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　LinuxとUNIXは，Webサービス，クラウド

サービス，企業内LANなど世間のさまざま

なITシステムの基盤として使われています。

そのため，普段の業務で使っているITエンジ

ニアの方も多いでしょう。

　Linux/UNIXは今でもCLI（Command 

L i n e I n t e r f a c e）が 主 流 で す。G U I

（Graphical User Interface）のような直観

的な操作はできませんが，文字だけでコン

ピュータを扱えるため，大量データの一括処

理や，手作業でやっていた操作の自動化に長

けています。

　そのCLIを実現しているのがシェルと呼ば

れるソフトウェアです。シェルは，人が画面に

入力したコマンドを受けとって，OSが理解で

きる命令に変換してOSに処理を依頼する役

割を担います。コマンドは1つだけでも使えま

すが，複数個組み合わせて自分のやりたい処

理を実現することもできます。これがシェル

プログラミングです。

　Linux/UNIXであれば，シェルは初めから

導入されているので，すぐに使えます。「端末

（ターミナル）」と呼ばれるソフトウェアを起

動したら，その画面に直接コマンドやプログ

ラムを書けます。書いたプログラムはEnter

キーを押した瞬間に実行され，すぐに結果が

画面に現れます。コンパイルもデプロイも必

要ありません。文字の一括置換のような単

純な処理から科学計算のような複雑な処理

まで，すぐにプログラムを書いてすぐに実行

できるのがCLIの強みです。

　CLIやシェルプログラミングは，「サーバ管

理者やネットワークエンジニアが使うもの」

と思われがちですが，Linux/UNIXの一般

ユーザやプログラマにも有用です。

　コマンドやシェルは，テキストデータを1行

ずつ処理することを得意としており，文章の

検索や校正にも使えます。HTML形式や

JSON形式で書かれたテキストファイルの

パースや加工にも適しています。

　また，コマンドにはTCP/IPやHTTPなど

の通信機能を持ったものもあります。それら

を使えば，Webサイトの情報のダウンロード

や，Web APIの利用も可能です。

　プログラマの方ならシェルプログラミング

の習得は難しくありません。簡単な処理を本

格的なプログラミング言語で書くまでもなく

シェルで済ませられれば，作業の効率も格段

にアップします。CLIから直接プログラムを書

いて即実行するという，新たなプログラミン

グの境地も開けることでしょう。

　シェルやコマンドの本は世に多数あれど，

いずれもコマンドの機能やシェルプログラミ

ングの文法を説明するものばかりです。

　本書はそういった説明もしますが，何より

もコマンドの組み合わせ方のノウハウを解説

します。テキストデータの加工／集計，ファイ

ルのバックアップ，処理の自動化，名簿の管理

など具体的なケースごとに，「どのコマンドを

どのように組み合わせれば良いか」の例をた

くさん示します。プログラムコードと実行結

果を読み解いていけば，だんだんとコマンド

の組み合わせ方がわかってきます。

　本当にLinux/UNIXを使いこなせるように

なりたいなら，ぜひ本書でシェルプログラミ

ングをマスターしましょう。
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そもそも情報処理試験とは？

　情報処理試験は，正式には「情報処理技
術者試験」といい，ITエンジニアを対象とす
る資格試験です。現在は，IT入門者向けから
専門技術者を対象とする試験まで，12の資
格試験（試験区分と呼ばれる）が実施され
ています(下図参照）。
　これらの試験は「情報処理の促進に関す
る法律」に基づいて実施され，合格者は該当
する区分のITスキルに関して国（担当省庁は
経済産業省）がレベルを認定する「国家資
格の保持者」になります。

国内最大規模のIT系資格試験
　ソフトウェアメーカやハードウェアメーカ
が行うベンダ試験とは異なり，情報処理試
験では，特定のソフトやハードに偏らない内
容が問われます。
　そもそも，国が実施する試験ですから，特
定メーカへの肩入れは不可という前提条件
もあります。バージョンアップなどのメーカ
の都合に左右されず，ある程度一般化した
技術から出題されることが，公的資格として
の特徴でもあるのです。
　試験は4月と10月の年2回（高度区分は
年1回）行われており，昨年度1年間の出願
者は全試験区分合計で約46万人でした。今
年春の大学入試センター試験の出願者数が
約56万人ですから，かなり大規模なIT系資
格試験だということがわかります。

情報処理試験の移り変わり

　情報処理試験は，昭和44年（1969年）
から実施されており，今年で47年目，累計
合格者は223万人に上ります。試験制度は
現在までに，平成6年・13年・21年の3回，

大きな改訂が行われました。
　元々，平成6年（1994年）の初回改訂以
前の試験区分は「第二種・第一種・特種・オ
ンライン・情報システム監査」の5つのみ。
　その後，IT技術の進展と普及に伴い，シス
テム開発の現場は分業化が進み，より高度
で専門的なスキルが必要とされるように
なったため，初回改訂時に「プロジェクトマ
ネージャ試験」や「データベーススペシャリ
スト試験」などが新設され，一気に11区分
に増えました。

ユーザ向け資格の新設
　3回の改訂の中でも特徴的なのは，初回改
訂時にエンジニア側ではなく，ユーザ向け資
格として「システムアドミニストレータ（シ
スアド）試験」が新設されたことです。
　この背景には，情報システムがカバーする
業務領域が拡大し，専門オペレータから一
般業務担当者へとユーザ層が広がるにつ
れ，システムへのクレームやトラブルが多発
したことがあります。
　ユーザの意図を開発エンジニア側に的確
に伝えるユーザ側窓口となる人材の必要性
が強く認識されたのです。
　創設2年後には，入門ユーザ向けの「初級
シスアド」と，主導的立場のユーザ向けの
「上級シスアド」の2区分に分けられてお
り，当時の期待度の高さがうかがえます。
　しかし，実際の上級シスアド受験者の多く
は顧客対応を行うエンジニアでした。また，
ユーザ側入門資格のはずの初級シスアドで
は，学生や若手社会人の合格率が低迷する
（20％台）など，取得希望者のニーズと定
義された試験区分の意味合いにズレが生じ
ていました。
　企業内の認知度も今ひとつで，両区分と
も受験者の減少により，平成21年（2009
年）の第3回目の制度改訂時に廃止されてい
ます。

レジェンド資格の改訂？
　「第二種情報処理技術者試験」や「第一
種情報処理技術者試験」の合格証書をお持
ちの方もいるでしょう。この2つの基礎区分
は，情報処理試験の創設時から実施されて
おり，IT業界では認知度の高い資格でした。
　エンジニアの入門資格とされた「第二種」
ですが，平成13年（2001年）の2回目の試
験制度改訂時に「基本情報技術者試験」と
いう区分に変更されました。同時に，第二種
のステップアップ資格である「第一種」は
「応用情報技術者試験」になっています。
　ただし，両区分とも，対象受験者や出題内
容は旧区分との違いもあまりなく，制度改革
アピールのための名称変更？とも思える改
訂でした。

セキュリティ関連資格の新設
　不正アクセスによる情報流出事件などの
続発を受けて，セキュリティ対策強化を行う
人材の育成のため，平成13年（2001年）
の2回目の改訂時に，まずユーザ側資格とし
て「情報セキュリティアドミニストレータ試
験」が新設されました。
　さらに平成18年（2006年）にはエンジ
ニア側資格として「テクニカルエンジニア
（情報セキュリティ）試験」が追加され，こ
の時点で試験区分は14区分にまで増えまし
た（両試験は平成21年の3回目の改訂時に
「情報セキュリティスペシャリスト試験」に
統合）。

現在の情報処理試験

　現在の試験は，平成21年（2009年）に
行われた3回目の改訂に基づいて実施され
ています。

隣接する試験区分の統合
　第3回目の改訂では，隣接する内容を含む
試験区分が統合され，12区分に整理されま
した。情報処理試験の応募者数は，平成14
年度（約80万人）を境に減少傾向にあるた
め，より大きな括りで試験区分を分け直した
ということでしょう。
　入門資格である基本情報技術者試験の減
少が著しいところをみると，IT業界への志願
者が減ったことが原因だと考えることもで
きます。実際，学生向け就活サイトのマイナ
ビ（http://job.mynavi.jp/）の調査では，
「情報処理関連企業にエントリーした」と答
えた就活生の割合は，2004年卒40.3%→
2015年卒23%と落ち込んでいます。
　ただし，今春の基本情報技術者試験の応
募者は微増しています。就職・転職が厳しい
状況が続く中で，IT系資格の価値の再認識
が起こりつつあるのかもしれません。
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ITパスポート　随時

ITパスポート試験の新設と
CBTの導入
　「ITパスポート試験（略称：iパス）」
は，“職業人として必要なITスキル＋業務
スキル”を身につけている証明（＝パス
ポート）という意味を持つ試験名称です。
対象者はユーザ側／エンジニア側を問わ
ず，IT系の入門資格という位置づけになっ
ています。
　情報処理試験としては，初めてCBT試験
が採用され，試験会場には受験者一人に一
台のPCが用意されます。受験者はPCに表
示された問題を読み，回答もPCを操作す
ることで行います（ただし，四肢選択問題
の回答をマウスのクリック操作で指定する
のみで，実践的なソフトの操作は行わな
い）。

 iパスで導入された新たな取組み
　iパスでは，さまざまな方法で受験者の
負担軽減が図られています。
　例えば，他区分では基礎力を問う午前試
験と，実践力を試される午後試験の両試験
での合格が必要です。これに対して，iパス
は1回の試験のみ（100問/165分）で合
否が判定されます。
　また，各地の受験会場で随時試験が実施
されており，会場に空きがあれば，都合に
合わせて受験日をネットから予約できます
（他区分は，年1回または年2回のみ）。
　さらに，合否判定は試験終了時に即採点
が行われ，画面に表示されるため，受験者
はその場で確認できます（他区分の合格発
表は受験の1～2か月後）。
　現段階では，これらの仕組みが採用され
ているのはiパスのみです。しかし，受験者
数維持への取組みとして，他の試験区分で
も順次採用されることが予想されます。

どんな問題が出題されているのか？

　ここまで，情報処理試験の変遷を駆け足
で紹介してきました。最後に，現在の12試
験区分のうち，一番受験者が多い基本情報
技術者試験の午前試験を例に，特徴的な問
題を紹介します。

▶以前に比べると，ある技術が世に出てか
ら，試験問題に出現するまでのタイムラ
グは，かなり短くなりつつあります（問
題例1）。

▶情報セキュリティ対策の重要度の高まり
により，昨年からセキュリティ関連問題が
8問→10問に増えました。ソフトウェア
開発や業務知識なども出題範囲に含まれ
る全80問中での2問増加であるため，出
題割合の高さが際立ちます（問題例2）。

▶労働者派遣法の改正が国会で審議され
ていますが，システム開発では派遣や請
負などの形態を取る場合が多いため，労
働・取引関連の法規の問題が頻出してい
ます（問題例3）。

　以前は「古い技術や知識に基づく問題が
多く，現場で必要なスキルと隔たりがあ
る」という意見も聞かれました。しかし，
最近は基礎となる古典的知識を踏まえ，新
しい技術とのバランスを取った問題構成に
変化してきています。さらに，これらの問
題は，「現役エンジニアとして不可欠な知
識」の基準を示す役割も担っています。
　近年の試験問題は，試験を主催している
情報処理技術者試験センターのサイトです
べて公開されています。受験を目指す人だ
けでなく，現役エンジニアの方も，自己
チェックという意味で，ぜひ一度試験問題
を眺めてみてください。

情報処理試験の詳細・受験申込

　情報処理技術者試験センター
http://www.jitec.ipa.go.jp/

問題例1　携帯電話端末の機能の一つであ
るテザリングの説明として，適切なものは
どれか。

ア　携帯電話端末に，異なる通信事業者の
SIMカードを挿して使用すること

イ　携帯電話端末をモデム又はアクセス
ポイントのように用いて，PC，ゲーム
機などから，インターネットなどを利
用したデータ通信をすること

ウ　契約している通信事業者のサービスエ
リア外でも，他の事業者のサービスに
よって携帯電話端末を使用すること

エ　通信事業者に申し込むことによって，
青少年に有害なサイトなどを携帯電
話端末に表示しないようにすること

解答：イ
（2014年春 問74）

問題例2　会社や団体が，自組織の従業員
に貸与するスマートフォンに対して，セ
キュリティポリシに従った一元的な設定を
したり，業務アプリケーションを配信した
りして，スマートフォンの利用状況などを
一元管理する仕組みはどれか。

ア　BYOD        イ　ECM
ウ　LTE         　エ　MDM

解答：エ
（2014年春 問40）

問題例3　準委任契約の説明はどれか。

ア　成果物の対価として報酬を得る契約
イ　成果物を完成させる義務を負う契約
ウ　善管注意義務を負って作業を受託す

る契約
エ　発注者の指揮命令下で作業を行う契

約

解答：ウ
（2014年秋 問80）

イエローテールコンピュータ（株）

原山 麻美子
専門学校での指導経験もあり，読み
手の立場で考える「わかりやすさ」
を本作りのテーマとしている。情報
処理試験対策用の書籍や，パソコン
・カメラ関連ムック等の企画・執筆
など，IT全般の出版に関わる。

春試験：

　4月第3日曜日

秋試験：

　10月第3日曜日
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ネージャ試験」や「データベーススペシャリ
スト試験」などが新設され，一気に11区分
に増えました。

ユーザ向け資格の新設
　3回の改訂の中でも特徴的なのは，初回改
訂時にエンジニア側ではなく，ユーザ向け資
格として「システムアドミニストレータ（シ
スアド）試験」が新設されたことです。
　この背景には，情報システムがカバーする
業務領域が拡大し，専門オペレータから一
般業務担当者へとユーザ層が広がるにつ
れ，システムへのクレームやトラブルが多発
したことがあります。
　ユーザの意図を開発エンジニア側に的確
に伝えるユーザ側窓口となる人材の必要性
が強く認識されたのです。
　創設2年後には，入門ユーザ向けの「初級
シスアド」と，主導的立場のユーザ向けの
「上級シスアド」の2区分に分けられてお
り，当時の期待度の高さがうかがえます。
　しかし，実際の上級シスアド受験者の多く
は顧客対応を行うエンジニアでした。また，
ユーザ側入門資格のはずの初級シスアドで
は，学生や若手社会人の合格率が低迷する
（20％台）など，取得希望者のニーズと定
義された試験区分の意味合いにズレが生じ
ていました。
　企業内の認知度も今ひとつで，両区分と
も受験者の減少により，平成21年（2009
年）の第3回目の制度改訂時に廃止されてい
ます。

レジェンド資格の改訂？
　「第二種情報処理技術者試験」や「第一
種情報処理技術者試験」の合格証書をお持
ちの方もいるでしょう。この2つの基礎区分
は，情報処理試験の創設時から実施されて
おり，IT業界では認知度の高い資格でした。
　エンジニアの入門資格とされた「第二種」
ですが，平成13年（2001年）の2回目の試
験制度改訂時に「基本情報技術者試験」と
いう区分に変更されました。同時に，第二種
のステップアップ資格である「第一種」は
「応用情報技術者試験」になっています。
　ただし，両区分とも，対象受験者や出題内
容は旧区分との違いもあまりなく，制度改革
アピールのための名称変更？とも思える改
訂でした。

セキュリティ関連資格の新設
　不正アクセスによる情報流出事件などの
続発を受けて，セキュリティ対策強化を行う
人材の育成のため，平成13年（2001年）
の2回目の改訂時に，まずユーザ側資格とし
て「情報セキュリティアドミニストレータ試
験」が新設されました。
　さらに平成18年（2006年）にはエンジ
ニア側資格として「テクニカルエンジニア
（情報セキュリティ）試験」が追加され，こ
の時点で試験区分は14区分にまで増えまし
た（両試験は平成21年の3回目の改訂時に
「情報セキュリティスペシャリスト試験」に
統合）。

現在の情報処理試験

　現在の試験は，平成21年（2009年）に
行われた3回目の改訂に基づいて実施され
ています。

隣接する試験区分の統合
　第3回目の改訂では，隣接する内容を含む
試験区分が統合され，12区分に整理されま
した。情報処理試験の応募者数は，平成14
年度（約80万人）を境に減少傾向にあるた
め，より大きな括りで試験区分を分け直した
ということでしょう。
　入門資格である基本情報技術者試験の減
少が著しいところをみると，IT業界への志願
者が減ったことが原因だと考えることもで
きます。実際，学生向け就活サイトのマイナ
ビ（http://job.mynavi.jp/）の調査では，
「情報処理関連企業にエントリーした」と答
えた就活生の割合は，2004年卒40.3%→
2015年卒23%と落ち込んでいます。
　ただし，今春の基本情報技術者試験の応
募者は微増しています。就職・転職が厳しい
状況が続く中で，IT系資格の価値の再認識
が起こりつつあるのかもしれません。

平成27年度 
77テーマで要点整理

ITパスポートの
よくわかる教科書 
CBT対応
福嶋宏訓　著
イエローテールコンピュータ 原山麻美子　編著
B5判・200頁
定価（本体価格1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-6940-8

著者寄稿
シリーズ
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ITパスポート　随時

ITパスポート試験の新設と
CBTの導入
　「ITパスポート試験（略称：iパス）」
は，“職業人として必要なITスキル＋業務
スキル”を身につけている証明（＝パス
ポート）という意味を持つ試験名称です。
対象者はユーザ側／エンジニア側を問わ
ず，IT系の入門資格という位置づけになっ
ています。
　情報処理試験としては，初めてCBT試験
が採用され，試験会場には受験者一人に一
台のPCが用意されます。受験者はPCに表
示された問題を読み，回答もPCを操作す
ることで行います（ただし，四肢選択問題
の回答をマウスのクリック操作で指定する
のみで，実践的なソフトの操作は行わな
い）。

 iパスで導入された新たな取組み
　iパスでは，さまざまな方法で受験者の
負担軽減が図られています。
　例えば，他区分では基礎力を問う午前試
験と，実践力を試される午後試験の両試験
での合格が必要です。これに対して，iパス
は1回の試験のみ（100問/165分）で合
否が判定されます。
　また，各地の受験会場で随時試験が実施
されており，会場に空きがあれば，都合に
合わせて受験日をネットから予約できます
（他区分は，年1回または年2回のみ）。
　さらに，合否判定は試験終了時に即採点
が行われ，画面に表示されるため，受験者
はその場で確認できます（他区分の合格発
表は受験の1～2か月後）。
　現段階では，これらの仕組みが採用され
ているのはiパスのみです。しかし，受験者
数維持への取組みとして，他の試験区分で
も順次採用されることが予想されます。

どんな問題が出題されているのか？

　ここまで，情報処理試験の変遷を駆け足
で紹介してきました。最後に，現在の12試
験区分のうち，一番受験者が多い基本情報
技術者試験の午前試験を例に，特徴的な問
題を紹介します。

▶以前に比べると，ある技術が世に出てか
ら，試験問題に出現するまでのタイムラ
グは，かなり短くなりつつあります（問
題例1）。

▶情報セキュリティ対策の重要度の高まり
により，昨年からセキュリティ関連問題が
8問→10問に増えました。ソフトウェア
開発や業務知識なども出題範囲に含まれ
る全80問中での2問増加であるため，出
題割合の高さが際立ちます（問題例2）。

▶労働者派遣法の改正が国会で審議され
ていますが，システム開発では派遣や請
負などの形態を取る場合が多いため，労
働・取引関連の法規の問題が頻出してい
ます（問題例3）。

　以前は「古い技術や知識に基づく問題が
多く，現場で必要なスキルと隔たりがあ
る」という意見も聞かれました。しかし，
最近は基礎となる古典的知識を踏まえ，新
しい技術とのバランスを取った問題構成に
変化してきています。さらに，これらの問
題は，「現役エンジニアとして不可欠な知
識」の基準を示す役割も担っています。
　近年の試験問題は，試験を主催している
情報処理技術者試験センターのサイトです
べて公開されています。受験を目指す人だ
けでなく，現役エンジニアの方も，自己
チェックという意味で，ぜひ一度試験問題
を眺めてみてください。

情報処理試験の詳細・受験申込

　情報処理技術者試験センター
http://www.jitec.ipa.go.jp/

問題例1　携帯電話端末の機能の一つであ
るテザリングの説明として，適切なものは
どれか。

ア　携帯電話端末に，異なる通信事業者の
SIMカードを挿して使用すること

イ　携帯電話端末をモデム又はアクセス
ポイントのように用いて，PC，ゲーム
機などから，インターネットなどを利
用したデータ通信をすること

ウ　契約している通信事業者のサービスエ
リア外でも，他の事業者のサービスに
よって携帯電話端末を使用すること

エ　通信事業者に申し込むことによって，
青少年に有害なサイトなどを携帯電
話端末に表示しないようにすること

解答：イ
（2014年春 問74）

問題例2　会社や団体が，自組織の従業員
に貸与するスマートフォンに対して，セ
キュリティポリシに従った一元的な設定を
したり，業務アプリケーションを配信した
りして，スマートフォンの利用状況などを
一元管理する仕組みはどれか。

ア　BYOD        イ　ECM
ウ　LTE         　エ　MDM

解答：エ
（2014年春 問40）

問題例3　準委任契約の説明はどれか。

ア　成果物の対価として報酬を得る契約
イ　成果物を完成させる義務を負う契約
ウ　善管注意義務を負って作業を受託す

る契約
エ　発注者の指揮命令下で作業を行う契

約

解答：ウ
（2014年秋 問80）

イエローテールコンピュータ（株）

原山 麻美子
専門学校での指導経験もあり，読み
手の立場で考える「わかりやすさ」
を本作りのテーマとしている。情報
処理試験対策用の書籍や，パソコン
・カメラ関連ムック等の企画・執筆
など，IT全般の出版に関わる。

春試験：

　4月第3日曜日

秋試験：

　10月第3日曜日
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　コンピュータやインターネットの世界
では，普段見慣れない文字や記号の並び
があれこれ出てきて，これは一体何だろ
うと頭を抱えることも，しばしば。本記
事では，そんな謎の代表格（！）正規表現
（Regular Expression）について取り
上げます。
（本文：新屋良磨，『正規表現技術入門』

（技術評論社，2015）著者）

たまに目にする
謎の呪文
　みなさんは，図1のような「呪文のよう
な何か」が，インターネットの世界では役
に立っていることをご存知でしょうか？
　この呪文は次のような文字列に関係し
ます。

・gihyo01taro@docomo.ne.jp
・ryoma@i.softbank.jp
・book_shinkan@gihyo.co.jp

　これらは，わたしたちが普段からよく
使っているメールアドレスですね。
　ところで，これらの「メールアドレスと
して使える文字列」（→「メールアドレス
のパターン」と言います）をちゃんと説明
することってできるのでしょうか？ たと
えば，NTTドコモの「メールアドレス変
更」（https://www.nttdocomo.co.jp
/info/spam_mail/measure/change
_add/）のページでは次のような文章で
説明しています。

　わかりやすい説明ですね。ただ，こう
いった説明は人間にはわかりやすいので
すが，コンピュータに理解させるために
は「工夫」が必要となります。
　どのような工夫をするかと言うと，先
ほどの図1で示した呪文のような文字列
を使います。図1は，メールアドレスのパ
ターンを「コンピュータが理解できる形
で書かれた表現式」というわけです。

プログラミング
と正規表現
　プログラミングの世界では，このよう
な式は正規表現と呼ばれていて，さまざ
まな場面で役に立つ便利な道具として
愛されています。
　何かWebサービスに会員登録をする
時には「あなたのメールアドレスを教え
てください」とメールアドレスを入力する
フォームが用意されていることがほとん
どです。そのような場面で，サービスを提
供している側は「入力されたメールアド
レスが本当に正しいものか？」をコン
ピュータにチェックさせます。
　先ほどの図1の正規表現は，Webの標
準的な枠組み（HTML5）で実際に使わ
れているものです。コンピュータが入力
をチェックして，アドレスが間違っていた
場合は図2のような警告を出してくれま
す。図2では「メールアドレスのはずなの
に@（アットマーク）が含まれいません」
ということを伝えてくれています。メール
アドレスの入力を期待しているのに，
メールアドレスとは違う文字列が入力さ
れると処理に困ります（それだけでは止
まらない問題になる場合もあります）か
ら，サービスに欠かせない機能です。

＊＊＊

　さて，図1のようなメールアドレスを表
す正規表現について，

・どういう規則で（あんな呪文みたいな
ものが）書かれているのか

・なぜコンピュータにとって理解しやす
いのか

などなど気になるところですが，これら
についてお話するには記事スペースが足
りなくなってきました。
　少しだけ補足しておくと，正規表現は
コンピュータとともに発展してきた技術
の一つで，実は長い長い歴史がある分野
です。かと言って難しいことばかりでは
なく，記号/構文の簡単な使い方を覚え
るだけでも，文字列にまつわるさまざま
な問題に応用できます。プログラミング
でなくても，普段のちょっとしたテキスト
ファイルの編集でも効果抜群。気軽に，
正規表現のメタ文字である「*」や「｜」な
ど1つ2つからでもパズル感覚で始める
と楽しめるかもしれません。そして，もし
さらなる興味が湧いたなら...... 歴史をは
じめその深い深い話に触れてみるのは
いかがでしょうか。

コンピュータ/インターネットの
世界で遭遇する。謎の呪文（!?）

正規表現って何だろう？

コンピュータ/インターネットの
世界で遭遇する。謎の呪文（!?）

正規表現って何だろう？

　Linuxはいまや，ITシステムの基盤

OS，そしてスマートフォンOSとして

等，あらゆるコンピュータシステムで用

いられていると言っても過言ではありま

せん。クラウドOSやスマートフォン

OSの基盤としてもLinuxは使われてお

り，その普及はさらなる広がりを見せて

います。Linuxといっても実際にはさま

ざまな「ディストリビューション」と呼

ばれる頒布用パッケージがありますが，

その中でも，Red Hat Enterprise Linux

の完全互換を目指した，無償で利用でき

るディストリビューションがCentOSで

す。業務などで現在よく使われている

バージョンの6系のほか，2014年7月に

はメジャー バ ージョンアップとして

CentOS 7が公開されました。今後次第

に7系の稼働する場面が増えていく見込

みです。

　このようなCentOSについて，その

しくみや使い方の基本を理解しておくこ

とはすなわち，Linuxの基礎知識を押さ

えることができるということになりま

す。

　ソフトウェアエンジニアとして開発を

行う，あるいはサーバ管理などの運用を

行ううえで，Linux OSの知識は欠かせ

ません。OSそのものの理解を礎にし

て，さまざまな用途に自由に使うスキル

を持つこと，そして必要なソフトウェア

をインストール，設定して，必要な業務

に利用すること。こうしたことができる

ようになるためには，Linuxについてそ

のしくみや使い方の基本を理解したうえ

で，実際に手を動かしながら何度も試し

ていくことが重要です。では，どうした

らそうした実践的な知識を身につけるこ

とができるでしょうか。

　体系的にLinuxを学ぶ手段としては，

LPIC（Linux技術者認定試験）を受験

してみるのも一つの方法です。Linuxの

知識を体系的に学習する手段としてはお

すすめです。

　恵まれた環境であれば，新人エンジニ

アとして採用されたあと，こうしたスキ

ルを養うための研修を受けることができ

るかもしれません。ただ実際にそうした

研修が用意されている企業は実際のとこ

ろ，それほど多くはないかもしれませ

ん。

　「15時間でわかるCentOS」は，こ

うした技術スキルを習得したい方にもぜ

ひおすすめの1冊です。本書著者がCTO

を務める株式会社ハートビーツは，サー

バ監視・管理などを行うMSP（Mana

gement Services Provider）として

数多くの実績を誇る企業で，インフラエ

ンジニア勉強会hbstudyを主催してい

ることでエンジニアからもよく知られて

います。著者のLinux，そしてCentOS

に関する知識はもとより，日々，現場で

培ってきた数々のノウハウも余すことな

く詰め込まれた書籍です。「15時間で

わかる」という簡潔さをベースに，筆者

ならではのノウハウが散りばめられてお

り，本書を読み，そして実際にCentOSに

触りながら学習することで，CentOS

の基礎はもとより，サーバ管理のベース

となる知識を習得することができます。

ITシステムの基盤OS、Linuxの定番ディストリビューション
CentOS最新版の基本とサーバ管理のノウハウを身に付けるには

基礎もサーバ管理のノウハウもこれでばっちり！

「15時間でわかるCentOS」

Linux
ディストリビューションと

CentOS

エンジニアとして，
サーバ管理者としての

第一歩

15時間でわかる

CentOS
集中講座

株式会社ハートビーツ 馬場 俊彰　著
B5変形判・400ページ
定価（2680円＋税）

ISBN 978-4-7741-7244-6 ^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{¦}̃-]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9 -]{0,61}

[a-zA-Z0-9])?(?:¥.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9 -]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)*$

図1　謎の呪文（!？）（メールアドレスのパターン）

図2　HTML5のインプット要素によるメー
ルアドレスのバリデーション（検証）

とど初期設定では，「ランダムな英数字
の組み合わせ@docomo.ne.jp」と
なっています
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正規表現技術入門
̶最新エンジン実装と理論的背景
新屋 良磨，鈴木 勇介，高田 謙　著
A5判・352ページ／定価（3300円＋税）
ISBN 978-4-7741-7270-5

　コンピュータやインターネットの世界
では，普段見慣れない文字や記号の並び
があれこれ出てきて，これは一体何だろ
うと頭を抱えることも，しばしば。本記
事では，そんな謎の代表格（！）正規表現
（Regular Expression）について取り
上げます。
（本文：新屋良磨，『正規表現技術入門』

（技術評論社，2015）著者）

たまに目にする
謎の呪文
　みなさんは，図1のような「呪文のよう
な何か」が，インターネットの世界では役
に立っていることをご存知でしょうか？
　この呪文は次のような文字列に関係し
ます。

・gihyo01taro@docomo.ne.jp
・ryoma@i.softbank.jp
・book_shinkan@gihyo.co.jp

　これらは，わたしたちが普段からよく
使っているメールアドレスですね。
　ところで，これらの「メールアドレスと
して使える文字列」（→「メールアドレス
のパターン」と言います）をちゃんと説明
することってできるのでしょうか？ たと
えば，NTTドコモの「メールアドレス変
更」（https://www.nttdocomo.co.jp
/info/spam_mail/measure/change
_add/）のページでは次のような文章で
説明しています。

　わかりやすい説明ですね。ただ，こう
いった説明は人間にはわかりやすいので
すが，コンピュータに理解させるために
は「工夫」が必要となります。
　どのような工夫をするかと言うと，先
ほどの図1で示した呪文のような文字列
を使います。図1は，メールアドレスのパ
ターンを「コンピュータが理解できる形
で書かれた表現式」というわけです。

プログラミング
と正規表現
　プログラミングの世界では，このよう
な式は正規表現と呼ばれていて，さまざ
まな場面で役に立つ便利な道具として
愛されています。
　何かWebサービスに会員登録をする
時には「あなたのメールアドレスを教え
てください」とメールアドレスを入力する
フォームが用意されていることがほとん
どです。そのような場面で，サービスを提
供している側は「入力されたメールアド
レスが本当に正しいものか？」をコン
ピュータにチェックさせます。
　先ほどの図1の正規表現は，Webの標
準的な枠組み（HTML5）で実際に使わ
れているものです。コンピュータが入力
をチェックして，アドレスが間違っていた
場合は図2のような警告を出してくれま
す。図2では「メールアドレスのはずなの
に@（アットマーク）が含まれいません」
ということを伝えてくれています。メール
アドレスの入力を期待しているのに，
メールアドレスとは違う文字列が入力さ
れると処理に困ります（それだけでは止
まらない問題になる場合もあります）か
ら，サービスに欠かせない機能です。

＊＊＊

　さて，図1のようなメールアドレスを表
す正規表現について，

・どういう規則で（あんな呪文みたいな
ものが）書かれているのか

・なぜコンピュータにとって理解しやす
いのか

などなど気になるところですが，これら
についてお話するには記事スペースが足
りなくなってきました。
　少しだけ補足しておくと，正規表現は
コンピュータとともに発展してきた技術
の一つで，実は長い長い歴史がある分野
です。かと言って難しいことばかりでは
なく，記号/構文の簡単な使い方を覚え
るだけでも，文字列にまつわるさまざま
な問題に応用できます。プログラミング
でなくても，普段のちょっとしたテキスト
ファイルの編集でも効果抜群。気軽に，
正規表現のメタ文字である「*」や「｜」な
ど1つ2つからでもパズル感覚で始める
と楽しめるかもしれません。そして，もし
さらなる興味が湧いたなら...... 歴史をは
じめその深い深い話に触れてみるのは
いかがでしょうか。

コンピュータ/インターネットの
世界で遭遇する。謎の呪文（!?）

正規表現って何だろう？

コンピュータ/インターネットの
世界で遭遇する。謎の呪文（!?）

正規表現って何だろう？

　Linuxはいまや，ITシステムの基盤

OS，そしてスマートフォンOSとして

等，あらゆるコンピュータシステムで用

いられていると言っても過言ではありま

せん。クラウドOSやスマートフォン

OSの基盤としてもLinuxは使われてお

り，その普及はさらなる広がりを見せて

います。Linuxといっても実際にはさま

ざまな「ディストリビューション」と呼

ばれる頒布用パッケージがありますが，

その中でも，Red Hat Enterprise Linux

の完全互換を目指した，無償で利用でき

るディストリビューションがCentOSで

す。業務などで現在よく使われている

バージョンの6系のほか，2014年7月に

はメジャー バ ージョンアップとして

CentOS 7が公開されました。今後次第

に7系の稼働する場面が増えていく見込

みです。

　このようなCentOSについて，その

しくみや使い方の基本を理解しておくこ

とはすなわち，Linuxの基礎知識を押さ

えることができるということになりま

す。

　ソフトウェアエンジニアとして開発を

行う，あるいはサーバ管理などの運用を

行ううえで，Linux OSの知識は欠かせ

ません。OSそのものの理解を礎にし

て，さまざまな用途に自由に使うスキル

を持つこと，そして必要なソフトウェア

をインストール，設定して，必要な業務

に利用すること。こうしたことができる

ようになるためには，Linuxについてそ

のしくみや使い方の基本を理解したうえ

で，実際に手を動かしながら何度も試し

ていくことが重要です。では，どうした

らそうした実践的な知識を身につけるこ

とができるでしょうか。

　体系的にLinuxを学ぶ手段としては，

LPIC（Linux技術者認定試験）を受験

してみるのも一つの方法です。Linuxの

知識を体系的に学習する手段としてはお

すすめです。

　恵まれた環境であれば，新人エンジニ

アとして採用されたあと，こうしたスキ

ルを養うための研修を受けることができ

るかもしれません。ただ実際にそうした

研修が用意されている企業は実際のとこ

ろ，それほど多くはないかもしれませ

ん。

　「15時間でわかるCentOS」は，こ

うした技術スキルを習得したい方にもぜ

ひおすすめの1冊です。本書著者がCTO

を務める株式会社ハートビーツは，サー

バ監視・管理などを行うMSP（Mana

gement Services Provider）として

数多くの実績を誇る企業で，インフラエ

ンジニア勉強会hbstudyを主催してい

ることでエンジニアからもよく知られて

います。著者のLinux，そしてCentOS

に関する知識はもとより，日々，現場で

培ってきた数々のノウハウも余すことな

く詰め込まれた書籍です。「15時間で

わかる」という簡潔さをベースに，筆者

ならではのノウハウが散りばめられてお

り，本書を読み，そして実際にCentOSに

触りながら学習することで，CentOS

の基礎はもとより，サーバ管理のベース

となる知識を習得することができます。

ITシステムの基盤OS、Linuxの定番ディストリビューション
CentOS最新版の基本とサーバ管理のノウハウを身に付けるには

基礎もサーバ管理のノウハウもこれでばっちり！

「15時間でわかるCentOS」

Linux
ディストリビューションと

CentOS

エンジニアとして，
サーバ管理者としての

第一歩

15時間でわかる

CentOS
集中講座

株式会社ハートビーツ 馬場 俊彰　著
B5変形判・400ページ
定価（2680円＋税）
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図1　謎の呪文（!？）（メールアドレスのパターン）

図2　HTML5のインプット要素によるメー
ルアドレスのバリデーション（検証）

とど初期設定では，「ランダムな英数字
の組み合わせ@docomo.ne.jp」と
なっています
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　「アプリビジネス成功への法務戦略」
（GVA法律事務所 著）を執筆した橘 大
地さんにお話をお伺いします。さっそくで
すが，経歴を教えてください。

　わたしは，弁護士としてベンチャー企業
に対して総合的なリーガル（法務）サービ
スを提供しているGVA法律事務所（事務
所所在地：東京都新宿区）に所属するほ
か，株式会社アップランドというアプリ提
供会社の社外監査役として活動していま
す。元々「Amebaブログ」や「アメーバ
ピグ」，最近ではトークライブアプリ
「7gogo」などをリリースしている株式
会社サイバーエージェントの社内弁護士と
して勤務していたこともあり，弁護士とし
てのキャリアははじめからインターネット
関連にどっぷり浸かっています。恐らくこ
のようなキャリアの弁護士は，弁護士の歴
史の中でもまれだと思います。

　現在はどんな仕事をしていますか。 

　現在は，事務所の理念でもある「世界中
の挑戦者を支えるインフラになる」べく，
単身シンガポールに渡り，常駐で同事務所
のシンガポールオフィスで執務していま
す。

海外提携先事務所との会食場所にて

　世界へ進出するアプリを日本ではなく現
地でサポートするわけですね。では，そう
いった世界進出を試みるアプリ制作企業か
らの要望で多いものは何ですか？ 

　最も多いのは，ビジネスモデルが法的に
問題ないかのリーガルチェックの依頼で
す。特に最近では，企業がユーザに何かを
販売するようなモデルではなく，ユーザ同
士での取引の場（プラットフォーム）を提
供するケースが増えてきています。そのた
め，ユーザ間の金銭授受の決済や金融商品

の取扱いといった法規制に留意する必要が
あるビジネスは増加しています。広いくく
りでは，ユーザ間で仕事を発注するクラウ
ドソーシングや，ユーザから資金調達する
クラウドファンディングなどが代表例で
す。今回執筆した書籍では，最新のビジネ
スモデル別に，事例とあわせて留意するべ
き規制や法律にも触れています。

　法規制というと企業活動を取り締まるこ
とになると思うのですが，アプリビジネス
がスケールする際のブレーキにならないの
でしょうか。

　法規制から逃れることを主眼として，元
のサービスの優位性自体を殺してしまう弁
護士もよくいると聞いています。このよう
なことがないよう，そのサービスの優位性
を見極め，マネタイズのしくみ自体を経営
者に提案し，経営者と二人三脚で，自ら責
任を取る覚悟で業務にあたっています。そ
のための努力として，アプリのグロス売上
ランキングTOP100のアプリはほとんど
やっています。おそらく弁護士の中で最も
やっている自負があります。

　それはすごいですね。アプリビジネスの
視点と法務視点をあわせ持つ弁護士は少な
いんじゃないかと思います。まして，日本
発のゲームアプリなどはアジアをはじめ世
界的に売上を伸ばしていると聞きます。今
後は世界進出を視野に入れた法務サポート
が必要ですね。

　GVA法律事務所としては，「挑戦者を
支えるためのインフラになる」ことを理念
とし，そのための手段として2050年まで
に200ヶ国の地域（＝全世界の意）に展
開する計画を立てています。これは単なる
青写真ではなく，本当に達成することを前
提とした具体的な目標値です。

アプリ制作者向けイベントにて

　さいごに読者，アプリ制作者に関わる方
と言っても良いと思いますが，メッセージ
をお願いします。

　自分自身，挑戦していくことが生き甲斐
です。アプリ制作者が世界へ挑戦していく
ときの障害は，規制による障害，慣習や言
語の壁，もちろん，金銭的事情も現実とし
てあります。仮に挑戦者が世界中のどの地
域に行く際にも，GVA法律事務所の弁護
士がいたとすれば，その弁護士が現地の行
政庁や企業との交渉にあたることが可能で
あったとすれば，現地のベンチャー企業や
ベンチャーキャピタルを紹介し，資金調達
や協業が促進されたとすれば。わたしは，
企業が世界進出する際の障害に一緒に挑戦
して越えていく，豊かな未来を強く強く思
い描いています。このような世界全体での
イコールオポチュニティ（均等機会）を現
実にするために，残りの寿命を有効活用し
ていきたいと考えています。

　寿命ですか！これはアプリを成功させる
強力なサポートが期待できますね。今回の
書籍にも熱い想いが込められていると感じ
ます。どうもありがとうございました。

アプリビジネス
成功への法務戦略
̶開発・リリース・運用に必要な法律知識̶
GVA法律事務所 山本 俊，本間 由美子，橘 大地，
藤江 大輔，野本 遼平，飛岡 依織　著
A5判・272ページ／定価（2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7256-9

2050年までに200ヶ国進出を
目論む弁護士集団の想い

No.1スクール講師陣による
世界一受けたい
iPhoneアプリ開発の授業

［iOS 8 & Xcode 6 & Swift対応］
RainbowApps講師 桑村治良，我妻幸長，
高橋良輔，七島偉之　著
B5変形判・352ページ／定価（2880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7295-8

これからはSwiftで
iPhoneアプリ開発を始めよう！

プログラミング言語の
超新星

Swiftは
なぜ人気なのか

　iPhoneアプリ開発のスタンダードは目ま
ぐるしいスピードで変わりつつあります。理
由はSwiftの登場です。
　アップル社は2014年6月の開発者向け
カンファレンス「WWDC」において，この新
しいプログラミング言語を発表しました。そ
してSwiftは，瞬く間に人気プログラミング
言語の仲間入りを果たしました。
　下段に掲載のグラフは，RedMonkという
ソフトウェア業界専門の分析会社が作成し
たものです。縦軸はStack Overflowという
プログラマーのコミュニティサイトにおける
人気度を，横軸はGitHubという開発プロ
ジェクト共有サービスにおける人気度を示
しています。右上に位置する言語ほど，人気
度が高いことになります。Swiftは，左下の
数多あるプログラミング言語を押しのけて，
ものすごい勢いで右上のポジションに上り
詰めていることがわかります。Swiftが公開
されてからわずか10ヶ月の話です。

　 S w i f t は ア ッ プ ル 社 が 認 め た
Objective-Cの正統的な後継言語です。そ
して，非常に優れた言語仕様となっていま
す。
　Swiftの特徴は4つあります。

1.モダン
　JavaScriptやRubyといった新しいプロ

グラミング言語の仕様を参考に開発さ
れており，洗練されたプログラミングがで
きます。

2.安全
　プログラムの記述ミスによって生まれる

バグが起こりにくい文法になっています。
3.高速
　従来の開発言語Objective-Cよりも，処

理が高速になっています。
4.インタラクティブ
　Playgroundというツールを使えば，リア

ルタイムで処理結果を確認することがで
きます。

また，文法的にObjective-Cより簡潔な記
述が可能になっています。一例を挙げましょ
う。

●Objective-Cでの書き方

priceLabel.text = [NSString string
WithFormat:@"%d", price];

●Swiftでの書き方

priceLabel.text = "\(price)"

　バックスラッシュに続けて括弧内に変数
を直接記述できるようになっており，文字列
の扱いが楽になりました。

　なお，Swiftに問題点があるとすれば，現
在進行形で言語の仕様がアップデートされ
ていることでしょう。最近では，4月9日に
バージョン1.2にアップデートされました。仕
様の頻繁なアップデートは，生まれたての言
語にはしかたのないことかもしれません。

　さて，新刊の『No.1スクール講師陣によ
る 世界一受けたいiPhoneアプリ開発の
授業』は，これからiPhoneアプリを作ってみ
たい，という方に最適な書籍を目指しまし
た。
　本書の最大の特徴は，アプリ開発専門ス
クール「RainbowApps（＝レインボーアッ
プス）」の現役の講師陣が執筆していること
です。そのため，RainbowAppsの授業形式
を紙面上で再現することを編集方針として
います。いくつものアプリを作りながらアプ
リ開発の基礎を身に付けるという方式に
なっているので，楽しく学習できます。実際
にスクールで授業を受けているような感覚
を体験できるでしょう。
　そして，本書はSwiftで解説しています。
Swiftの超やさしい入門書としてもお読み
いただけるでしょう。

■RedMonkによる人気言語調査

人気スクールの
授業を再現
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りでは，ユーザ間で仕事を発注するクラウ
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す。今回執筆した書籍では，最新のビジネ
スモデル別に，事例とあわせて留意するべ
き規制や法律にも触れています。

　法規制というと企業活動を取り締まるこ
とになると思うのですが，アプリビジネス
がスケールする際のブレーキにならないの
でしょうか。

　法規制から逃れることを主眼として，元
のサービスの優位性自体を殺してしまう弁
護士もよくいると聞いています。このよう
なことがないよう，そのサービスの優位性
を見極め，マネタイズのしくみ自体を経営
者に提案し，経営者と二人三脚で，自ら責
任を取る覚悟で業務にあたっています。そ
のための努力として，アプリのグロス売上
ランキングTOP100のアプリはほとんど
やっています。おそらく弁護士の中で最も
やっている自負があります。

　それはすごいですね。アプリビジネスの
視点と法務視点をあわせ持つ弁護士は少な
いんじゃないかと思います。まして，日本
発のゲームアプリなどはアジアをはじめ世
界的に売上を伸ばしていると聞きます。今
後は世界進出を視野に入れた法務サポート
が必要ですね。

　GVA法律事務所としては，「挑戦者を
支えるためのインフラになる」ことを理念
とし，そのための手段として2050年まで
に200ヶ国の地域（＝全世界の意）に展
開する計画を立てています。これは単なる
青写真ではなく，本当に達成することを前
提とした具体的な目標値です。

アプリ制作者向けイベントにて

　さいごに読者，アプリ制作者に関わる方
と言っても良いと思いますが，メッセージ
をお願いします。

　自分自身，挑戦していくことが生き甲斐
です。アプリ制作者が世界へ挑戦していく
ときの障害は，規制による障害，慣習や言
語の壁，もちろん，金銭的事情も現実とし
てあります。仮に挑戦者が世界中のどの地
域に行く際にも，GVA法律事務所の弁護
士がいたとすれば，その弁護士が現地の行
政庁や企業との交渉にあたることが可能で
あったとすれば，現地のベンチャー企業や
ベンチャーキャピタルを紹介し，資金調達
や協業が促進されたとすれば。わたしは，
企業が世界進出する際の障害に一緒に挑戦
して越えていく，豊かな未来を強く強く思
い描いています。このような世界全体での
イコールオポチュニティ（均等機会）を現
実にするために，残りの寿命を有効活用し
ていきたいと考えています。

　寿命ですか！これはアプリを成功させる
強力なサポートが期待できますね。今回の
書籍にも熱い想いが込められていると感じ
ます。どうもありがとうございました。

アプリビジネス
成功への法務戦略
̶開発・リリース・運用に必要な法律知識̶
GVA法律事務所 山本 俊，本間 由美子，橘 大地，
藤江 大輔，野本 遼平，飛岡 依織　著
A5判・272ページ／定価（2380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7256-9

2050年までに200ヶ国進出を
目論む弁護士集団の想い

No.1スクール講師陣による
世界一受けたい
iPhoneアプリ開発の授業

［iOS 8 & Xcode 6 & Swift対応］
RainbowApps講師 桑村治良，我妻幸長，
高橋良輔，七島偉之　著
B5変形判・352ページ／定価（2880円＋税）
ISBN 978-4-7741-7295-8

これからはSwiftで
iPhoneアプリ開発を始めよう！

プログラミング言語の
超新星

Swiftは
なぜ人気なのか

　iPhoneアプリ開発のスタンダードは目ま
ぐるしいスピードで変わりつつあります。理
由はSwiftの登場です。
　アップル社は2014年6月の開発者向け
カンファレンス「WWDC」において，この新
しいプログラミング言語を発表しました。そ
してSwiftは，瞬く間に人気プログラミング
言語の仲間入りを果たしました。
　下段に掲載のグラフは，RedMonkという
ソフトウェア業界専門の分析会社が作成し
たものです。縦軸はStack Overflowという
プログラマーのコミュニティサイトにおける
人気度を，横軸はGitHubという開発プロ
ジェクト共有サービスにおける人気度を示
しています。右上に位置する言語ほど，人気
度が高いことになります。Swiftは，左下の
数多あるプログラミング言語を押しのけて，
ものすごい勢いで右上のポジションに上り
詰めていることがわかります。Swiftが公開
されてからわずか10ヶ月の話です。

　 S w i f t は ア ッ プ ル 社 が 認 め た
Objective-Cの正統的な後継言語です。そ
して，非常に優れた言語仕様となっていま
す。
　Swiftの特徴は4つあります。

1.モダン
　JavaScriptやRubyといった新しいプロ

グラミング言語の仕様を参考に開発さ
れており，洗練されたプログラミングがで
きます。

2.安全
　プログラムの記述ミスによって生まれる

バグが起こりにくい文法になっています。
3.高速
　従来の開発言語Objective-Cよりも，処

理が高速になっています。
4.インタラクティブ
　Playgroundというツールを使えば，リア

ルタイムで処理結果を確認することがで
きます。

また，文法的にObjective-Cより簡潔な記
述が可能になっています。一例を挙げましょ
う。

●Objective-Cでの書き方

priceLabel.text = [NSString string
WithFormat:@"%d", price];

●Swiftでの書き方

priceLabel.text = "\(price)"

　バックスラッシュに続けて括弧内に変数
を直接記述できるようになっており，文字列
の扱いが楽になりました。

　なお，Swiftに問題点があるとすれば，現
在進行形で言語の仕様がアップデートされ
ていることでしょう。最近では，4月9日に
バージョン1.2にアップデートされました。仕
様の頻繁なアップデートは，生まれたての言
語にはしかたのないことかもしれません。

　さて，新刊の『No.1スクール講師陣によ
る 世界一受けたいiPhoneアプリ開発の
授業』は，これからiPhoneアプリを作ってみ
たい，という方に最適な書籍を目指しまし
た。
　本書の最大の特徴は，アプリ開発専門ス
クール「RainbowApps（＝レインボーアッ
プス）」の現役の講師陣が執筆していること
です。そのため，RainbowAppsの授業形式
を紙面上で再現することを編集方針として
います。いくつものアプリを作りながらアプ
リ開発の基礎を身に付けるという方式に
なっているので，楽しく学習できます。実際
にスクールで授業を受けているような感覚
を体験できるでしょう。
　そして，本書はSwiftで解説しています。
Swiftの超やさしい入門書としてもお読み
いただけるでしょう。

■RedMonkによる人気言語調査

人気スクールの
授業を再現
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リスティング広告の教科書 
～Google AdWords＆Yahoo!プロモーション広告両対応
山田 案稜　著／A5判・256ページ／定価（1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7257-6

　2015年現在，インターネット上に

存在するWebサイトの数がいくつある

かご存じでしょうか。なんと，その数

10億件以上！　「Webサイトを作れ

ば売上が見込める」と言われたのは今

や昔。お客さんに来店してもらうため

には，膨大なWebサイトの中から自社

のサイトを見つけてもらわなければな

らないのです。

　近年盛り上がりを見せるSNSやブロ

グを使った集客は，低コストである反

面「どれだけ魅力的なページを作れる

か」が勝負になります。日々の更新に

は手間もかかるでしょう。検索エンジ

ンでの上位表示を目指すSEOも，お金

をかけることなく集客が可能ではあり

ますが，専門性が高く，強引なやり方

ではペナルティを受けてしまいます。

どちらも，お金がかからない反面，成

果が出るまでに時間や労力がかかるの

です。

　そこで，手間をかけずに安定的な集

客を行う代表的な方法として「リス

ティング広告」があります。広告を表

示させるキーワードを入札し，その表

示された広告がクリックされたときに

はじめて費用を支払う仕組みです。し

かし，リスクが少なく，手軽に，少額

の費用で効果を見込みやすいという特

徴から，リスティング広告も競争が進

んでいます。

　では，インターネットでかんたんに

集客するチャンスはないのでしょう

か。そんなことはありません。しっか

りとリスティング広告の知識を身につ

ければ，手間もお金も最小限に抑えつ

つ，すぐに成果に結び付けることがで

きます。ポイントは，運用方法や技術

動向を「素早く」「すぐ実践できるよ

うに」身につけることです。

　リスティング広告の運用をはじめよ

うと思い立っても，設定までに時間が

かかったり，無駄な広告費をかけすぎ

て予算が足りなくなったりと，本業を

おろそかにしてしまっては本末転倒で

す。

　そこで少しだけ，素早く成果を出す

ためのポイントを紹介しましょう。

　 リ ス テ ィ ン グ 広 告 に は ， 主 に

「Google AdWords」と「Yahoo!プ

ロモーション広告」という2つのサー

ビスが存在します。それぞれに利点が

あり，より多くの集客が見込めるた

め，両方の広告にチャレンジするのが

よいでしょう。

　また，何より大事なのは，「とりあ

えず出稿してみる」ことです。考え方

や基本的な知識はとても重要ですが，

実際に出稿してみると思ったようにい

かないものです。必要最低限の知識だ

けを学んだあと，今後の戦略を練るた

めに出稿することからはじまります。

　本格的な運用を開始するにあたって

は，「広告設定をどう行うのか」がポ

イントになってきます。

　・入札価格はいくらにするか

　・どんな広告キーワードを選べばク

リックされるか

　・ユーザーが検索してくるキーワー

ドと入札したキーワードがどれく

らい一致したら広告を表示するか

　・クリックされる広告文の特徴を押

さえる

ことで，ゴールまでぐっと近づきま

す。

　書籍『最速で成果を出すリスティン

グ広告の教科書』は，広告設定の基

本，費用対効果の高め方など，最短で

売上・集客アップに繋げるノウハウが

満載です。ぜひ参考にしてみてくださ

い。

リスティング広告で
ライバルに差をつける！

成果までの
最短ルートとは？

激化する
インターネット上の集客

成果までの
最短ルートとは？

リスティング広告で
ライバルに差をつける！

激化する
インターネット上の集客

　ショッピングサイトから会社広報サ
イト，個人ブログまで，Webサイトを
作成・運営しているなら避けては通れ
ないのが「SEO（検索エンジン最適
化）対策」です。実は，ここ数年の間
に，SEO対策を取り巻く状況が「一
変」してしまったことをご存じでしょ
うか？

これまでの
SEO対策は
もう通用しない！？
　SEO対策とは，検索サイトの検索結
果で上位に表示されるために行われる
様々な施策の総称です。現在はYahoo!
検索もGoogleのシステムを利用してい
るため，ほぼ「Googleの検索エンジ
ン」に対する対策といえるでしょう。
　SEO対策は「外部対策」と「内部対
策」の2つに分けられます。外部対策
とは，いわゆる「外部リンク施策」の
ことで，大量の外部サイトからリンク
を張ることで，人気がある（＝重要
な）Webサイトに見せかける手法で
す。一方，内部対策とは，Webサイト
の内部を最適化する施策で，本来はサ
イト構造やコードを正しく設計するこ
とを指しますが，SEO業界では，やた
らと大量のキーワードを埋め込んだり
類似ページを大量に複製したりといっ
た，検索エンジンを騙すような施策も
行われてきました。
　しかし現在では，これらのSEO対策
のほとんどが通用しなくなっていま
す。それどころか，かえって順位が下
がったり，ペナルティを受けて全く表
示されなくなったりする可能性すらあ
ります。

なぜ古い
テクニックが通用
しなくなったの？
　Googleの社是（スローガン）が

「Don't be evil（悪を為すな）」であ
ることは有名です。このスローガンの
元，「検索エンジンを騙す悪」を排除
するための改良が，2011年ごろから
段階的に検索エンジンに加えられてい
きました。「パンダアップデート」や
「ペンギンアップデート」と呼ばれる
複数の改良により，旧来の「邪道な」
SEO対策のほとんどが検索エンジンに
見破られてしまい，効果を上げられな
くなったのです。
　また，邪道ではないまっとうな内部
対策をいくら行ったとしても，検索エ
ンジンに評価されるスタートラインに
立ったに過ぎません。残念ながら，劇
的に検索順位を上げる効果はありませ
ん。

「コンテンツ
SEO」は万能薬
なのか？
　代わりに脚光を浴びるようになった
のが，「Webサイトの中身＝コンテン
ツ」です。実は，これまでに集めた膨
大なデータを元に，検索エンジンは
Webサイトのコンテンツの価値を独自
に評価しています。つまり，良いコン
テンツをたくさん掲載していけば，検
索エンジンに認められて，自動的に検
索順位が上がっていくわけです。これ
を利用して，良質なコンテンツによっ
て検索順位を上げる施策を「コンテン
ツSEO」といい，新しいSEO対策とし
て注目されています。
　ただし，一口にコンテンツといって
も，文章やイラスト，音楽，写真，動
画など，種類は様々です。このうち，
検索エンジンが評価できるのは「文
章」だけといわれています。ほかの画
像や動画などのコンテンツは，付随す
るタグや解説，感想などの文字情報に
よって相対的に評価されると推測され
ています。つまり，SEO効果のあるコ
ンテンツは，現時点では「文章」だけ
なのです。

効果が上がる
SEO対策は

「Webライティ
ング」だけ！
　では，検索エンジンが「良い」と判
断するコンテンツとは，正確にはどの
ようなものでしょうか？ 実のところ，
それは誰にもわかりません。しかし，
良い評価を受けているコンテンツを分
析することで，ある程度まで推測する
ことは可能です。良い評価を受ける文
章コンテンツを効率的に生み出すに
は，ただ良い文章を書くだけでなく，
検索エンジンの動作を正確に分析し，
それを生かした「Webコンテンツ」を
作成する必要があるのです。
　新刊『SEO対策のための Webライ
ティング実践講座』には，検索エンジ
ンに評価される良質なコンテンツを作
成するノウハウが詰め込まれていま
す。基礎から実践方法までが手順に
沿って丁寧に解説されており，初心者
でもすぐに実行できる1冊となってい
るので，ぜひ手にとって，あなたの
Webサイトで「コンテンツSEO」を実
践してください！

SEO対策のための 
Webライティング
実践講座 
鈴木 良治　著／A5判・256ページ
定価（1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7167-8
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SEO対策を行うなら、
「Webライティング」を
身に付けるしかない！
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　ショッピングサイトから会社広報サ
イト，個人ブログまで，Webサイトを
作成・運営しているなら避けては通れ
ないのが「SEO（検索エンジン最適
化）対策」です。実は，ここ数年の間
に，SEO対策を取り巻く状況が「一
変」してしまったことをご存じでしょ
うか？

これまでの
SEO対策は
もう通用しない！？
　SEO対策とは，検索サイトの検索結
果で上位に表示されるために行われる
様々な施策の総称です。現在はYahoo!
検索もGoogleのシステムを利用してい
るため，ほぼ「Googleの検索エンジ
ン」に対する対策といえるでしょう。
　SEO対策は「外部対策」と「内部対
策」の2つに分けられます。外部対策
とは，いわゆる「外部リンク施策」の
ことで，大量の外部サイトからリンク
を張ることで，人気がある（＝重要
な）Webサイトに見せかける手法で
す。一方，内部対策とは，Webサイト
の内部を最適化する施策で，本来はサ
イト構造やコードを正しく設計するこ
とを指しますが，SEO業界では，やた
らと大量のキーワードを埋め込んだり
類似ページを大量に複製したりといっ
た，検索エンジンを騙すような施策も
行われてきました。
　しかし現在では，これらのSEO対策
のほとんどが通用しなくなっていま
す。それどころか，かえって順位が下
がったり，ペナルティを受けて全く表
示されなくなったりする可能性すらあ
ります。

なぜ古い
テクニックが通用
しなくなったの？
　Googleの社是（スローガン）が

「Don't be evil（悪を為すな）」であ
ることは有名です。このスローガンの
元，「検索エンジンを騙す悪」を排除
するための改良が，2011年ごろから
段階的に検索エンジンに加えられてい
きました。「パンダアップデート」や
「ペンギンアップデート」と呼ばれる
複数の改良により，旧来の「邪道な」
SEO対策のほとんどが検索エンジンに
見破られてしまい，効果を上げられな
くなったのです。
　また，邪道ではないまっとうな内部
対策をいくら行ったとしても，検索エ
ンジンに評価されるスタートラインに
立ったに過ぎません。残念ながら，劇
的に検索順位を上げる効果はありませ
ん。

「コンテンツ
SEO」は万能薬
なのか？
　代わりに脚光を浴びるようになった
のが，「Webサイトの中身＝コンテン
ツ」です。実は，これまでに集めた膨
大なデータを元に，検索エンジンは
Webサイトのコンテンツの価値を独自
に評価しています。つまり，良いコン
テンツをたくさん掲載していけば，検
索エンジンに認められて，自動的に検
索順位が上がっていくわけです。これ
を利用して，良質なコンテンツによっ
て検索順位を上げる施策を「コンテン
ツSEO」といい，新しいSEO対策とし
て注目されています。
　ただし，一口にコンテンツといって
も，文章やイラスト，音楽，写真，動
画など，種類は様々です。このうち，
検索エンジンが評価できるのは「文
章」だけといわれています。ほかの画
像や動画などのコンテンツは，付随す
るタグや解説，感想などの文字情報に
よって相対的に評価されると推測され
ています。つまり，SEO効果のあるコ
ンテンツは，現時点では「文章」だけ
なのです。

効果が上がる
SEO対策は

「Webライティ
ング」だけ！
　では，検索エンジンが「良い」と判
断するコンテンツとは，正確にはどの
ようなものでしょうか？ 実のところ，
それは誰にもわかりません。しかし，
良い評価を受けているコンテンツを分
析することで，ある程度まで推測する
ことは可能です。良い評価を受ける文
章コンテンツを効率的に生み出すに
は，ただ良い文章を書くだけでなく，
検索エンジンの動作を正確に分析し，
それを生かした「Webコンテンツ」を
作成する必要があるのです。
　新刊『SEO対策のための Webライ
ティング実践講座』には，検索エンジ
ンに評価される良質なコンテンツを作
成するノウハウが詰め込まれていま
す。基礎から実践方法までが手順に
沿って丁寧に解説されており，初心者
でもすぐに実行できる1冊となってい
るので，ぜひ手にとって，あなたの
Webサイトで「コンテンツSEO」を実
践してください！

SEO対策のための 
Webライティング
実践講座 
鈴木 良治　著／A5判・256ページ
定価（1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7167-8
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SEO対策を行うなら、
「Webライティング」を
身に付けるしかない！
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　人口約1316万人，都市圏人口や都市GDP世界１位を誇る東京
は，約410年前に徳川家康によってその礎がつくられました。もち
ろんそれ以前に太田道灌らによって江戸の町はつくられてきてはい
ましたが，今日の東京につながるという観点から見ると，家康の都市
計画が今の東京の形をつくったといっても過言ではないでしょう。そ
れほど東京は江戸の町の構造を引き継いでいます。

　この本は，江戸時代の地図と現代の東京の地図を比較しながら，ど
こが変わり，どこが変わっていないのかを，江戸時代の人々の暮らし
や文化を通して解説しています。現在の東京に残る江戸情緒を楽し
むとともに，この世界的大都市がどのようにして今の姿になったのか
を知ることができます。地図を見ながら江戸の文化に思いを馳せ，遥
か江戸の時代にタイムスリップしてみてはいかがでしょう。

まなびのずかん

統計学の図鑑
涌井 良幸，涌井 貞美　著
B5判・160ページ
定価（2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7331-3

　新入社員，転職組など新たな顔ぶれが自
分のチーム，グループに加わったというみな
さんもこの時期多いのではないでしょうか。
突然後輩ができて教育係を任されてしまっ
たり，上司になったりして，どうしたらいい
のか戸惑っている人がいるかもしれません。
そんなときにぜひ読んでほしいのが本書で
す。
　何をするにもまずは言葉かけから始まりま
す。でもその言葉かけ一つで相手の反応や
態度が大きく異なってきます。単にしてほし
いこと，直してほしいことを言うだけでは，
うっとうしいと思われてしまい，言っている
ことがたとえ正論であっても聞く耳をもって
もらえなくなってしまいます。

　それでは，どんな場面でどんな言葉かけを
すると後輩や部下と，うまくコミュニケー
ションをとることができるのでしょうか。表
面的なやりとりではなく相手の心に刺さるよ
うな相手が変わる言葉かけを，具体的な３０
シーンを使って紹介していきます。
　OKシーン，NGシーン，さらにもっと効
果を発揮する伝え方やポイントを会話の達
人である梶原しげるさんのユニークな解説
でお届けします。
　すぐに使えるフレーズばかりですので，ぜ
ひ試してみてください。

新米上司の言葉かけ
～「困った」いまどき社員を変える30のルール～

梶原 しげる　著／四六判・144ページ／定価（1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7259-0

部下や後輩への
言葉かけは
どうしたら
いいの？
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　インターネットのない江戸時代は遠方に情報を伝
える術は手紙しかありませんでした。その通信事業
者はご存じ飛脚。では気になる値段はというと，庶
民が利用した並便で江戸から大坂に書状1通を送るの
に銀3分，今のお金にして約300円かかったそうで，
日数は10日から20日ほど要しました。ちなみに，三
日半限という江戸大坂間を2日半で届ける便は7両2
分，現在に換算すると40万円以上になります。現代
に生まれて良かった！

高すぎる通信費!? 飛脚の値段

　江戸時代の人はさぞ質素な食事をとっていたので
はと思うかもしれませんが，さにあらず。18世紀に
入ると庶民の生活レベルが上がり，また単身者が地
方から労働力として入ってきたため，一気に外食産
業が花開きます。蒲焼，うどん，蕎麦，握り寿司な
どの屋台が次々に登場します。中には串にいろいろ
な食材を刺してどれでも1本4文で売る四文屋という
店もありました。4文は今に換算すると100円。つま
り100円ショップのはしり？

江戸はファーストフード天国

地図を片手に江戸時代にタイムスリップ地図を片手に江戸時代にタイムスリップ人物でつづる統計学

　ナイチンゲールはイギリスの看護

師です。クリミア戦争の際，傷病者の

多くが医療体制の不備のために死亡

していく実態を体験し，陸軍の医療衛

生制度の改革を訴えます。

　このとき「統計データの重要性」と

「訴え方（いまでいうプレゼンテー

ション）の重要性」を知ることになり

ます。

　彼女は若い頃から「近代統計学の

父」と呼ばれるベルギー人アドルフ＝

ケトレー（1796～1874）を信奉

し，数学や統計に強い興味を持ってい

ました。彼女はその知識を存分に使っ

て膨大なデータを分析し，軍人の多く

が戦闘の傷ではなく，傷を負った後の

治療や病院の衛生状態が原因で死亡

したことを明らかにしたのです。

　ナイチンゲールの献身的な活躍と，

統計学を用いた説得力で，病院内の衛

生状況が改善され，傷病兵の死亡率

を劇的に引き下げることになります。

　カール・ピアソンはデータの分布や

相関などの統計的手法を考案し，「記

述統計学」の分野で大きな貢献をし

たイギリスの統計学者です。

　ピアソンは，生物の遺伝と進化の研

究の過程で，「相関係数」（積率相関

係数）を発案しました。現在多用され

ているカイ2乗適合度検定も，この研

究の中で生み出されました。

　また，現代に残るものとしては，

「ヒストグラム」や「標準偏差」も彼

の功績です。

　一方，彼の息子エゴン・ピアソンは

イェジ・ネイマンとともに「仮説検

定」や「信頼区間」の理論を発表し，

現代統計学の重要な柱となっていま

す。「帰無仮説」と「対立仮説」との

2つの仮説や，仮説を検討する「検定

統計量」，「棄却域」「棄却」といっ

た手法を提案したのです。

　ゴセットは，少ない個体数から全体

を知ろうとするときに用いられる「t 
分布」を発案しました。

　彼は，大学卒業後，ビールのギネス

社に就職し，原料の品種や醸造の管理

で，統計学の実際を学びます。そんな

なかゴゼットは，会社から休暇をもら

いカール・ピアソンの研究室で研究

し，不朽の論文『平均の確率誤差』を

発表します。

　ゴセットは少数の標本から全体を

推定したかったのですが，当時の統計

学は「大きな標本」を理想としていま

した。発表当時，この小標本に関する

論文は目立ちませんでした。

　ところで，ギネス社は社内の実験

データを社外に持ち出すことを快く

思っていませんでした。そこで，ゴ

ゼットはスチューデントというペン

ネームで論文を発表します。そのため

「t分布」は「スチューデントのt分
布」と呼ばれています。

　ゴセットはその活動を生涯ギネス

社に知られませんでした。そして，最

終的にロンドン醸造所の所長になった

そうです。

　彼の死後，友人が追悼論文集のた

めの寄付をギネス社にかけあったと

き，ゴゼットがあの「スチューデン

ト」だと知ったといいます。

現代の統計学はいろいろな人によって，大きな発展を遂げました。
そんな人たちから，『統計学の図鑑』をもとに，何人かご紹介したいと思います。

カール・ピアソンナイチンゲール
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ウィリアム・ゴセット

ビジュアルはてなマップ
江戸の暮らしが見えてくる 
地図で読み解く江戸・東京
江戸風土研究会　編・著、津川康雄　監修
B5判・128ページ／定価（1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7297-2
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こが変わり，どこが変わっていないのかを，江戸時代の人々の暮らし
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さんもこの時期多いのではないでしょうか。
突然後輩ができて教育係を任されてしまっ
たり，上司になったりして，どうしたらいい
のか戸惑っている人がいるかもしれません。
そんなときにぜひ読んでほしいのが本書で
す。
　何をするにもまずは言葉かけから始まりま
す。でもその言葉かけ一つで相手の反応や
態度が大きく異なってきます。単にしてほし
いこと，直してほしいことを言うだけでは，
うっとうしいと思われてしまい，言っている
ことがたとえ正論であっても聞く耳をもって
もらえなくなってしまいます。

　それでは，どんな場面でどんな言葉かけを
すると後輩や部下と，うまくコミュニケー
ションをとることができるのでしょうか。表
面的なやりとりではなく相手の心に刺さるよ
うな相手が変わる言葉かけを，具体的な３０
シーンを使って紹介していきます。
　OKシーン，NGシーン，さらにもっと効
果を発揮する伝え方やポイントを会話の達
人である梶原しげるさんのユニークな解説
でお届けします。
　すぐに使えるフレーズばかりですので，ぜ
ひ試してみてください。
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　インターネットのない江戸時代は遠方に情報を伝
える術は手紙しかありませんでした。その通信事業
者はご存じ飛脚。では気になる値段はというと，庶
民が利用した並便で江戸から大坂に書状1通を送るの
に銀3分，今のお金にして約300円かかったそうで，
日数は10日から20日ほど要しました。ちなみに，三
日半限という江戸大坂間を2日半で届ける便は7両2
分，現在に換算すると40万円以上になります。現代
に生まれて良かった！

高すぎる通信費!? 飛脚の値段

　江戸時代の人はさぞ質素な食事をとっていたので
はと思うかもしれませんが，さにあらず。18世紀に
入ると庶民の生活レベルが上がり，また単身者が地
方から労働力として入ってきたため，一気に外食産
業が花開きます。蒲焼，うどん，蕎麦，握り寿司な
どの屋台が次々に登場します。中には串にいろいろ
な食材を刺してどれでも1本4文で売る四文屋という
店もありました。4文は今に換算すると100円。つま
り100円ショップのはしり？

江戸はファーストフード天国

地図を片手に江戸時代にタイムスリップ地図を片手に江戸時代にタイムスリップ

新米上司の言葉かけ
～「困った」いまどき社員を変える30のルール～

人物でつづる統計学

　ナイチンゲールはイギリスの看護

師です。クリミア戦争の際，傷病者の

多くが医療体制の不備のために死亡

していく実態を体験し，陸軍の医療衛

生制度の改革を訴えます。

　このとき「統計データの重要性」と

「訴え方（いまでいうプレゼンテー

ション）の重要性」を知ることになり

ます。

　彼女は若い頃から「近代統計学の

父」と呼ばれるベルギー人アドルフ＝

ケトレー（1796～1874）を信奉

し，数学や統計に強い興味を持ってい

ました。彼女はその知識を存分に使っ

て膨大なデータを分析し，軍人の多く

が戦闘の傷ではなく，傷を負った後の

治療や病院の衛生状態が原因で死亡

したことを明らかにしたのです。

　ナイチンゲールの献身的な活躍と，

統計学を用いた説得力で，病院内の衛

生状況が改善され，傷病兵の死亡率

を劇的に引き下げることになります。

　カール・ピアソンはデータの分布や

相関などの統計的手法を考案し，「記

述統計学」の分野で大きな貢献をし

たイギリスの統計学者です。

　ピアソンは，生物の遺伝と進化の研

究の過程で，「相関係数」（積率相関

係数）を発案しました。現在多用され

ているカイ2乗適合度検定も，この研

究の中で生み出されました。

　また，現代に残るものとしては，

「ヒストグラム」や「標準偏差」も彼

の功績です。

　一方，彼の息子エゴン・ピアソンは

イェジ・ネイマンとともに「仮説検

定」や「信頼区間」の理論を発表し，

現代統計学の重要な柱となっていま

す。「帰無仮説」と「対立仮説」との

2つの仮説や，仮説を検討する「検定

統計量」，「棄却域」「棄却」といっ

た手法を提案したのです。

　ゴセットは，少ない個体数から全体

を知ろうとするときに用いられる「t 
分布」を発案しました。

　彼は，大学卒業後，ビールのギネス

社に就職し，原料の品種や醸造の管理

で，統計学の実際を学びます。そんな

なかゴゼットは，会社から休暇をもら

いカール・ピアソンの研究室で研究

し，不朽の論文『平均の確率誤差』を

発表します。

　ゴセットは少数の標本から全体を

推定したかったのですが，当時の統計

学は「大きな標本」を理想としていま

した。発表当時，この小標本に関する

論文は目立ちませんでした。

　ところで，ギネス社は社内の実験

データを社外に持ち出すことを快く

思っていませんでした。そこで，ゴ

ゼットはスチューデントというペン

ネームで論文を発表します。そのため

「t分布」は「スチューデントのt分
布」と呼ばれています。

　ゴセットはその活動を生涯ギネス

社に知られませんでした。そして，最

終的にロンドン醸造所の所長になった

そうです。

　彼の死後，友人が追悼論文集のた

めの寄付をギネス社にかけあったと

き，ゴゼットがあの「スチューデン

ト」だと知ったといいます。

現代の統計学はいろいろな人によって，大きな発展を遂げました。
そんな人たちから，『統計学の図鑑』をもとに，何人かご紹介したいと思います。

カール・ピアソンナイチンゲール

9 2015 vol.166

ウィリアム・ゴセット

ビジュアルはてなマップ
江戸の暮らしが見えてくる 
地図で読み解く江戸・東京
江戸風土研究会　編・著、津川康雄　監修
B5判・128ページ／定価（1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7297-2
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　多くの仕事は，一人ではなく何らかのチー

ムで行っていることでしょう。チームでより

良く仕事をするには，チームの現状を見なお

し，今後の仕事の進め方を改善する機会を

定期的に設けることが重要です。

　そのための方法の一つとしてKPTがあり

ます。

　KPTでは，

* Keep（良かったことや続けたいこと）

* Problem（困ったことや改善したほうがよ

いこと）

* Try（良かったことを伸ばす案や，困ったこ

とを解消する案）

のフォーマットを用います。

　KPTではまず，これまでの仕事の進め方

をふりかえり，みんなで共有します。そのた

めに，KeepとProblemを洗い出して話し合

います。Keepで挙がった成功には，お祝い

や感謝を忘れずに行いましょう。

　次に，話し合いで挙がった良かったことや

困ったことを受けての改善案，つまりTryを

話し合います。その際，「情報を共有する」

「気をつける」などのぼんやりした案では，

具体的にどんな解決アクションをとればよ

いかがわかりません。「情報を共有する」か

らさらに踏み込んで，「問題の原因はなんだ

ろうか？」「いつ，どこで，誰が，何のアクショ

ンをとると困りごとを解消できるだろう

か？」などを話し合い，今後実施することを

合意しましょう。

　そして次回のKPTの際には，合意したTry

をきちんと実施したかや実施後どうなった

かを確認しましょう。

　KPTは，ふりかえりのための一つの方法

にすぎません。チームで仕事を進める総合

的なフレームワーク（枠組み）として，スクラ

ムがあります。スクラムはソフトウェア開発

に従事 する開 発 者 やマ

ネージャーを中心に，ハー

ドウェア開発など非ソフトウェ

アの分野にまで幅広く導入されて

おり，最も普及しているアジャイル開

発手法です。

　スクラムでは，「スプリント」と呼ばれる一

定の期間を繰り返すことで仕事を進めま

す。そのスプリント期間中に，計画から作

成，作成したもののレビュー，そして仕事の

進め方のふりかえりまでを行います。スクラ

ムはこのスプリントを繰り返すことで仕事

を進めていきます。

　スクラムがこのようにスプリントを繰り返

すのは，複雑で変化の激しい問題に対応す

るためです。変化の激しい問題においては，

事前に何を作るべきかがすべて明らかに

なっていることはありません。そのため，内

容によって工程を区切るのではなく時間に

よって区切り，繰り返し少しずつ作成物を積

み上げていくことで最終的なプロダクトを

作り上げます。

　私たちが行う多くの仕事では，複雑で変

化の激しい問題に取り組んでいることで

しょう。そんなみなさんはぜひ『スクラム実

践入門』を手に取り，チームで問題に立ち向

かってください！

第1特集
新人さん歓迎特集 
楽しく始めるGit＆GitHub
̶開発現場のはじめの一歩
　ソフトウェア開発におけるバージョン管理およびリソース管理は，ベス
トアンサーを探し続ける歴 史でした。古くはCVS（Concur rent 
Versions System），使いやすさを求めてSubversion。さらにMercu-
rialが分散型バージョン管理システムの可能性を啓き，Linuxの父リーナ
スが開発したGitに注目が集まるようになりました。そしてGitとGitHub
が，現在は主流になっています。
　そうした状況のなか，そろそろ新人さんも開発現場へ実戦投入！..の時
期ではないでしょうか。ソフトウェア開発において，今までと一番違うの
はチームで仕事をすることです。一番大事なのは，ソフトウェアにデグレ
（手戻り）を起こさず品質を向上させること。そのために先輩たちは，Git
やGitHubを活用して仕事をしています。本特集は初心者を対象に，
ちょっと扱いが難しいGitとGitHubをやさしく楽しく解説します。イラス
トは『小悪魔女子大生のサーバエンジニア日記』のaicoさんです！

第2特集
認証システムの定番
OpenLDAPの教科書
　ユーザ管理だけでなく，ネットワーク資産の管理まで，OpenLDAP
（Lightweight Directory Access Protocol）は真の基盤です。SSH
公開鍵，IP電話の集中管理にも利用でき，これがなければネットワーク
は使えないものにないます。ネットワークインフラ技術をマスターしてみ
ませんか？ どこでも通用する技術を身につけることができます。

一般記事
Windows Server 2003からSamba4へ！
Samba4システム移行の極意
　Windows Server 2003のサポート終了が予定されていますが，さま
ざまな問題を抱えています。そのうちの1つが，Sambaを中心としたファ
イル共有です。前号のDNS特集に引き続き第一人者の高橋基信氏が，そ
のシステム移行の極意を示します。システム管理者にとって先送りできな
い問題に真っ正面から回答しております。資料性も高くお勧めです！

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2015年
6月号 

第1特集
1年目から身につけたい！

チーム開発6つの心得
　エンジニアの仕事はたった1人でできるものではありません。周りの
メンバーと連携しながら，継続して開発していくことが求められます。そ
して，このような現場のチーム開発をうまく回していくためには，良い
コードを書くこと，そして良いコミュニケーションをとることが重要で
す。では，「良いコード」「良いコミュニケーション」とはいったいどのよ
うなものなのでしょうか？本特集では，開発の現場に入ったばかりの新
人エンジニアの方々に向けて良いコード・良いコミュニケーションとは
何かを解説し，それらを実現するための実践的なノウハウを紹介してい
きます。

第2特集

［実践］Atom
GitHubが開発したハッカブルな次世代エディタ
　GitHubが開発したエディタ「Atom」の使い方を解説する特集です。

フロントエンドの技術で外観や操作をカスタマイズ可能なのが特徴で，
本特集でもその方法を詳しく解説します。また，さまざまな機能を追加
できる「パッケージ」を簡単に導入・管理できるしくみを持つのも特徴
の一つです。本特集でも，開発で頻繁に行うGitやGitHubとの連携，コ
ンパイル，テストなどを支援するパッケージの使い方を解説します。

第3特集

Docker実戦投入
設計の原則，本番環境の構築，運用ノウハウ
　本特集では，Dockerを実 運 用で使 用する方法を紹介します。
Dockerはコンテナ型仮想化技術の一つで，まるで自動車をコンテナに
入れてコンテナ船で輸送するように，手元のマシンで動いているアプリ
ケーションをそのままの形で別のマシンまで運ぶことを可能にしてくれ
ます。ただ，Dockerを実運用で使用するためのまとまった情報はまだ
あまりありません。そこで本特集では，Dockerを実戦投入するための
ノウハウを徹底解説していきます。

B5判・176頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-7248-4

vol.86

M A G A Z I N E G U I D E強いチームで
問題に
立ち向かう

スクラム
── 複雑で変化の激しい問題に
　　 対応するためのフレームワーク

KPT
── Keep，Problem，Try

チームでふりかえりを行おう

WEB+DB PRESS plus

スクラム実践入門
─成果を生み出すアジャイルな開発プロセス
貝瀬 岳志，原田 勝信，和島 史典，栗林 健太郎，
柴田 博志，家永 英治　著
A5判・240ページ／定価（2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7236-1

ケプト

（※カバーは前号のものです）
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　多くの仕事は，一人ではなく何らかのチー

ムで行っていることでしょう。チームでより

良く仕事をするには，チームの現状を見なお

し，今後の仕事の進め方を改善する機会を

定期的に設けることが重要です。

　そのための方法の一つとしてKPTがあり

ます。

　KPTでは，

* Keep（良かったことや続けたいこと）

* Problem（困ったことや改善したほうがよ

いこと）

* Try（良かったことを伸ばす案や，困ったこ

とを解消する案）

のフォーマットを用います。

　KPTではまず，これまでの仕事の進め方

をふりかえり，みんなで共有します。そのた

めに，KeepとProblemを洗い出して話し合

います。Keepで挙がった成功には，お祝い

や感謝を忘れずに行いましょう。

　次に，話し合いで挙がった良かったことや

困ったことを受けての改善案，つまりTryを

話し合います。その際，「情報を共有する」

「気をつける」などのぼんやりした案では，

具体的にどんな解決アクションをとればよ

いかがわかりません。「情報を共有する」か

らさらに踏み込んで，「問題の原因はなんだ

ろうか？」「いつ，どこで，誰が，何のアクショ

ンをとると困りごとを解消できるだろう

か？」などを話し合い，今後実施することを

合意しましょう。

　そして次回のKPTの際には，合意したTry

をきちんと実施したかや実施後どうなった

かを確認しましょう。

　KPTは，ふりかえりのための一つの方法

にすぎません。チームで仕事を進める総合

的なフレームワーク（枠組み）として，スクラ

ムがあります。スクラムはソフトウェア開発

に従事 する開 発 者 やマ

ネージャーを中心に，ハー

ドウェア開発など非ソフトウェ

アの分野にまで幅広く導入されて

おり，最も普及しているアジャイル開

発手法です。

　スクラムでは，「スプリント」と呼ばれる一

定の期間を繰り返すことで仕事を進めま

す。そのスプリント期間中に，計画から作

成，作成したもののレビュー，そして仕事の

進め方のふりかえりまでを行います。スクラ

ムはこのスプリントを繰り返すことで仕事

を進めていきます。

　スクラムがこのようにスプリントを繰り返

すのは，複雑で変化の激しい問題に対応す

るためです。変化の激しい問題においては，

事前に何を作るべきかがすべて明らかに

なっていることはありません。そのため，内

容によって工程を区切るのではなく時間に

よって区切り，繰り返し少しずつ作成物を積

み上げていくことで最終的なプロダクトを

作り上げます。

　私たちが行う多くの仕事では，複雑で変

化の激しい問題に取り組んでいることで

しょう。そんなみなさんはぜひ『スクラム実

践入門』を手に取り，チームで問題に立ち向

かってください！

第1特集
新人さん歓迎特集 
楽しく始めるGit＆GitHub
̶開発現場のはじめの一歩
　ソフトウェア開発におけるバージョン管理およびリソース管理は，ベス
トアンサーを探し続ける歴 史でした。古くはCVS（Concur rent 
Versions System），使いやすさを求めてSubversion。さらにMercu-
rialが分散型バージョン管理システムの可能性を啓き，Linuxの父リーナ
スが開発したGitに注目が集まるようになりました。そしてGitとGitHub
が，現在は主流になっています。
　そうした状況のなか，そろそろ新人さんも開発現場へ実戦投入！..の時
期ではないでしょうか。ソフトウェア開発において，今までと一番違うの
はチームで仕事をすることです。一番大事なのは，ソフトウェアにデグレ
（手戻り）を起こさず品質を向上させること。そのために先輩たちは，Git
やGitHubを活用して仕事をしています。本特集は初心者を対象に，
ちょっと扱いが難しいGitとGitHubをやさしく楽しく解説します。イラス
トは『小悪魔女子大生のサーバエンジニア日記』のaicoさんです！

第2特集
認証システムの定番
OpenLDAPの教科書
　ユーザ管理だけでなく，ネットワーク資産の管理まで，OpenLDAP
（Lightweight Directory Access Protocol）は真の基盤です。SSH
公開鍵，IP電話の集中管理にも利用でき，これがなければネットワーク
は使えないものにないます。ネットワークインフラ技術をマスターしてみ
ませんか？ どこでも通用する技術を身につけることができます。

一般記事
Windows Server 2003からSamba4へ！
Samba4システム移行の極意
　Windows Server 2003のサポート終了が予定されていますが，さま
ざまな問題を抱えています。そのうちの1つが，Sambaを中心としたファ
イル共有です。前号のDNS特集に引き続き第一人者の高橋基信氏が，そ
のシステム移行の極意を示します。システム管理者にとって先送りできな
い問題に真っ正面から回答しております。資料性も高くお勧めです！

B5判・200頁

定価（本体価格1220円＋税）

2015年
6月号 

第1特集
1年目から身につけたい！

チーム開発6つの心得
　エンジニアの仕事はたった1人でできるものではありません。周りの
メンバーと連携しながら，継続して開発していくことが求められます。そ
して，このような現場のチーム開発をうまく回していくためには，良い
コードを書くこと，そして良いコミュニケーションをとることが重要で
す。では，「良いコード」「良いコミュニケーション」とはいったいどのよ
うなものなのでしょうか？本特集では，開発の現場に入ったばかりの新
人エンジニアの方々に向けて良いコード・良いコミュニケーションとは
何かを解説し，それらを実現するための実践的なノウハウを紹介してい
きます。

第2特集

［実践］Atom
GitHubが開発したハッカブルな次世代エディタ
　GitHubが開発したエディタ「Atom」の使い方を解説する特集です。

フロントエンドの技術で外観や操作をカスタマイズ可能なのが特徴で，
本特集でもその方法を詳しく解説します。また，さまざまな機能を追加
できる「パッケージ」を簡単に導入・管理できるしくみを持つのも特徴
の一つです。本特集でも，開発で頻繁に行うGitやGitHubとの連携，コ
ンパイル，テストなどを支援するパッケージの使い方を解説します。

第3特集

Docker実戦投入
設計の原則，本番環境の構築，運用ノウハウ
　本特集では，Dockerを実 運 用で使 用する方法を紹介します。
Dockerはコンテナ型仮想化技術の一つで，まるで自動車をコンテナに
入れてコンテナ船で輸送するように，手元のマシンで動いているアプリ
ケーションをそのままの形で別のマシンまで運ぶことを可能にしてくれ
ます。ただ，Dockerを実運用で使用するためのまとまった情報はまだ
あまりありません。そこで本特集では，Dockerを実戦投入するための
ノウハウを徹底解説していきます。

B5判・176頁

定価（本体価格1480円＋税）

ISBN 978-4-7741-7248-4

vol.86

M A G A Z I N E G U I D E強いチームで
問題に
立ち向かう

スクラム
── 複雑で変化の激しい問題に
　　 対応するためのフレームワーク

KPT
── Keep，Problem，Try

チームでふりかえりを行おう

WEB+DB PRESS plus

スクラム実践入門
─成果を生み出すアジャイルな開発プロセス
貝瀬 岳志，原田 勝信，和島 史典，栗林 健太郎，
柴田 博志，家永 英治　著
A5判・240ページ／定価（2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7236-1

ケプト

（※カバーは前号のものです）
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リンクアップ　著
B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7267-5
Windows用やMac用の「iTunes 12」の使
い方を解説した，初心者向けの解説書。音
楽や動画などのコンテンツの管理から，
Apple IDアカウントの取得や管理，iTunes 
Storeの利用法，iPhone，iPod touchとパ
ソコンとの連携までを解説します。

今すぐ使えるかんたんmini　
iTunes 12 基本＆便利技

オフィスソフト

インターネット アプリケーション

オフィスソフト
今すぐ使えるかんたんEx
PowerPoint［決定版］プロ技セレクション

日花弘子　著/四六判・352頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7272-9
一般のビジネスの現場でよく使われる
Excelの重要関数約200を厳選し，徹底
的に解説しています。よく使う関数をよ
り深く理解するために，実際のサンプル
ファイルで解説します。また，Excel 
2007～2013の各互換関数の動作の違
いなども解説。

オフィスソフト
今すぐ使えるかんたんPLUS+
Excel関数 完全大事典

デザイン・ホームページ作成 デザイン・ホームページ作成

ピクセルハウス　著/B5判・336頁
定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7255-2
Illustrator，Photoshopの基本をきちんと
マスターできるように，必須となる操作を
厳選し，機能概要と簡単なサンプル作成を
短いセンテンスで解説します。サンプル
ファイルはダウンロードサービスで入手可
能。CC/CS6/CS5対応。

世界一わかりやすい 
Illustrator ＆ Photoshop 操作とデザインの教科書
CC/CS6/CS5対応

今すぐ使えるかんたんEx
Word［決定版］プロ技セレクション

リンクアップ　著
四六判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7276-7
人気のコミュニケーションョンツール
「LINE」の入門書。アカウントの取得から
基本操作の解説はもちろん，チャット，会
話，グループトーク，ホーム，タイムライ
ン，ゲームなどわかりやすく紹介。また，心
配点の対策も紹介しています。

ゼロからはじめる【ライン】
LINE スマートガイド

インターネット

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7275-0
最新の画面に対応した「Twitter」の解説
書。ツイートの基本はもちろん，Twitter
を楽しむためのさまざまな機能を網羅
し ， ま た ， 初 心 者 が つ ま づ き が ち な
「フォローしたい人の見つけ方」を手厚
く紹介しています。パソコン＆スマホの
両対応版！

ゼロからはじめる【ツイッター】
Twitter スマートガイド

ingectar-e　著/A5判・128頁/定価（本体2280円＋税）/DVD
ISBN 978-4-7741-7312-2
プラバン，樹脂，レジン，刺繍，布，陶器などで女の子の好きなもの1点
1点手作りして，ぎゅぎゅっと1冊につめこみました。ポップでかわいい
ものから，落ち着いたモノトーンとゴールド，シンプルでおしゃれ，フ
ラットでレトロ……などなど，テイストはさまざま。
ファイル形式は「PSD」「PNG」の2種類。

かわいいハンドメイド素材集

風穴江，神谷加代，塩野禎隆，デジタルポ
ケット　著，編集部　編
B5判・112頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7321-4
こども向けのプログラミングがブームに
なっています。本書は，小中学生を持つ親
御さんを対象に，プログラミングって何？ 
学ばせる必要はあるの？ 子供がやる必要あ
るの？といった疑問に応える1冊です。

プログラミング・データベース
「未来をつくる力」を育てる［ママとパパのための］
こどもプログラミング読本

上田晃司，MOSHbooks　著
B6変形判・208頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7269-9
ミドルクラス一眼レフの人気機種，Nikon
のフルサイズ機D750操作や設定の方法を
くまなく解説し，D750のポテンシャルを
最大限に発揮できるようにするためのガイ
ドブック。ハンディサイズで手軽に持ち運
ぶことができます。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D750 基本＆応用 撮影ガイド

吉住志穂，中村貴史，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7254-5
3年ぶりにフルモデルチェンジし，マニアック
な画質重視ユーザーの要望にも十二分に応え
る機能を装備したE-M5 Mark II。その魅力を
余すところなく伝える本書は，ハンディなが
ら豊富な作例で，カラー版マニュアルとして
ユーザー必携の1冊です。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
オリンパス OM-D E-M5 Mark Ⅱ 基本＆応用 撮影ガイド

オフィスソフト

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

リンクアップ 著
四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7241-5
auのスマートフォン「AQUOS SERIE mini 
SHV31」の初心者向け解説書。通話，メー
ルといった基本的な使い方はもちろん，カ
メラやインターネット，各種Googleサービ
ス，便利なアプリケーションのインストー
ルと使い方も解説します。

ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE mini SHV31スマートガイド

モバイル モバイル

リンクアップ　著/四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7245-3
2015年2月にauから発売予定のスマート
フォン「INFOBAR A03」の初心者向け解
説書。通話，メール，インターネットと
いった基本的な使い方のほか，INFOBAR 
A03独自の機能，アプリケーションのイン
ストールや操作方法なども解説します。

ゼロからはじめる
au INFOBAR A03スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7339-9
2 014 年12 月に 配 信 さ れ た 最 新 の
Android 5.0にアップデートしたNexus 
5の使い方を説明します。文字入力など
の基本操作から，メール，インターネット，
Googleのサービスの使い方，Android 
5.0の新機能までを紹介します。

ゼロからはじめる
Nexus 5スマートガイド

［Android 5.0対応版］

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7330-6
ワイモバイルの「DIGNO C 404KC」お
よび「DIGNO T 302KC」の初心者向け
解説書です。電話としての基本的な使い
方から，独自機能や便利な機能の活用法
までをわかりやすく解説します。

ゼロからはじめる
Y!mobile DIGNO C 404KC/T 302KC 
スマートガイド

モバイル モバイル

リンクアップ　著/B6変形判・192頁
定価（本体1080円＋税）
ISBN 978-4-7741-7278-1
最新のiOS 8に対応した「iPod touch」の
解説書です。新しく追加されたフォトスト
リームやファミリー共有といった機能をはじ
め，iPod touchを楽しむためのさまざまな
アプリや，ワイヤレスで音楽を楽しむ方法な
どを紹介します。

今すぐ使えるかんたんmini
iPod touch 基本＆便利技

［iOS 8対応版］

デザイン・ホームページ作成

門脇香奈子　著/B5変形判・224頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7279-8
簡単で本格的なWebページが作れる人
気のJimdoが2014年8月13日にサー
ビス開始以来初めての大きなUIや機能
の変更を行いました。これらの変更に
合わせた改訂版です。

今すぐ使えるかんたん
Jimdo 無料で手軽に作るホームページ

［改訂新版］ コムロミホ，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7277-4
Panasonicのデジタル一眼カメラ，LUMIX 
GM5とLUMIX GM1Sに対応した解説書。写
真の基礎知識から，プロが教える撮影テクニッ
ク，おすすめの機材紹介まで，盛りだくさんの
内容をポケットサイズに凝縮しました。

今すぐ使えるかんたんmini
LUMIX GM5/GM1S 基本＆応用 撮影ガイド

ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7302-3
5年ぶりにフルモデルチェンジした「Canon 
EOS 7D Mark Ⅱ」。基本的な操作方法か
ら，プロカメラマンが教えるシーン別撮影テ
クニック，表現の幅を広げるためのレンズ選
びのコツなど，最大限活かすための撮影ワザ
を紹介します。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Canon EOS 7D Mark Ⅱ 基本＆応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

株式会社PPwork　著/B5判・128頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7274-3
CD-ROMに収録したサンプルファイ
ルを利用して，仕事に役立つビジネス
文書をかんたんに作成できます。一工
夫で使いやすくできるテクニックや書
類 を ア レ ン ジ す る た め に 必 要 な
PowerPointの操作方法も解説してい
ます。

オフィスソフト
実例満載
PowerPointでできる 定番書類のつくり方

河合浩之　著/A5判・264頁
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7323-8
スライドプレゼンの「タイプ」を明確に
し ， プ レ ゼ ン の 「 構 成 」 を 助 け ，
PowerPointでの「具体的なスライド」
の「具体的なつくりかた」まで踏み込ん
だ，本当に役立つ内容をわかりやすく説
明します。PowerPoint 2013対応。

オフィスソフト
スライドを極めれば
プレゼンは100％成功する！

きたみあきこ　著/B5変形判・320頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7280-4
Excel 2013で強化されたピボットテー
ブルの機能もしっかりと説明していま
す。データの準備の方法から，ピボット
テーブルを使ったさまざまな集計の方
法，集計したデータをグラフ化する方法
までをわかりやすく紹介します。

今すぐ使えるかんたん
Excel ピボットテーブル

鈴木たかのり，清原弘貴，嶋田健志，池内孝啓，関根裕紀，若山史郎　著
B5判・128頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7320-7
Pythonによる開発を行うために知っておきたい知識を1冊にまとめた書籍です。
Pythonの歴史や特徴に始まり，言語入門，開発環境，Web開発，データ活用，環境
構築まで，現場で活躍するために必読の知識をわかりやすくまとめました。

Pythonエンジニア養成読本
［いまどきの開発ノウハウ満載！］

プログラミング・データベース

鈴木雅彦，鈴村嘉右　著
B5変形判・192頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7322-1
データビジュアライゼーションのデザイ
ンパターンをサンプルをもとに，構成す
る要素やビジュアルのキーとなる部分な
どの概要から，作成する際に軸となるポ
イントまでを解説。サンプル例がWebと
してみることができ，概要を容易に理解
できます。

データビジュアライゼーションのデザインパターン20
―混沌から意味を見つける視覚化の理論と導入―

プログラミング・データベース

赤坂玲音　著/B5変形判・416頁
定価（本体3300円＋税）
ISBN 978-4-7741-7303-0
ゲームクリエイターのゲーム開発を効率
化するために，Unityの基本的な操作と
スクリプトの解説をリファレンス形式で
解説します。スクリプトの解説はC#で行
いますが，JavaScriptのサンプルコード
も掲載しています。

エンジニアのためのUnity実践リファレンス
～ ゲーム開発にすぐに役立つスクリプト入門

プログラミング・データベース

松浦健一郎，司ゆき　著
B5変形判・528頁
定価（本体3300円＋税）
ISBN 978-4-7741-7309-2
アクション，シューティング，パズル，
RPGといった幅広いジャンルのゲーム
で見られる特徴的な動きを，豊富な図解
と平易なプログラム例とともに数多く解
説します。本書では主にC++を使用して
います。

ゲームアルゴリズムコレクション 
for iOS

プログラミング・データベース

プログラミング・データベース

川俣晶　著/A5判・408頁
定価（本体2680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7246-0
効率よく作業を進めるにはどうすればよい
か，品質を保証するにはどうすればよい
か，同じ目的のために複数の技術がある場
合はどう使い分ければよいか，ドキュメン
トは何を書けばよいのか……など，入門レ
ベルから実践の場への橋渡しをします。

C#プログラミングの冒険［実践編］
――ただ書けるだけじゃ物足りない!!

プログラミング・データベース

川瀬裕久，古川文生，松尾大，竹澤有貴，
小山哲志，新原雅司　著
B5判・156頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7313-9
可読性の高いコードを書くことができ，
PHP5の最新機能を活かしたモダンな開
発ができるフレームワークであるLaravel
の成り立ちや機能を解説し，Laravel5の
新機能とその特徴をふまえた最新のモダ
ンな開発スタイルを紹介します。

Laravelエキスパート養成読本
[モダンな開発を実現するPHPフレームワーク！]

プログラミング・データベース

吉本　集　著，
ロクナナワークショップ　監修
B5判・336頁/定価（本体2780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7273-6
jQueryをこれから学習する初級者のため
に，jQueryについての基本的な知識，記述
方法，具体的な利用例などを解説します。
「コードの書き換えだけでjQueryが使え
る」「Webサイト制作に使えるコードを多
数紹介」といった点が特徴です。

jQuery　
仕事の現場でサッと使えるデザイン教科書

介護福祉士資格取得支援研究会　著/B5判・328頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7260-6
介護福祉士国家試験対策の2016年版。120のポイントに問題を
分け，学びながら実力試しもできます。最新試験動向と介護保険
関連法の改正など，最新情報満載。最新の試験傾向に合わせた問
題構成で，確実に実力UPできます。2015年1月実施の第27回
試験の最新問題も解答・解説とともにいち早く掲載。2014年試
験と解答解説もダウンロードで提供しています。

資格試験
2016年版　らくらく突破　
介護福祉士試験によくでる問題集

本間克明　著/A5判・352頁
定価（本体2280円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7242-2
医薬品登録販売者試験を受験する方を対象とした「テキストを読
んだその場で問題が解ける」テキスト＋問題集です。厚生労働省
「試験問題の作成に関する手引き」（平成26年11月）に準拠し
ています。登録販売者試験の過去問題を詳細に分析して，受験地
ごとの出題傾向の偏りを標準化。7地域840題の実際の試験問題
の付録CD-ROM付。

資格試験
改訂新版　
登録販売者 合格教本

鈴木光勇　著/A5判・352頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7298-9
Wordを活用するためのテクニック集で
す。基本技や文字入力，書式設定，ページ
設定，印刷といった多くの場面で必要と
なるものから，グラフや表，写真の挿入，
OneDriveなど，状況に応じて必要にな
るものまで，幅広く紹介しています。

［Word 2013/2010対応版］

［Excel 2013/2010/2007対応版］

稲村暢子　著/A5判・352頁
定価（本体1580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7299-6
PowerPointを活用するためのテクニッ
クを厳選して紹介しています。基本的な
技から，「アニメーションの作成」や「プレ
ゼンテーション」まで役立つテクニックが
満載です。さらにPowerPointでA4企画
書を作成する方法も解説しています。

［PowerPoint 2013/2010対応版］

ミック　著/A5判・368頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7301-6
「条件分岐」「集約」「ループ」「結合」「更新」など日常的に実行する処理の良い
書き方・悪い書き方を解説。データベース内部でどう処理が実行されているかを示
す実行計画を読み解くことで，実感を持って理解することを目指します。

SQL実践入門
─高速でわかりやすいクエリの書き方

プログラミング・データベース
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リンクアップ　著
B6変形判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7267-5
Windows用やMac用の「iTunes 12」の使
い方を解説した，初心者向けの解説書。音
楽や動画などのコンテンツの管理から，
Apple IDアカウントの取得や管理，iTunes 
Storeの利用法，iPhone，iPod touchとパ
ソコンとの連携までを解説します。

今すぐ使えるかんたんmini　
iTunes 12 基本＆便利技

オフィスソフト

インターネット アプリケーション

オフィスソフト
今すぐ使えるかんたんEx
PowerPoint［決定版］プロ技セレクション

日花弘子　著/四六判・352頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7272-9
一般のビジネスの現場でよく使われる
Excelの重要関数約200を厳選し，徹底
的に解説しています。よく使う関数をよ
り深く理解するために，実際のサンプル
ファイルで解説します。また，Excel 
2007～2013の各互換関数の動作の違
いなども解説。

オフィスソフト
今すぐ使えるかんたんPLUS+
Excel関数 完全大事典

デザイン・ホームページ作成 デザイン・ホームページ作成

ピクセルハウス　著/B5判・336頁
定価（本体2480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7255-2
Illustrator，Photoshopの基本をきちんと
マスターできるように，必須となる操作を
厳選し，機能概要と簡単なサンプル作成を
短いセンテンスで解説します。サンプル
ファイルはダウンロードサービスで入手可
能。CC/CS6/CS5対応。

世界一わかりやすい 
Illustrator ＆ Photoshop 操作とデザインの教科書
CC/CS6/CS5対応

今すぐ使えるかんたんEx
Word［決定版］プロ技セレクション

リンクアップ　著
四六判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7276-7
人気のコミュニケーションョンツール
「LINE」の入門書。アカウントの取得から
基本操作の解説はもちろん，チャット，会
話，グループトーク，ホーム，タイムライ
ン，ゲームなどわかりやすく紹介。また，心
配点の対策も紹介しています。

ゼロからはじめる【ライン】
LINE スマートガイド

インターネット

リンクアップ　著/四六判・192頁
定価（本体980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7275-0
最新の画面に対応した「Twitter」の解説
書。ツイートの基本はもちろん，Twitter
を楽しむためのさまざまな機能を網羅
し ， ま た ， 初 心 者 が つ ま づ き が ち な
「フォローしたい人の見つけ方」を手厚
く紹介しています。パソコン＆スマホの
両対応版！

ゼロからはじめる【ツイッター】
Twitter スマートガイド

ingectar-e　著/A5判・128頁/定価（本体2280円＋税）/DVD
ISBN 978-4-7741-7312-2
プラバン，樹脂，レジン，刺繍，布，陶器などで女の子の好きなもの1点
1点手作りして，ぎゅぎゅっと1冊につめこみました。ポップでかわいい
ものから，落ち着いたモノトーンとゴールド，シンプルでおしゃれ，フ
ラットでレトロ……などなど，テイストはさまざま。
ファイル形式は「PSD」「PNG」の2種類。

かわいいハンドメイド素材集

風穴江，神谷加代，塩野禎隆，デジタルポ
ケット　著，編集部　編
B5判・112頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7321-4
こども向けのプログラミングがブームに
なっています。本書は，小中学生を持つ親
御さんを対象に，プログラミングって何？ 
学ばせる必要はあるの？ 子供がやる必要あ
るの？といった疑問に応える1冊です。

プログラミング・データベース
「未来をつくる力」を育てる［ママとパパのための］
こどもプログラミング読本

上田晃司，MOSHbooks　著
B6変形判・208頁
定価（本体1480円＋税）
ISBN 978-4-7741-7269-9
ミドルクラス一眼レフの人気機種，Nikon
のフルサイズ機D750操作や設定の方法を
くまなく解説し，D750のポテンシャルを
最大限に発揮できるようにするためのガイ
ドブック。ハンディサイズで手軽に持ち運
ぶことができます。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Nikon D750 基本＆応用 撮影ガイド

吉住志穂，中村貴史，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7254-5
3年ぶりにフルモデルチェンジし，マニアック
な画質重視ユーザーの要望にも十二分に応え
る機能を装備したE-M5 Mark II。その魅力を
余すところなく伝える本書は，ハンディなが
ら豊富な作例で，カラー版マニュアルとして
ユーザー必携の1冊です。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
オリンパス OM-D E-M5 Mark Ⅱ 基本＆応用 撮影ガイド

オフィスソフト

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！新・刊・案・内

リンクアップ 著
四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7241-5
auのスマートフォン「AQUOS SERIE mini 
SHV31」の初心者向け解説書。通話，メー
ルといった基本的な使い方はもちろん，カ
メラやインターネット，各種Googleサービ
ス，便利なアプリケーションのインストー
ルと使い方も解説します。

ゼロからはじめる
au AQUOS SERIE mini SHV31スマートガイド

モバイル モバイル

リンクアップ　著/四六判・224頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7245-3
2015年2月にauから発売予定のスマート
フォン「INFOBAR A03」の初心者向け解
説書。通話，メール，インターネットと
いった基本的な使い方のほか，INFOBAR 
A03独自の機能，アプリケーションのイン
ストールや操作方法なども解説します。

ゼロからはじめる
au INFOBAR A03スマートガイド

モバイル

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7339-9
2 014 年12 月に 配 信 さ れ た 最 新 の
Android 5.0にアップデートしたNexus 
5の使い方を説明します。文字入力など
の基本操作から，メール，インターネット，
Googleのサービスの使い方，Android 
5.0の新機能までを紹介します。

ゼロからはじめる
Nexus 5スマートガイド

［Android 5.0対応版］

技術評論社編集部　著/四六判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7330-6
ワイモバイルの「DIGNO C 404KC」お
よび「DIGNO T 302KC」の初心者向け
解説書です。電話としての基本的な使い
方から，独自機能や便利な機能の活用法
までをわかりやすく解説します。

ゼロからはじめる
Y!mobile DIGNO C 404KC/T 302KC 
スマートガイド

モバイル モバイル

リンクアップ　著/B6変形判・192頁
定価（本体1080円＋税）
ISBN 978-4-7741-7278-1
最新のiOS 8に対応した「iPod touch」の
解説書です。新しく追加されたフォトスト
リームやファミリー共有といった機能をはじ
め，iPod touchを楽しむためのさまざまな
アプリや，ワイヤレスで音楽を楽しむ方法な
どを紹介します。

今すぐ使えるかんたんmini
iPod touch 基本＆便利技

［iOS 8対応版］

デザイン・ホームページ作成

門脇香奈子　著/B5変形判・224頁
定価（本体1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7279-8
簡単で本格的なWebページが作れる人
気のJimdoが2014年8月13日にサー
ビス開始以来初めての大きなUIや機能
の変更を行いました。これらの変更に
合わせた改訂版です。

今すぐ使えるかんたん
Jimdo 無料で手軽に作るホームページ

［改訂新版］ コムロミホ，ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7277-4
Panasonicのデジタル一眼カメラ，LUMIX 
GM5とLUMIX GM1Sに対応した解説書。写
真の基礎知識から，プロが教える撮影テクニッ
ク，おすすめの機材紹介まで，盛りだくさんの
内容をポケットサイズに凝縮しました。

今すぐ使えるかんたんmini
LUMIX GM5/GM1S 基本＆応用 撮影ガイド

ナイスク　著
B6変形判・192頁
定価（本体1380円＋税）
ISBN 978-4-7741-7302-3
5年ぶりにフルモデルチェンジした「Canon 
EOS 7D Mark Ⅱ」。基本的な操作方法か
ら，プロカメラマンが教えるシーン別撮影テ
クニック，表現の幅を広げるためのレンズ選
びのコツなど，最大限活かすための撮影ワザ
を紹介します。

デジタルカメラ
今すぐ使えるかんたんmini
Canon EOS 7D Mark Ⅱ 基本＆応用 撮影ガイド

デジタルカメラ

株式会社PPwork　著/B5判・128頁
定価（本体1980円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7274-3
CD-ROMに収録したサンプルファイ
ルを利用して，仕事に役立つビジネス
文書をかんたんに作成できます。一工
夫で使いやすくできるテクニックや書
類 を ア レ ン ジ す る た め に 必 要 な
PowerPointの操作方法も解説してい
ます。

オフィスソフト
実例満載
PowerPointでできる 定番書類のつくり方

河合浩之　著/A5判・264頁
定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7323-8
スライドプレゼンの「タイプ」を明確に
し ， プ レ ゼ ン の 「 構 成 」 を 助 け ，
PowerPointでの「具体的なスライド」
の「具体的なつくりかた」まで踏み込ん
だ，本当に役立つ内容をわかりやすく説
明します。PowerPoint 2013対応。

オフィスソフト
スライドを極めれば
プレゼンは100％成功する！

きたみあきこ　著/B5変形判・320頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7280-4
Excel 2013で強化されたピボットテー
ブルの機能もしっかりと説明していま
す。データの準備の方法から，ピボット
テーブルを使ったさまざまな集計の方
法，集計したデータをグラフ化する方法
までをわかりやすく紹介します。

今すぐ使えるかんたん
Excel ピボットテーブル

鈴木たかのり，清原弘貴，嶋田健志，池内孝啓，関根裕紀，若山史郎　著
B5判・128頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7320-7
Pythonによる開発を行うために知っておきたい知識を1冊にまとめた書籍です。
Pythonの歴史や特徴に始まり，言語入門，開発環境，Web開発，データ活用，環境
構築まで，現場で活躍するために必読の知識をわかりやすくまとめました。

Pythonエンジニア養成読本
［いまどきの開発ノウハウ満載！］

プログラミング・データベース

鈴木雅彦，鈴村嘉右　著
B5変形判・192頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7322-1
データビジュアライゼーションのデザイ
ンパターンをサンプルをもとに，構成す
る要素やビジュアルのキーとなる部分な
どの概要から，作成する際に軸となるポ
イントまでを解説。サンプル例がWebと
してみることができ，概要を容易に理解
できます。

データビジュアライゼーションのデザインパターン20
―混沌から意味を見つける視覚化の理論と導入―

プログラミング・データベース

赤坂玲音　著/B5変形判・416頁
定価（本体3300円＋税）
ISBN 978-4-7741-7303-0
ゲームクリエイターのゲーム開発を効率
化するために，Unityの基本的な操作と
スクリプトの解説をリファレンス形式で
解説します。スクリプトの解説はC#で行
いますが，JavaScriptのサンプルコード
も掲載しています。

エンジニアのためのUnity実践リファレンス
～ ゲーム開発にすぐに役立つスクリプト入門

プログラミング・データベース

松浦健一郎，司ゆき　著
B5変形判・528頁
定価（本体3300円＋税）
ISBN 978-4-7741-7309-2
アクション，シューティング，パズル，
RPGといった幅広いジャンルのゲーム
で見られる特徴的な動きを，豊富な図解
と平易なプログラム例とともに数多く解
説します。本書では主にC++を使用して
います。

ゲームアルゴリズムコレクション 
for iOS

プログラミング・データベース

プログラミング・データベース

川俣晶　著/A5判・408頁
定価（本体2680円＋税）
ISBN 978-4-7741-7246-0
効率よく作業を進めるにはどうすればよい
か，品質を保証するにはどうすればよい
か，同じ目的のために複数の技術がある場
合はどう使い分ければよいか，ドキュメン
トは何を書けばよいのか……など，入門レ
ベルから実践の場への橋渡しをします。

C#プログラミングの冒険［実践編］
――ただ書けるだけじゃ物足りない!!

プログラミング・データベース

川瀬裕久，古川文生，松尾大，竹澤有貴，
小山哲志，新原雅司　著
B5判・156頁/定価（本体1980円＋税）
ISBN 978-4-7741-7313-9
可読性の高いコードを書くことができ，
PHP5の最新機能を活かしたモダンな開
発ができるフレームワークであるLaravel
の成り立ちや機能を解説し，Laravel5の
新機能とその特徴をふまえた最新のモダ
ンな開発スタイルを紹介します。

Laravelエキスパート養成読本
[モダンな開発を実現するPHPフレームワーク！]

プログラミング・データベース

吉本　集　著，
ロクナナワークショップ　監修
B5判・336頁/定価（本体2780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7273-6
jQueryをこれから学習する初級者のため
に，jQueryについての基本的な知識，記述
方法，具体的な利用例などを解説します。
「コードの書き換えだけでjQueryが使え
る」「Webサイト制作に使えるコードを多
数紹介」といった点が特徴です。

jQuery　
仕事の現場でサッと使えるデザイン教科書

介護福祉士資格取得支援研究会　著/B5判・328頁
定価（本体2280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7260-6
介護福祉士国家試験対策の2016年版。120のポイントに問題を
分け，学びながら実力試しもできます。最新試験動向と介護保険
関連法の改正など，最新情報満載。最新の試験傾向に合わせた問
題構成で，確実に実力UPできます。2015年1月実施の第27回
試験の最新問題も解答・解説とともにいち早く掲載。2014年試
験と解答解説もダウンロードで提供しています。

資格試験
2016年版　らくらく突破　
介護福祉士試験によくでる問題集

本間克明　著/A5判・352頁
定価（本体2280円＋税）/CD-ROM
ISBN 978-4-7741-7242-2
医薬品登録販売者試験を受験する方を対象とした「テキストを読
んだその場で問題が解ける」テキスト＋問題集です。厚生労働省
「試験問題の作成に関する手引き」（平成26年11月）に準拠し
ています。登録販売者試験の過去問題を詳細に分析して，受験地
ごとの出題傾向の偏りを標準化。7地域840題の実際の試験問題
の付録CD-ROM付。

資格試験
改訂新版　
登録販売者 合格教本

鈴木光勇　著/A5判・352頁
定価（本体1280円＋税）
ISBN 978-4-7741-7298-9
Wordを活用するためのテクニック集で
す。基本技や文字入力，書式設定，ページ
設定，印刷といった多くの場面で必要と
なるものから，グラフや表，写真の挿入，
OneDriveなど，状況に応じて必要にな
るものまで，幅広く紹介しています。

［Word 2013/2010対応版］

［Excel 2013/2010/2007対応版］

稲村暢子　著/A5判・352頁
定価（本体1580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7299-6
PowerPointを活用するためのテクニッ
クを厳選して紹介しています。基本的な
技から，「アニメーションの作成」や「プレ
ゼンテーション」まで役立つテクニックが
満載です。さらにPowerPointでA4企画
書を作成する方法も解説しています。

［PowerPoint 2013/2010対応版］

ミック　著/A5判・368頁/定価（本体2580円＋税）
ISBN 978-4-7741-7301-6
「条件分岐」「集約」「ループ」「結合」「更新」など日常的に実行する処理の良い
書き方・悪い書き方を解説。データベース内部でどう処理が実行されているかを示
す実行計画を読み解くことで，実感を持って理解することを目指します。

SQL実践入門
─高速でわかりやすいクエリの書き方

プログラミング・データベース
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　近頃、こどもにもプログラミングを学

習させようという機運が高まっていま

す。こども向けプログラミングスクール

が増えてきたり、中学の技術家庭科で

プログラミングが必修になったりしてい

るのです。身のまわりにあふれるコン

ピュータを真の意味で使いこなすには、

プログラミングスキルは必須だと言っ

てよいでしょう。

　こどもがプログラミングを学ぶツー

ルとしては「Scratch」が有名です。ブ

ロックを積むことで直感的にプログラ

ムを作っていくもので、Raspberry Pi

を動かすなど、ハイレベルなこともでき

ます。

　今回紹介するのは、「プログラミン」

という文科省のWebアプリです。

Scratchより機能は少ないですが、か

わいいモンスターの形をしたブロック

を使い、楽しくプログラミングができる

よう工夫されています。ちょっとがんば

れば、簡単なゲームも作れますし、作っ

たプログラムを公開することもできま

す。ブラウザ上で動作するのでインス

トールは不要で、手軽に始められます。

　実際の画面を見てみましょう。プログ

ラミンは、絵を動かすために、絵にアイ

コンをくっつけます。アイコンの形や名

前が役割を表しています。例えば「ヒダ

リン」は左向き矢印の形をしており、絵

を左に動かします。図1は、ねこの絵に

ヒダリンをドラッグしてくっつけようと

しているところです。くっつけると、図

2のようにブロック状に形が変わり、パ

ラメータを変更できるようになります。

この要領で、どんどんアイコンを積み上

げていくわけです。

　

なおプログラミンには、2015年3月末

よりログインモードが追加されました。

ログインモードではデータをサーバ上

に保存するため、家でも学校でも、どこ

でも続きができるようになりました。ま

た、複数ユーザが一つのPCをシェアす

るような場合にも、データを分けて保存

でき、より便利に使いやすくなっていま

す。

　こどもがプログラミングを学習する

ことで、論理的思考力・問題解決能力が

鍛えられると言われています。確かにそ

れらの効能もありますが、自分のアイ

ディアが形になって、思い通りに動かせ

るという体験ができることが、一番の成

果なのではないかと思います。

つくってあそべるプログラム
こどもが楽しむ
「プログラミン」入門

岡嶋 裕史　著／B5変形判・144ページ
定価（1780円＋税）
ISBN 978-4-7741-7343-6

　当社の書籍は全国の書店でお買い求めいただけます。お近くの書店に在庫がない場合には、書店員さんにご注文していただけれ
ば、送料無料でお取り寄せいただけます。
　また、本誌で紹介した書籍を、Amazon.co.jpやセブンアンドワイなどのオンライン書店で簡単にお求めいただけるように、当社
Webサイトでは紹介した書籍を各オンライン書店へのリンクとともに掲載しています。ぜひご利用ください。

図書のお求めは全国の書店、またはオンライン書店で！

Web検索から当社Webサイトをご利用する場合には、検索サイトで次のように検索してください。

または、ブラウザのアドレスバーに次のURLを入力してください。

技評書籍雑誌の購入 検  索

http://gihyo.jp/book/p

本誌「電脳会議」はPDFでも配布しています。ブラウザのアドレスバーに、
http://dennou.gihyo.jp/と入力して開いたWebページをご参照ください。

http://www.gihyo.co.jp技術評論社のWebサイト

次回「電脳会議 Vol.167」は
7月25日発行予定

図1

図2

かんたん！ 

たのしい！
かんたん！ 

たのしい！

こどもだって
　プログラミング

とっつきやすい
　プログラミン

ものをつくるって
　楽しいこと

こ ど も が

はじ
め る


