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No 受入日 配置場所 資料ID 請求記号 巻号 資料情報 レベル 分野 OPAC_URL

1 2019/4/17 理図書 12038757 007.64||L96
入門Python3 / Bill Lubanovic著 ; 長尾高弘訳. -- オライリー・
ジャパン.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0332626
5

2 2022/3/16 理図書 12114644 007.64||L96b
入門Python 3 / Bill Lubanovic著 ; 長尾高弘訳. -- 第2版. -- オラ
イリー・ジャパン.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03708250

3 2019/4/17 理図書 12038758 007.64||A41
独学プログラマー : Python言語の基本から仕事のやり方まで / コー
リー・アルソフ著 ; 清水川貴之監訳. -- 日経BP社.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0356704
9

4 2020/6/3 理図書 12067316 007.64||V26c
Pythonチュートリアル / Guido van Rossum著 ; 鴨澤眞夫訳. --
第3版. -- オライリー・ジャパン.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0336807
7

5 2020/6/3 理図書 12067322 007.64||Ma86
「決定版」わかるPython / 松浦健一郎, 司ゆき著. -- SBクリエイ
ティブ, 2018.5.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0358442
7

6 2023/4/6 理図書 12143598 007.64||Ma94

ゲーム開発・データ可視化・Web開発 / Eric Matthes著 ; 鈴木たか
のり, 安田善一郎訳. -- 技術評論社, 2020.9. -- (最短距離でゼロか
らしっかり学ぶPython入門 / Eric Matthes著 ; 鈴木たかのり, 安田
善一郎訳 ; 実践編).

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367755
8

7 2023/4/6 理図書 12143599 007.64||Sh18 新・明解Python入門 / 柴田望洋著. -- SBクリエイティブ, 2019.5. ★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0362828
4

8 2019/4/17 理図書 12038759 007.64||Y19b

JavaScript本格入門 : モダンスタイルによる基礎から現場での応用
まで : "なんとなく書ける"で終わらせず、変わりゆくスタイルを本質
から理解して、効率的なモノ作りを実現するために。 / 山田祥寛著.
-- 改訂新版. -- 技術評論社, 2016.11.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361466
4

9 2023/4/6 理図書 12143597 007.645||Y19c
JavaScript本格入門 : モダンスタイルによる基礎から現場での応用
まで : “とりあえず動く"で立ち止まらず、古びない本質を習得する
ために。 / 山田祥寛著. -- 改訂3版. -- 技術評論社, 2023.2.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0381113
0

10 2021/4/7 理図書 12089650 007.64||A99
JavaScript Primer : 迷わないための入門書 / azu, Suguru
Inatomi著. -- ドワンゴ.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367699
7

11 2019/4/17 理図書 12038756 007.6||St3
Reactビギナーズガイド : コンポーネントベースのフロントエンド開
発入門 / Stoyan Stefanov著 ; 牧野聡訳. -- オライリー・ジャパン.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0353894
8

12 2019/4/17 理図書 12038755 007.64||R81b
パーフェクトRuby / Rubyサポーターズ著. -- 改訂2版. -- 技術評論
社, 2017.5. -- (Perfect series ; 06).

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0352531
8

13 2019/4/17 理図書 12038754 007.64||Su28
パーフェクトRuby on Rails / すがわらまさのり [ほか] 著. -- 技術
評論社, 2014.7. -- (Perfect series ; 07).

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0330086
8

14 2019/4/17 理図書 12038753 007.64||L67
すごいHaskellたのしく学ぼう! / Miran Lipovača著 ; 田中英行, 村
主崇行共訳. -- オーム社, 2012.5.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0322710
5

15 2020/6/3 理図書 12067315 007.64||H51
すごいErlangゆかいに学ぼう! / Fred Hébert著 ; 山口能迪訳. --
オーム社, 2014.7.

★★★ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366396
4

16 2021/4/7 理図書 12089664 007.64||Mi99 苦しんで覚えるC言語 / MMGames著. -- 秀和システム, 2011.7. ★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0308963
3

17 2019/4/17 理図書 12038752 007.64||St8d
プログラミング言語C++ / ビャーネ・ストラウストラップ著 ; 柴田望
洋訳. -- 第4版. -- SBクリエイティブ, 2015.3.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0335198
1

18 2020/6/3 理図書 12067321 798.5||Ki68
はじめてでも安心!Unityの教科書 : Unity 2019完全対応版 :
2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座 / 北村愛実著. -- SBクリエ
イティブ, 2019.7. -- (Entertainment & IDEA).

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366400
7

19 2020/6/3 理図書 12067320 007.64||F56
たった2日でマスターできるiPhoneアプリ開発集中講座 / 藤治仁, 小
林加奈子, 小林由憲著. -- ソシム, 2019.11.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366400
6

20 2021/4/7 理図書 12089651 007.64||Ma81
まつもとゆきひろ言語のしくみ / まつもとゆきひろ著 ; 日経Linux編.
-- 日経BP社.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0347046
3

21 2022/3/16 理図書 12114635 007.64||H69
プログラムはこうして作られる : プログラマの頭の中をのぞいてみよ
う / 平山尚著. -- 秀和システム, 2013.10.

★☆☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03227210

22 2023/4/6 理図書 12143610 007.64||B16
Go言語でつくるインタプリタ / Thorsten Ball著 ; 設樂洋爾訳. --
オライリー・ジャパン.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0358357
2

23 2019/4/17 理図書 41661710 007.64||B66
The art of readable code / Dustin Boswell and Trevor
Foucher. -- O'Reilly, 2011, c2012. -- (Theory in practice).

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0361477
9

24 2019/4/17 理図書 12038751 007.64||B66
リーダブルコード : より良いコードを書くためのシンプルで実践的な
テクニック / Dustin Boswell, Trevor Foucher著 ; 角征典訳. -- オ
ライリー・ジャパン. -- (Theory in practice).

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0312728
7

25 2019/4/17 理図書 41661709 007.64||H52
97 things every programmer should know / edited by Kevlin
Henney. -- O'Reilly, 2010. -- (Collective wisdom from the
experts).

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0303871
5

26 2019/4/17 理図書 12038749 007.64||H52
プログラマが知るべき97のこと / Kevlin Henney編 ; 夏目大訳. --
オライリー・ジャパン.

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0305492
0

27 2019/4/17 理図書 41661698 007.6||G19 : pbk
Linux and the Unix philosophy / Mike Gancarz ; : pbk. --
Digital Press, c2003.

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0361461
2

28 2019/4/17 理図書 12038748 007.634||G19
UNIXという考え方 : その設計思想と哲学 / Mike Gancarz著 ; 芳尾
桂監訳. -- オーム社, 2001.2.

★☆☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0112386
9

29 2019/4/17 理図書 41661708 007.64||H98
The pragmatic programmer : from journeyman to master /
Andrew Hunt, David Thomas. -- Addison-Wesley, c2000.

★★☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0361461
0

30 2019/4/17 理図書 12038750 007.64||H98b : 新装版
達人プログラマー : 職人から名匠への道 / Andrew Hunt, David
Thomas著 ; 村上雅章訳 ; : 新装版. -- オーム社, 2016.10.

★★☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361463
7

31 2022/3/16 理図書 12114645 007.64||Th5b
達人プログラマー : 熟達に向けたあなたの旅 / David Thomas,
Andrew Hunt共著 ; 村上雅章訳. -- 第2版. -- オーム社, 2020.11.

★★☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03683011

32 2022/3/16 理図書 12114646 007.635||Y58b
プログラマのための文字コード技術入門 / 矢野啓介著. -- 改訂新版. -
- 技術評論社, 2019.1. -- (Web+DB Pressプラスシリーズ).

★★☆ プログラマ読み物
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03601027

33 2020/5/29 理図書 12067188 007.64||Ma13
世界でもっとも強力な9のアルゴリズム / ジョン・マコーミック著 ;
長尾高弘訳. -- 日経BP社.

★☆☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0313778
5

34 2022/3/16 理図書 12114647 007.13||D85
マスターアルゴリズム : 世界を再構築する「究極の機械学習」 / ペド
ロ・ドミンゴス著 ; 神嶌敏弘訳. -- 講談社, 2021.4.

★☆☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03716792

35 2020/6/3 理図書 12067323 007.64||I72
アルゴリズム図鑑 : 絵で見てわかる26のアルゴリズム / 石田保輝, 宮
崎修一著. -- 翔泳社, 2017.6.

★☆☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0351239
3

36 2019/4/17 理図書 12038744 007.64||O55b
C言語による標準アルゴリズム事典 / 奥村晴彦著. -- 改訂新版. -- 技
術評論社, 2018.5. -- (Software technology ; 13).

★☆☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0357238
9

37 2020/6/3 理図書 12067324 007.64||Sh18
新・明解Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造 / 柴田望洋著. --
SBクリエイティブ, 2020.1.

★☆☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366400
8

38 2019/4/17 理図書 12038745 007.64||C88c
アルゴリズムイントロダクション / T. コルメン [ほか] 共著 ; 浅野哲
夫 [ほか] 共訳. -- 第3版, 総合版. -- 近代科学社, 2013.12. -- (世界
標準MIT教科書).

★★☆ アルゴリズム
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0323001
8

39 2019/7/17 理図書 41663551 007.64||Ma13b : pbk
Code complete / Steve McConnell ; : pbk. -- 2nd ed. --
Microsoft Press, c2004.

★★☆ ソフトウェア設計
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0362505
4

40 2022/3/16 理図書 12114639 007.64||F42b
リファクタリング : 既存のコードを安全に改善する / Martin Fowler
著 ; 児玉公信 [ほか] 共訳. -- 第2版. -- オーム社, 2019.11.

★★☆ プログラミング言語
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03656066

41 2020/6/3 理図書 12067318 547.48||Y31
Webを支える技術 : HTTP、URI、HTML、そしてREST / 山本陽平
著. -- 技術評論社, 2010.5. -- (Web+DB Pressプラスシリーズ).

★☆☆ Web技術
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0301619
6

42 2021/4/7 理図書 12089658 547.482||Sh21b
Real world HTTP : 歴史とコードに学ぶインターネットとウェブ技
術 / 渋川よしき著. -- 第2版. -- オライリー・ジャパン.

★★☆ Web技術
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367170
9

43 2019/4/17 理図書 12038739 007.6||Mi96 Web API : the good parts / 水野貴明著. -- オライリー・ジャパン. ★★☆ Web技術
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0328720
0

44 2023/4/6 理図書 12143594 007.645||O81
HTML解体新書 : 仕様から紐解く本格入門 / 太田良典, 中村直樹著. -
- ボーンデジタル, 2022.4.

★☆☆ Web技術
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0377992
9

45 2019/4/17 理図書 12038743 007.6||Ta65e 入門編
マスタリングTCP/IP / 竹下隆史 [ほか] 共著 ; 入門編. -- 第5版. --
オーム社, 2012.2.

★☆☆ ネットワーク
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0313733
4

46 2021/4/7 理図書 12089649 547.482||I57f 入門編
マスタリングTCP/IP / 井上直也 [ほか] 共著 ; 入門編. -- 第6版. --
オーム社, 2019.11.

★☆☆ ネットワーク
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0364582
9

47 2019/4/17 理図書 12038742 007.6||Mi84
インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計
入門 : サーバシステムを支えるネットワークはこうしてできている /
みやたひろし著. -- SBクリエイティブ, 2013.12.

★★☆ ネットワーク
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0334431
3

48 2019/4/17 理図書 12038741 007.609||B31
初めてのSQL / アラン・ブールー著 ; クイープ訳. -- オライリー・
ジャパン.

★☆☆ データベース
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0303071
5

49 2019/4/17 理図書 12038740 007.609||Ka69
SQLアンチパターン / ビル・カーウィン著 ; 児島修訳. -- オライ
リー・ジャパン.

★★☆ データベース
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0319574
6

50 2019/4/17 理図書 12038746 809.7||Si8||1 上
暗号解読 / サイモン・シン [著] ; 青木薫訳 ; 上, 下. -- 新潮社,
2007.7. -- (新潮文庫 ; シ-37-2, シ-37-3).

★☆☆ セキュリティ
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0189388
7

★☆☆：初心者向け / ★★★：ITに心得のある人が読むと理解が深まる / ★★★：ちょっと難しい
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51 2019/4/17 理図書 12038747 809.7||Si8||2 下
暗号解読 / サイモン・シン [著] ; 青木薫訳 ; 上, 下. -- 新潮社,
2007.7. -- (新潮文庫 ; シ-37-2, シ-37-3).

★☆☆ セキュリティ
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0189388
7

52 2019/4/17 理図書 12038767 007.1||Y97c
暗号技術入門 : 秘密の国のアリス / 結城浩著. -- 第3版. -- SBクリエ
イティブ, 2015.9.

★☆☆ セキュリティ
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0331498
6

53 2022/3/16 理図書 12114643 007.645||To38b
体系的に学ぶ安全なWebアプリケーションの作り方 : 脆弱性が生ま
れる原理と対策の実践 / 徳丸浩著. -- 第2版. -- SBクリエイティブ,
2018.6.

★★☆ セキュリティ
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03576200

54 2019/4/17 理図書 12038766 548.22||To63
CPUの創りかた : IC10個のお手軽CPU設計超入門 : 初歩のデジタル
回路動作の基本原理と製作 / 渡波郁著. -- 毎日コミュニケーション
ズ, 2003.9.

★☆☆
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0302514
0

55 2020/6/3 理図書 12067317 007.6||N79
コンピュータシステムの理論と実装 : モダンなコンピュータの作り方
/ Noam Nisan, Shimon Schocken著 ; 斎藤康毅訳. -- オライ
リー・ジャパン.

★★☆
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0330250
1

56 2021/4/7 理図書 12089661 007.64||Y67b
プログラムはなぜ動くのか : 知っておきたいプログラミングの基礎知
識 / 矢沢久雄著. -- 第2版. -- 日経BP社.

★★☆
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0173986
6

57 2019/4/17 理図書 41661697 007.6||P27e : pbk
Computer organization and design : the hardware/software
interface / David A. Patterson, John L. Hennessy ; : pbk. --
5th ed. -- Elsevier, c2014.

★★★
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/YB0361459
0

58 2019/4/17 理図書 12038762 007.6||P27e||1 上
コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタ
フェース / David A.Patterson, John L.Hennessy著 ; 成田光彰訳 ;
上, 下. -- 第5版. -- 日経BP社.

★★★
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0329035
7

59 2019/4/17 理図書 12038764 007.6||P27e||2 下
コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタ
フェース / David A.Patterson, John L.Hennessy著 ; 成田光彰訳 ;
上, 下. -- 第5版. -- 日経BP社.

★★★
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0329035
7

60 2022/3/16 理図書 12114640 548.22||U36
作ろう!CPU : 基礎から理解するコンピューターのしくみ / 上原周著.
-- マイナビ出版, 2020.8.

★★★
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03686072

61 2022/3/16 理図書 12114642 007.634||U14
ゼロからのOS自作入門 / 内田公太著. -- マイナビ出版, 2021.3. --
(Compass programming).

★★★
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03708652

62 2023/4/6 理図書 12143595 007.6||H87c
図解コンピュータアーキテクチャ入門 / 堀桂太郎著. -- 第3版. -- 森
北出版, 2019.12.

★★☆
コンピュータ
アーキテクチャ

https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366642
4

63 2019/4/17 理図書 12038760 007.13||U64
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 / 梅田弘之著. -- インプレス, 2019.1.

★☆☆ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361454
9

64 2019/4/17 理図書 12038763 007.13||A99
Pythonで学ぶニューラルネットワークとバックプロパゲーション /
我妻幸長著. -- SBクリエイティブ, 2018.8. -- (Machine Learning
. はじめてのディープラーニング / 我妻幸長著).

★★☆ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0358459
9

65 2019/4/17 理図書 12038772 007.13||G65
深層学習 / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville著 ;
黒滝紘生 [ほか] 翻訳. -- ドワンゴ.

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0355797
5

66 2022/3/16 理図書 12114638 007.13||O45b
深層学習 / 岡谷貴之著. -- 改訂第2版. -- 講談社, 2022.1. -- (MLP
機械学習プロフェッショナルシリーズ).

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03749326

67 2023/4/6 理図書 12143605 007.13||Sa25
Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 / 斎藤康毅著. -- オ
ライリー・ジャパン. -- (ゼロから作るdeep learning ; [1]).

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0342619
3

68 2023/4/6 理図書 12143604 007.13||Sa25
自然言語処理編 / 斎藤康毅著. -- オライリー・ジャパン. -- (ゼロか
ら作るdeep learning ; 2).

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0357757
0

69 2023/4/6 理図書 12143606 007.13||Sa25
フレームワーク編 / 斎藤康毅著. -- オライリー・ジャパン. -- (ゼロ
から作るdeep learning ; 3).

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0366245
9

70 2023/4/6 理図書 12143607 007.13||Sa25
強化学習編 / 斎藤康毅著. -- オライリー・ジャパン. -- (ゼロから作
るdeep learning ; 4).

★★★ AI/機械学習
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0376410
6

71 2021/4/7 理図書 12089656 007.1||Ta67
量子コンピュータ : 超並列計算のからくり / 竹内繁樹著. -- 講談社,
2005.2. -- (ブルーバックス ; B-1469).

★☆☆ 量子コンピュータ
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0149606
6

72 2021/4/7 理図書 12089665 007.1||F57
驚異の量子コンピュータ : 宇宙最強マシンへの挑戦 / 藤井啓祐著. --
岩波書店, 2019.11. -- (岩波科学ライブラリー ; 289).

★☆☆ 量子コンピュータ
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0363974
1

73 2019/4/17 理図書 12038770 007.634||Ko12b 独習Linux / 小林準著. -- 第2版. -- 翔泳社, 2011.12. ★☆☆ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0310793
6

74 2022/3/16 理図書 12114636 007.634||N84
Linux+コマンド入門 : シェルとコマンドライン、基本の力 / 西村め
ぐみ著. -- 技術評論社, 2021.5. -- (Web+DB Pressプラスシリー
ズ).

★☆☆ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03746397

75 2021/4/7 理図書 12089662 007.634||N84
macOS×コマンド入門 : ターミナルとコマンドライン、基本の力 /
西村めぐみ著. -- 新版. -- 技術評論社, 2020.5. -- (Web+DB Press
プラスシリーズ).

★☆☆ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367313
3

76 2022/3/16 理図書 12114641 007.634||Mi76
新しいLinuxの教科書 / 三宅英明, 大角祐介著. -- SBクリエイティブ,
2015.6.

★☆☆ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03459915

77 2020/6/3 理図書 12067319 007.64||A53b
ふつうのLinuxプログラミング : Linuxの仕組みから学べるgccプロ
グラミングの王道 / 青木峰郎著. -- 第2版. -- SBクリエイティブ,
2017.9.

★★☆ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0353751
9

78 2019/4/17 理図書 12038769 007.64||Ke58
Linuxプログラミングインタフェース / マイケル・ケリスク著 ; 千住
治郎訳. -- オライリー・ジャパン.

★★★ UNIX/Linux
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0317999
8

79 2021/4/7 理図書 12089659 549||P71b
Make: electronics : 作ってわかる電気と電子回路の基礎 / Charles
Platt著 ; 鴨澤眞夫訳. -- 第2版. -- オライリー・ジャパン. -- (Make:
projects).

★☆☆ 電子工作/電子回路
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370907
9

80 2019/4/17 理図書 12038782 548.29||Mo33b
Raspberry Piクックブック / Simon Monk著 ; 水原文訳. -- 第2版.
-- オライリー・ジャパン. -- (Make: projects).

★☆☆ 電子工作/電子回路
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0352934
2

81 2021/4/7 理図書 12089648 548.29||Si6c
Raspberry Piクックブック / Simon Monk著 ; 水原文訳. -- 第3版.
-- オライリー・ジャパン, 2021.3. -- (Make: projects).

★☆☆ 電子工作/電子回路
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370906
2

82 2020/6/3 理図書 12067313 548.29||Ka45
最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作って動かしてしくみがわかる :
カラー図解 / 金丸隆志著. -- 講談社, 2016.7. -- (ブルーバックス ;
B-1977).

★☆☆ 電子工作/電子回路
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0339484
8

83 2019/4/17 理図書 12038781 549.6||Su96
FET/パワーMOS/スイッチング回路を実験で解析 / 鈴木雅臣著. --
CQ出版, 1992.12. -- (定本トランジスタ回路の設計 / 鈴木雅臣著 ;
続).

★★★ 電子工作/電子回路
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/TW5006542
6

84 2019/4/17 理図書 12038765 007.63||A38
ソフトウェアテスト技法ドリル : テスト設計の考え方と実際 / 秋山浩
一著. -- 日科技連出版社, 2010.10.

★☆☆ ソフトウェアテスト
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361467
0

85 2019/4/17 理図書 12038768 007.61||Ta33b
知識ゼロから学ぶソフトウェアテスト / 高橋寿一著. -- 改訂版. -- 翔
泳社, 2013.12.

★☆☆ ソフトウェアテスト
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0325030
3

86 2022/3/16 理図書 12114637 007.63||Ta33
ソフトウェア品質を高める開発者テスト : アジャイル時代の実践的・
効率的なテストのやり方 / 高橋寿一著. -- 翔泳社, 2021.3.

★★☆ ソフトウェアテスト
https://m-opac.nul.nagoya-

u.ac.jp/webopac/WB03722921

87 2021/4/7 理図書 12089655 007.64||Y46
ソフトウェア技術者のためのバグ検出ドリル / 山浦恒央, 大森祐仁著.
-- 日科技連出版社, 2019.11.

★★★ ソフトウェアテスト
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370907
4

88 2023/4/6 理図書 12143596 007.63||Kh
単体テストの考え方/使い方 / Vladimir Khorikov著 ; 須田智之訳. --
マイナビ出版, 2022.12. -- (Compass programming).

★★☆ ソフトウェアテスト
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0381125
1

89 2023/4/6 理図書 12143603 007.35||Ki39 システム障害対応の教科書 / 木村誠明著. -- 技術評論社, 2020.4. ★☆☆ システム運用
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367222
8

90 2019/4/17 理図書 12038775 501.83||N96b
誰のためのデザイン? : 認知科学者のデザイン原論 / D. A. ノーマン
著 ; 岡本明 [ほか] 訳. -- 増補・改訂版. -- 新曜社, 2015.4.

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0330275
8

91 2019/4/17 理図書 12038774 007.6||Ma72
インタフェースデザインの実践教室 : 優れたユーザビリティを実現す
るアイデアとテクニック / Lukas Mathis著 ; 武舎広幸, 武舎るみ訳.
-- オライリー・ジャパン.

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0320670
1

92 2019/4/17 理図書 12038776 501.83||W74
ノンデザイナーズ・デザインブック / Robin Williams著 ; 吉川典秀
訳. -- マイナビ出版, 2016.7.

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0338504
9

93 2019/4/17 理図書 12038779 007.642||I39b
Illustrator逆引きデザイン事典 : CC/CS6/CS5/CS4/CS3 / 生田
信一 [ほか] 著. -- 増補改訂版. -- 翔泳社, 2017.2.

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361468
9

94 2019/4/17 理図書 12038780 007.642||U36b
Photoshop逆引きデザイン事典 : CC/CS6/CS5/CS4/CS3 / 上
原ゼンジ [ほか] 著. -- 増補改訂版. -- 翔泳社, 2017.3.

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361469
1

95 2021/4/7 理図書 12089663 007.6||So63
オブジェクト指向UIデザイン : 使いやすいソフトウェアの原理 / ソシ
オメディア, 上野学, 藤井幸多著. -- 技術評論社, 2020.6. --
(Web+DB Pressプラスシリーズ).

★☆☆ UI/デザイン
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0367947
3

96 2019/4/17 理図書 12038777 007.61||R17
アジャイルサムライ : 達人開発者への道 / Jonathan Rasmusson
著 ; 近藤修平, 角掛拓未訳. -- オーム社, 2011.7.

★☆☆ マネジメント
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0311121
0

97 2021/4/7 理図書 12089653 007.63||I16
チーム・ジャーニー : 逆境を越える、変化に強いチームをつくりあげ
るまで / 市谷聡啓著. -- 翔泳社, 2020.2.

★★☆ マネジメント
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370907
2

98 2023/4/6 理図書 12143600 336.4||D56c
ピープルウエア : ヤル気こそプロジェクト成功の鍵 / トム・デマル
コ, ティモシー・リスター著 ; 松原友夫, 山浦恒央, 長尾高弘訳. -- 第3
版. -- 日経BP社.

★☆☆ マネジメント
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0381125
2

99 2023/4/6 理図書 12143609 007.63||F29
Team Geek : Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか /
Brian W. Fitzpatrick, Ben Collins-Sussman著 ; 角征典訳. -- オラ
イリー・ジャパン.

★☆☆ マネジメント
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0324971
2

★☆☆：初心者向け / ★★★：ITに心得のある人が読むと理解が深まる / ★★★：ちょっと難しい

2/3

https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03576200
https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03576200
https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03686072
https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03686072
https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03708652
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https://m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/WB03749326
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100 2021/4/7 理図書 12089652 007.6||Ka98 令和03年
栢木先生の基本情報技術者教室 : イメージ&クレバー方式でよくわか
る / 栢木厚著 ; 令和03年. -- 技術評論社, 2020.12.

★☆☆ 情報処理技術者試験
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370907
0

101 2021/4/7 理図書 12089660 007.6||H54 2021年版
うかる!応用情報技術者テキスト&問題集 : 対応試験AP / 日高哲郎著
; 2021年版. -- 翔泳社, 2020.11. -- (情報処理教科書).

★☆☆ 情報処理技術者試験
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370908
4

102 2023/4/6 理図書 12143608 007.6||Ki66 令和05年
キタミ式イラストIT塾基本情報技術者 / きたみりゅうじ著 ; 令和05
年. -- 技術評論社, 2022.12.

★☆☆ 情報処理技術者試験
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0380698
5

103 2021/4/7 理図書 12089654 336.1||N71
経営戦略の基本 : この1冊ですべてわかる / 日本総合研究所経営戦略
研究会著. -- 日本実業出版社, 2008.11.

★☆☆ 経営戦略
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370907
3

104 2020/6/3 理図書 12067314 141.5||D59
思考の技法 : 直観ポンプと77の思考術 / ダニエル・C・デネット著 ;
阿部文彦, 木島泰三訳. -- 青土社, 2015.4.

★☆☆ その他
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0330101
0

105 2023/4/6 理図書 12143601 007.63||Sh49c
Sphinxをはじめよう / 清水川貴之 [ほか] 著. -- 第3版. -- オライ
リー・ジャパン.

★☆☆ その他
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0378693
8

106 2019/4/17 理図書 12038773 007.35||G36
巨象も踊る / ルイス・ガースナー著 ; 山岡洋一, 高遠裕子訳. -- 日本
経済新聞社, 2002.12.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0361468
5

107 2019/4/17 理図書 12038761 289.3||I68||1 1
スティーブ・ジョブズ / ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳
= Steve Jobs / Walter Isaacson ; [translated by] Koji Inokuchi
; 1, 2. -- 講談社, 2011.10-2011.11.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0309106
5

108 2019/4/17 理図書 12038771 289.3||I68||2 2
スティーブ・ジョブズ / ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳
= Steve Jobs / Walter Isaacson ; [translated by] Koji Inokuchi
; 1, 2. -- 講談社, 2011.10-2011.11.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0309106
5

109 2021/4/7 理図書 12089657 007.35||Ko57
独立志向 : 昭和のITベンチャー起業家が語る仕事、家族、そして人生
/ 駒井俊之著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング, 2021.3.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0370871
2

110 2023/4/6 理図書 12143611 675||A46
フリー : 「無料」からお金を生みだす新戦略 / クリス・アンダーソン
著 ; 高橋則明訳. -- 日本放送出版協会 (NHK出版), 2009.11.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0300321
9

111 2023/4/6 理図書 12143612 335||R38
リーン・スタートアップ : ムダのない起業プロセスでイノベーション
を生みだす / エリック・リース著 ; 井口耕二訳. -- 日経BP社.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0311998
0

112 2023/4/6 理図書 12143602 694.21||Ta59
日本の情報通信産業史 : 2つの世界から1つの世界へ / 武田晴人編. --
有斐閣, 2011.5.

★☆☆ ビジネス読み物
https://m-opac.nul.nagoya-
u.ac.jp/webopac/WB0307844
4

★☆☆：初心者向け / ★★★：ITに心得のある人が読むと理解が深まる / ★★★：ちょっと難しい
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