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プログラミング言語関連
1 1 6冊揃価格

同時1アクセス(本体)：¥731,280 同時3アクセス(本体)：¥1,498,860

■ 理 工 系 分 野 別 セ レ ク シ ョ ン ■

新世代Javaプログラミングガイド
[Java SE 10/11/12/13と言語拡張プロジェク] 

(impress top gear) 

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784295008477 

著編者名 Mala Guptah/著 柴田 芳樹/訳 発行年 2020 商品コード -

本書では「Java SE 10～13の新機能」と「開発中の機能」を解説。「ローカル変数での型推論」「アプリケーション・クラスデータ共有」「フライトレコーダ」
「switch式」「データクラス」など、さまざまな機能を取り上げています。機能の内容だけでなく、背景、使い方、ユースケースも適宜、説明。また、翻訳時点の
状況に合わせて原著の内容を見直し、Java 13／14への言及を追加したり、訳注を付けたりしています。本書は、機能拡張のサイクルを加速させるJava SE
のアップデートを確認したい読者にとって、最適な一冊です。

いちばんやさしいJavaScriptの教本 ―人気講師
が教えるWebプログラミング入門―第2版

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 

冊子版ISBN 9784295005926 

著編者名 岩田 宇史 発行年 2019 商品コード 1029973262

本書は「JavaScriptを使って簡単なアプリケーションを作成できる」「JavaScriptの基本や仕組みを体系的に理解できる」という2点をゴー
ルとして、その目的を達成するために、必要な知識を順番に学んでいける一冊。特に初心者がつまずきがちなプログラミングの基本「変
数」や「関数「条件分岐」「繰り返し処理」などについては、図解をまじえて丁寧に解説する。

これから学ぶJavaScript

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784295004097 

著編者名 齊藤 新三 発行年 2018 商品コード 1028057615

サンプルプログラムのダウンロードが可能です。詳細は「本書の使い方」13ページをご参照ください。 本書は、これからJavaScriptプログラミングをはじめた
いと考えている初心者のための入門書です。プログラミング初心者が「プログラミングとは何か」「JavaScriptが活躍するWebの世界はどのように動いているの
か」を理解できるよう、その説明から始め、JavaScriptプログラミングの土台となる力を養えるようにサポートします。また、本書はプログラミング初心者を前提と
するため、やや上級の内容などは割愛しました。

見ひらきで学べるJavaプログラミング

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764905979 

著編者名 古井 陽之助 発行年 2019 商品コード 1030815338

プログラミングをまったく知らない初学者でも挫折しないよう、語りかけるようなやさしい文章で解説する。1つの話題が見開きで完結して
おり、ステップバイステップで学べる。また、側注で用語等の解説を行い、発展的な話は、「発展」と宣言することにより、不安感を取り除
くよう工夫した。

オブジェクト指向Javaプログラミング入門 第2版

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784764904958 

著編者名 多田 昌裕 発行年 2018 商品コード 1027296250

著者らの実践した授業内容を基に、各章末に演習問題を配し、また側注でアシストを行ない、初学者が迷わず学べるよう工夫してある。
最終章では、アドバンスなプログラミング手法も解説する。オブジェクト指向ブログラミングをしっかり学ぶ読者には必携の書である。
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実践!GeneXusによるシステム開発
―開発ノウハウをドリル形式で集約―

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784844398653 

著編者名 JBCC株式会社 発行年 2018 商品コード 1028860006

GeneXusによるシステム開発のノウハウをドリル形式で紹介!!

OpenStack Swiftによる
オブジェクトストレージ入門
（Cloudシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784844396222 

著編者名 山縣 陽 発行年 2014 商品コード 1028546326

国内初のOpenStack Swift解説書

Visual BasicによるKinect基本プログラミング
（Think IT books）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784844395799 

著編者名 薬師寺 国安 発行年 2013 商品コード 1028546201

本書ではVisual BasicでWPFアプリケーションを開発する基本のサンプルを通じて、Kinectの導入からどのようなことができるのかを理
解していきます。

はじめての3DCGプログラミング
―例題で学ぶPOV-Ray―（近代科学社Digital）

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥4,752 

同時3アクセス(本体) ¥9,504 

冊子版ISBN 9784764960060 

著編者名 山住 富也 発行年 2020 商品コード 1031439212

本書は、3DCG描画フリーウェア“POV-Ray”を使ってプログラミングを学習するための、初学者向けの教科書です。まず、3DCGを構
成する要素や3次元の座標系などの基礎を学びます。続いて、基本的な図形の描画を通して、3DCGプログラミングに徐々に慣れ親
しみます。次に、制御や演算等のさまざまなプログラミングの要素を学んでいき、最終的にはCGアニメーションのプログラムが作成で
きるようになります。

組込み開発のための実践的プログラミング

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784764905610 

著編者名 鷹合 大輔 発行年 2018 商品コード 1027441294

本書は、金沢工業大学で長年にわたり組込み教育に関わった著者らが、その経験から得た知見を整理したものである。小規模のマ
イコンを徹底的に活用する中で、組込みプログラムの基礎技術を学べる構成となっている。独習者、高専、大学の授業、および企業
研修での利用を想定しつつ、現役の技術者にも有益なヒントを得られるよう工夫してある。演習問題も数多く配してあり、まさに実践的
に学べる。

C言語で学ぶコンピュータ科学と
プログラミング

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764905344 

著編者名 小高 知宏 発行年 2017 商品コード 1024523336

本書は，コンピュータの本質である「手続き的処理」の理解を目標とし，具体的なC言語の例題を通してプログラミングの基礎を学ぶた
めの演習書である．工学系分野の学生及び初学者を対象とし，工学のさまざまな分野で素養として要求されるコンピュータ科学とプロ
グラミングの基礎知識を，C言語の演習を通して無理なく習得できるよう工夫する．
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

Scratch本格入門
命令機能詳細・プログラミング作法・デバッグがわかる

多田 憲孝 2020 9784844378983 ¥5,940 ¥11,880 -

はじめて学ぶバイナリ解析 小林 佐保 2020 9784844378495 ¥6,600 ¥13,200 -

日本語版Unity 2019 C#プログラミング入門 多田 憲孝 2019 9784844378273 ¥7,260 ¥14,520 1031338993 

Excelマクロで覚えるプログラミングの勘所 野堀 岳男 2016 9784844397250 ¥3,630 ¥7,260 1028546344 

OnDeck Booksシリーズ
（NextPublishing）

Rubyで数独 ―AIプログラミング入門―

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764905276 

著編者名 佐藤 理史 発行年 2016 商品コード 1023746046

めざせAIプログラマー! 「激辛数独」をけちらせ! Rubyの入門が終わった人を対象とした、AIプログラミング指南書。「数
独」を題材に、AIプログラムの手法を具体的に伝授する。

楽しいプログラミング
―オブジェクト指向言語Rubyを使って―

増補改訂新版（NextPublishing）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784844396383 

著編者名 小波 秀雄 発行年 2014 商品コード 1028499581

オブジェクト指向言語Rubyで、楽しく学ぶプログラミング
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

スッキリわかるJava入門 第3版 中山 清喬 2019 9784295007807 ¥8,580 ¥17,160 1031137148 

スッキリわかるPython入門 国本 大悟 2019 9784295006329 ¥7,920 ¥15,840 1030590890 

スッキリわかるサーブレット&JSP入門 第2版 国本 大悟 2019 9784295005940 ¥9,240 ¥27,720 1029973263 

スッキリわかるSQL入門 ―ドリル222問付き!―第2版 中山 清喬 2018 9784295005094 ¥9,240 ¥18,480 1029342087 

スッキリわかるC言語入門 中山 清喬 2018 9784295003687 ¥8,910 ¥17,820 1027910675 

プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 関 連

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

スラスラ読める Java ふりがなプログラミング リブロワークス 2020 9784295008552 ¥6,600 ¥13,200 -

スラスラ読めるRubyふりがなプログラミング リブロワークス 2019 9784295005902 ¥6,600 ¥19,800 1029973259 

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 2019 9784295005575 ¥6,600 ¥19,800 1029728118 

スラスラ読める PHP ふりがなプログラミング リブロワークス 2019 9784295007678 ¥6,600 ¥19,800 1030990101 

スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング リブロワークス 2018 9784295003854 ¥5,478 ¥10,956 1027875531 

スッキリわかるシリーズ

スラスラ読めるシリーズ

5冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥31,878 ¥83,556 

5冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥43,890 ¥97,020 
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InDesign自動化サンプルプログラム
逆引きリファレンス 上 （Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784844396840 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2019 商品コード 1030361006

自動化すればInDesignの作業が驚くほどはかどる

InDesign自動化サンプルプログラム
逆引きリファレンス 下 （Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784844396857 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2019 商品コード 1030361007

自動化すればInDesignの作業が驚くほどはかどる

After Effects自動化サンプルプログラム :上
electronic bk （Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784844397595 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2017 商品コード 1028546319

After Effects等+JavaScript自動化に関する本は世界にこの1冊だけ。

After Effects自動化サンプルプログラム 下
（Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784844397601 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2017 商品コード 1028546320

After Effects等+JavaScript自動化に関する本は世界にこの1冊だけ。

Photoshop自動化 基本編
（Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784844396673 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2015 商品コード 1020238023

PhotoshopとJavaScriptを組み合わせることで、より強力な自動処理を行うことができるようになります。本書では基本的な処理をメインに解
説し、一部応用的なサンプルと解説も用意しています。

Premiere Pro&Media Encoder自動化サンプル集
（Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥6,930 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784802090476 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2015 商品コード 1028546321

Premiereを自動化しよう！

Adobe JavaScript開発の必須ツール
（Adobe JavaScriptシリーズ . ExtendScript Toolkit(ESTK) 基本編）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥6,270 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784844396130 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2014 商品コード 1020238024

デザイナー、イラストレーター、DTPオペレーターなどAdobeユーザーのための作業を自動化するAdobe JavaScript。本書で解説する
ExtendScript ToolkitはそのAdobe JavaScriptの開発のために用意された制作、実行、デバッグツールです。初めての方でも容易にスクリ
プトが開発できるよう、JavaScriptの基本から解説しています。

Illustrator自動化 基本編
（Adobe JavaScriptシリーズ）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784844396499 

著編者名 古籏 一浩 発行年 2014 商品コード 1020238022

Adobe JavaScriptを使ってIllustratorの作業を自動化するための解説書です。デザイナー、イラストレータなどを対象に、一般的によく使わ
れるIllustratorの操作330のスクリプトを32のジャンルに分けて掲載し、それぞれ解説しています。Illustratorユーザーの作業の効率化、省
力化に大きく役立ちます。
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ゲームを作りながら楽しく学べるC#テスト
駆動開発 （Future coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784844396949 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2019 商品コード 1030682596

より高品質なプログラムを作成するリズムを実感する

続 ドリル形式で楽しく学ぶProcessing-Java 
（NextPublishing , Future Coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784844398677 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2019 商品コード 1031339007

ドリルでプログラミングの基礎を確実に身につけよう

続 ドリル形式で楽しく学ぶProcessing-Python 
（NextPublishing , Future Coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784844378112 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2019 商品コード 1031338981

ドリルでプログラミングの基礎を確実に身につけよう

ドリル形式で楽しく学ぶProcessing-Java 
（Future coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784844398660 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2018 商品コード 1030447025

ドリルでプログラミングの基礎を確実に身につけよう

ゲームを作りながら楽しく学べる
HTML5+CSS+JavaScriptプログラミング 改訂版
（Future coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784844397519 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2017 商品コード 1028546331

ブラウザですぐ始められる高校生のためのプログラミング入門

JavaScriptゲームプログラミング
―知っておきたい数学と物理の基本―

（Future coders）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784844397557 

著編者名 田中 賢一郎 発行年 2017 商品コード 1028546329

JavaScriptで学ぶ数学と物理の基本
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はじめてのJavaプログラミング
（楽しく学ぶJava入門 1日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090322 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546262

一週間で学ぶJava言語

変数と基本データ型
（楽しく学ぶJava入門 2日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090339 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546263

一週間で学ぶJava言語

オブジェクトと文字列の基本操作
（楽しく学ぶJava入門 3日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090414 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546264

オブジェクトの取り扱いをマスターしよう

配列とコレクションクラスの操作
（楽しく学ぶJava入門 4日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090421 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546265

ひとまとまりのデータをまとめて管理しよう

いろいろな制御構造
（楽しく学ぶJava入門 5日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090445 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546266

プログラムは必ずしも上から下に進むわけではない

ストリームとファイルの読み書き
（楽しく学ぶJava入門 6日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090452 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546267

ファイル操作の基本を理解しよう

メソッドの定義とオリジナルのクラスの作成
（楽しく学ぶJava入門 7日目）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784802090469 

著編者名 大津 真 発行年 2015 商品コード 1028546268

本格的なオブジェクト指向の世界へ

楽しく学ぶJava入門
7冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥16,170 ¥32,340 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

プログレッシブウェブアプリPWA開発入門
―いま注目の最新Web技術、PWAをわかりやすく解説。―

柴田 文彦 2018 9784844398196 ¥5,280 ¥10,560 1028546248 

実践Expo ―React NativeとFirebaseで、SNSアプリを最速
ストアリリース!―

前田 翼 2018 9784844398752 ¥8,250 ¥16,500 1030447028 

プログラミングの基本がJavaScriptで学べる本 佐藤 信正 2017 9784844397847 ¥2,970 ¥5,940 1028546247 

簡単にできるweb開発CSP入門
―高速のオブジェクト指向データベースを使ってみよう―

山本 和子 2017 9784844397960 ¥5,940 ¥11,880 1028546269 

楽しく学ぶJava入門 ―合本― 大津 真 2016 9784802090742 ¥5,940 ¥11,880 1028546261 

Kinect v2楽しいプログラミング入門 大田 昌幸 2015 9784844396772 ¥2,970 ¥5,940 1028546196 

JavaScriptでインタラクティブ3Dコンテンツを作ろう
―Kinect+jThree+Milkcocoaを使って東北ずん子と踊る―

大田 昌幸 2015 9784802090261 ¥5,940 ¥11,880 1028546194 

SPARQL ―オープンデータ時代の標準Web API― 加藤 文彦 2015 9784802090438 ¥4,620 ¥9,240 1028546214 

Objective-Cの要点 ―iOSアプリ開発の基本中の基本― 柴田 文彦 2014 9784844396147 ¥4,290 ¥8,580 1028546335 

Adobe JavaScriptリファレンス 古籏 一浩 2013 9784844395959 ¥10,560 ¥21,120 1020238021 

プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 関 連

New thinking 
and new ways シリーズ

（NextPublishing）
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

Nuxt.jsとPythonで作る！ぬるさくAIアプリ開発入門 深野 嗣 2020 9784844378129 ¥7,920 ¥15,840 -

RustではじめるOpenGL 山口 聖弘 2020 9784844378556 ¥6,600 ¥13,200 -

Spinnaker入門 大澤 秀一 2020 9784844378464 ¥6,930 ¥13,860 -

実践入門 Kubernetesカスタムコントローラーへの道 磯 賢大 2020 9784844378549 ¥6,600 ¥13,200 -

個人開発をはじめよう！クリエイター25人の実践エピソード ゆずたそ 2020 9784844378143 ¥6,600 ¥13,200 -

もっと実践！サーバーサイドKotlin FORTE 2020 9784844378631 ¥6,600 ¥13,200 -

データベース初心者のためのPostgreSQL教室 目黒 聖 2020 9784844378563 ¥8,250 ¥16,500 -

LaravelとNuxtではじめるSNSシェアアプリ開発 寺田 晃大 2020 9784844378662 ¥6,600 ¥13,200 -

スターティングgRPC 武上 将樹 2020 9784844378457 ¥6,600 ¥13,200 -

AWS音声活用術！Amazon Connect実践入門 Bladean Mericle 2020 9784844378655 ¥6,600 ¥13,200 -

kubectl完全逆引きリファレンス 太田 佳敬 2020 9784844378709 ¥6,600 ¥13,200 -

JavaScriptCoreで遊ぼう 熊谷 友宏 2020 9784844378839 ¥6,600 ¥13,200 -

Elixirへのいざない 川邑 リュウ 2020 9784844378808 ¥6,600 ¥13,200 -

Vimが好きになる本 ゴリラ 2020 9784844378792 ¥6,600 ¥13,200 -

GitHub Actions 実践入門 宮田 淳平 2020 9784844378716 ¥6,600 ¥13,200 -

プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 関 連

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

レベルアップNode.js 佐々木 勝広 2020 9784844378587 ¥6,600 ¥13,200 -

KnativeとIngress Gateway 杉田 寿憲 2020 9784844378723 ¥6,600 ¥13,200 -

Netlifyで始めるサーバーレス開発 竹本 雄貴 2019 9784844398738 ¥5,280 ¥10,560 1030361001 

Chrome Developer Tools入門 渋田 美里 2019 9784844398882 ¥5,280 ¥10,560 1030361003 

Android StudioではじめるARCore入門 鈴木 裕太朗 2019 9784844398820 ¥5,280 ¥10,560 1030682602 

わたしとぼくのPL/pgSQL 目黒 聖 2019 9784844398271 ¥5,280 ¥10,560 1030682605 

Splunk Appのつくりかた ダッシュボードApp編 江口 佳記 2019 9784844398868 ¥5,280 ¥10,560 1030682600 

How to Develop Flutter Apps 南里 勇気 2019 9784844396888 ¥5,940 ¥11,880 -

レベルアップPHP ～言語を理解して中級者へ～ 佐々木 勝広 2019 9784844396901 ¥6,600 ¥13,200 -

Firebaseによるサーバーレスシングルページアプリケーション 小島 佑一 2019 9784844398998 ¥5,280 ¥10,560 1030682597 

後悔しないためのVueコンポーネント設計 中島 直博 2019 9784844398691 ¥5,280 ¥10,560 1030682603 

ほぼPythonだけでサーバーレスアプリをつくろう 長谷場 潤也 2019 9784844398974 ¥5,940 ¥11,880 1031339010 

PHPでもサーバーレス!AWS Lambda Custom Runtime入門 木村 俊彦 2019 9784844378068 ¥5,280 ¥10,560 1031338978 

0から始める!簡単!FreeNAS構築チュートリアル! 仲亀 拓馬 2019 9784844398288 ¥5,280 ¥10,560 1031339006 

あと一歩深い情報を得るためのロードマップ
―Office Open XMLフォーマットガイド―

折戸 孝行 2019 9784844378235 ¥5,940 ¥11,880 1031338991 

プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 関 連

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

NuxtとGoではじめるWebアプリ開発 寺田 晃大 2019 9784844378396 ¥5,280 ¥10,560 1031339000 

入門!実践!サーバーサイドKotlin 横山 恭大 2019 9784844378426 ¥5,280 ¥10,560 1031339002 

初心者でも大丈夫!!IonicとFirebaseでゼロからはじめるアプリ開発 柳原 新 2019 9784844398707 ¥5,280 ¥10,560 1030360998 

Extensive Xamarin ―ひろがるXamarinの世界― 榎本 温 2018 9784844398103 ¥4,950 ¥9,900 1028546377 

Scalaをはじめよう! ―マルチパラダイム言語への招待― 伊藤 竜一 2018 9784844398127 ¥5,280 ¥10,560 1028546386 

Pragmatic Opal
―Rubyで作るブラウザアプリケーション開発ガイド―

大崎 瑶 2018 9784844398141 ¥3,960 ¥7,920 1028546385 

TypeScriptで作るシングルページアプリケーション 鈴木 潤 2018 9784844398158 ¥4,620 ¥9,240 1028546387 

Hello!!Vue.js ―最新プログレッシブフレームワーク入門― 那須 理也 2018 9784844398264 ¥4,290 ¥8,580 1028546379 

OpenLayers4で遊ぼう ―無料の地図データをWebに表示!― 佐藤 奈々子 2018 9784844398233 ¥3,300 ¥6,600 1028546384 

JavaScript AST入門
―ソースを解析・加工して生産性に差をつける!―

佐々木 俊介 2018 9784844398226 ¥5,280 ¥10,560 1028546382 

iOSアプリ開発デザインパターン入門 千葉 大志 2018 9784844398325 ¥5,280 ¥10,560 1028546381 

Hello!!Nuxt.js
―Vue.jsでつくるユニバーサルアプリ構築フレームワーク解説書!―

那須 理也 2018 9784844398400 ¥5,280 ¥10,560 1028546378 

Auth0で作る!認証付きシングルページアプリケーション 土屋 貴裕 2018 9784844398417 ¥5,280 ¥10,560 1028860008 

Haskellで作るWebアプリケーション
―遠回りして学ぶYesod入門―

岡本 和樹 2018 9784844398516 ¥5,280 ¥10,560 1028860011 

現場で使えるVue.js tips集 渋田 達也 2018 9784844398431 ¥5,280 ¥10,560 1028860009 

プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 関 連

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス 改訂新版 渡邉 達明 2018 9784844398615 ¥5,280 ¥10,560 1028860016 

ネコミミでもわかるフロントエンド開発環境構築 汐瀬 なぎ 2018 9784844398592 ¥4,620 ¥9,240 1028860014 

Swiftで書いておぼえるTDD 田中 賢治 2018 9784844398585 ¥4,620 ¥9,240 1028860013 

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ 窓川 ほしき 2018 9784844398554 ¥5,280 ¥10,560 1030447015 

Visual Studio Codeデバッグ技術 森下 篤 2018 9784844398622 ¥5,280 ¥10,560 1030447016 

実践 Android Data Binding 坂口 亮太 2018 9784844398721 ¥5,280 ¥10,560 1030447017 

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script活用入門
2018年最新改訂版

中山 貴幸 2018 9784844398561 ¥5,280 ¥10,560 1030447019 

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発 下畑 翔 2018 9784844398783 ¥5,280 ¥10,560 1030447020 

テストが書けない人のAndroid MVP 高畑 匡秀 2018 9784844398714 ¥4,620 ¥9,240 1030447022 

比較して学ぶRxSwift入門 高橋 凌 2018 9784844398790 ¥5,280 ¥10,560 1030447024 

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダンプログラミング― 佐々木 俊介 2017 9784844397885 ¥3,300 ¥6,600 1028546396 

Essential Xamarin ―ネイティブからクロスプラットフォームまで
モバイル.NETの世界―

榎本 温 2017 9784844397915 ¥7,590 ¥15,180 1028546376 

ソフトウェア技術者のためのFPGA入門 機械学習編 石原 ひでみ 2017 9784844398004 ¥5,940 ¥11,880 1028546392 

技術の泉 シ リ ー ズ
（NextPublishing）


