StudioによるAI開発手法

■ 現場で使える！NumPyデータ処理入門 機械学習・データサイエンスで役立つ高速処理手法

★ 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

■ Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書

★ Pythonで動かして学ぶ！あたらしい機械学習の教科書

■ IoT時代のアライアンス戦略

★ 人工知能原理

★ ディープラーニング構築テンプレート AIプロジェクトの必須事項と技術的指針

★ プログラムで愉しむ数理パズル 未解決の難問やAIの課題に挑戦

★ 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

■ 人工生命と進化システム

もっと読みたい！キーワードから電子ブックを探す場合は？

大学図書館Webサイトトップページより、「学外アクセス」を行う。

サービス選択画面で「電子ブック」をクリックする。

「電子ブックを探す」の「タイトル」欄にキーワードを入力するなどして検索する。

読みたい資料をクリックし、「本文を見る」の下にある をクリックする。

資料詳細の画面で、 などのボタンをクリックする。閲覧

GO

（アイ）

Click!
あ読み方を再確認👆

https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00034531
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027084
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084285;jsessionid=2F9F1DF6C1120D34DBB6888CAA648B13?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084284?1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022304
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000058368?2
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024912
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044722?2
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00026096
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032772
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00018889
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00015048
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=217053
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大学図書館Webサイトトップページの「学外アクセス」をクリック

注意事項を読み、「学外アクセス機能を利用する」をクリック

関西学院システム利用ID・パスワードを入力してログイン

※学外アクセス機能は
30分間セッションの
更新がない場合は、
切断されます

https://library.kwansei.ac.jp/


大学図書館では、西宮上ケ原、

西宮聖和、神戸三田の3キャン

パスで特集「AI」を実施してい

ます！ 巳波弘佳副学長（工学部

教授）をはじめとする「AI活用人

材育成プログラム」に携わる先生

方や、図書館員が、AIに関する

本を厳選しました。小説から専門

書まで、多種多様なラインナップ

となっていますので、ぜひ気になる本を手に取ってみて下さい。

https://library.kwansei.ac.jp/events/all/000285

今回特別に、「AI活用

人材育成プログラム」

の紹介動画も再生中！

PICK UP「巳波先生

にききました！AI時代

の情報検索と図書館」

もチェックして下さい！
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https://www2.kwansei.ac.jp/ai/
https://library.kwansei.ac.jp/events/all/000285
https://library.kwansei.ac.jp/cms_assets/miwasenseiAI.pdf
https://library.kwansei.ac.jp/pickup/000288
https://library.kwansei.ac.jp/pickup/000288
https://library.kwansei.ac.jp/pickup/000288
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関西学院大学図書館

https://library.kwansei.ac.jp/

https://library.kwansei.ac.jp/

