
OPST 社員が IT 業界に就職する社員に薦める 1冊

＞「変数名を適当に付けない」「長い名前でも良い」
「フォーマット・規約で情報を伝える」「コメントの書き
方」など、読み手のことを考えたコードを書くためのノ
ウハウと、それをサボったコードがどういう悪影響をも
たらすかが分かる、コーダーのための入門書。　

（プログラマ　M.D.　20 代）
＞仕事でプログラムを作り始めたらまず読んでほしい本
です。みんなで作るとに大切なことは何かを優しく教え
てくれる内容です。「先輩はずれだな」と思ってもこの
本があれば大丈夫です。　

（生涯プログラマ　H.Y.　50 代）
＞チームで開発をする際は絶対に読んでおいてほしい本
です。何の指針も無く自己流でコードを書いてしまうと、
チームメンバーにとって非常に読みにくいコードが出来
上がってしまいます。この本を一回読んでおくとみんな
に優しいコードが書けるようになります。　

（プログラマ　M.N.　20 代）

『リーダブルコード』
Dustin Boswell, Trevor Foucher（著）、角 征典（訳）
オライリー・ジャパン

『Head First ソフトウェア開発』
Dan Pilone, Russ Miles（著）、木下 哲也（監訳）、有限会社 福
龍興業（訳）／オライリー・ジャパン

ソフトウェア開発の基礎知識とエッセンスが分かりやす
くまとまっています。若干古い本ですが、イテレーショ
ン、バーンダウンチャート、テスト駆動開による改善、
見積の重要性は今でも通用する内容です。
　（プログラマ　M.D.　20 代）

『初めての Perl 第 7 版』
Randal L. Schwartz, brian d foy, Tom Phoenix（著）、近藤 嘉雪 , 
嶋田 健志（訳）／オライリー・ジャパン

『新装版 達人プログラマー 職人から名匠への道』
Andrew Hunt・David Thomas（共著）、村上 雅章（訳）
オーム社

「技術書」というと「堅苦しくて、とっつきにくそうだ
な」「怖いな」と思うことはありませんか？本書は（も
ちろんプログラミング言語 "Perl" の入門書でもありま
すが、）「日常的にプログラムを書いて問題を解決する人」
の思考を、大量のジョークとともに紹介してくれる愉快
な本です。技術書を読むのが不安な人でも、だいじょう
ぶ。きっと楽しく読み通すことができますよ！

（プログラマ　Y.T.　30 代）

表面的には激しく変化しているように見えるプログラミ
ング技術ですが、長年関わっていると通底する原理が見
えてきます。本書は、そうした経験豊かな達人レベルの
プログラマーが実践してきた、仕事のコツが惜しみなく
披露されています。こういう情報がまとまって得られる
本はなかなかありません。

『スター・ウォーズ　ジェダイの哲学』
ジャン＝クー・ヤーガ（著）
学研プラス

「やってみるじゃない。やるかやらないかじゃ（No. Try 
not. Do. Or do not. There is no try）」（抜粋）

（MGR　40 代）
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コンピューターが当たり前になり、片手で持ち運べるよ
うになり、いつでもネットワークに接続出来る現在では
知らなくても良い知識ではあります。しかし、根幹の技
術を知っておく事で得られる「思考の引き出し」は確実
に役に立つ事でしょう。

（プログラマ　Y.M.　40 代）

『プログラムはなぜ動くのか　第２版―知っておきたいプログラミングの基礎知識』
『コンピュータはなぜ動くのか―知っておきたいハードウエア＆ソフトウエアの基礎知識』
矢沢久雄（著）、日経ソフトウエア（監修）

『ネットワークはなぜつながるのか　第２版―知っておきたいハードウエア＆ソフトウエア
の基礎知識』戸根 勤（著）、日経 NETWORK（監修）
＊ 3 冊ともに日経 BP 刊

『すごい Haskell たのしく学ぼう』
Miran Lipovaca（著）、田中 英行 , 村主 崇行（共訳）
オーム社

＞近年、関数型プログラミングの考え方 ( の一部 ) は様々
な言語に取り入れられています。ですが、「関数型」の
考え方に慣れていないと、それを有効活用するのは難し
いと思います。「手続き型」の思考に凝り固まっていな
い新人のうちだからこそ、関数型の考え方がすんなり
入ってきて、それを様々な言語で活用できるようになる
と思います。（アーキテクト　H.K　30 代）
＞メリットあるといわれる関数型ですがよくわからない
という人も多いのでは。関数型の気持ちを分かるために
お奨めです。Haskell のプロを目指してなくても得るも
のあります。　＊新人さんには少し難しい

（生涯プログラマ　H.Y.　50 代）

『エンジニアのための時間管理術』
Thomas A. Limoncelli（著）、株式会社クイープ（訳）
オライリー・ジャパン

スケジュール管理、タスク管理の手法と、時間の浪費を
減らすための様々なノウハウが紹介されています。全て
のエンジニアの基礎スキルとして身につけておくべき仕
事の仕方がまとまっているといえます。
　（プログラマ　M.D.　20 代）

『闘うプログラマー［新装版］』
G・パスカル・ザカリー著　山岡洋一 訳
日経 BP

マイクロソフトの WindowsNT 開発の物語。主人公は
伝説のプログラマ：デビット・カトラー。スリリングな
展開で一気に読ませます。世界制覇をめざす商用 OS の
開発はまるで戦争のような激しい人と人とのぶつかり合
いなのだ、ということがよくわかります。まるで IT 業
界版の半沢直樹！？

『改訂 3 版 これからはじめるプログラミング 基礎の基礎』
谷尻豊寿（監修）、谷尻かおり（著）
技術評論社
プログラムを書く上での考え方は、日常生活の中の作業
を基に考えることができます。日常の何気ない作業を手
順化してみる、様々なケースを用いて紹介しています。
機械には一つひとつ丁寧に伝える必要性を理解できる内
容です。その他、業界で働く上で必要な基本的な知識も
掲載された書籍です。

（プログラマ　K.E.　20 代）
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『Joel on Software』
Joel Spolsky （著）、 青木 靖（翻訳）
オーム社

Excel や Stack Overflow、Trello などの開発に携わった
有名なエンジニアがブログで書いていたエッセイ集。優
秀な開発者がどんなことを考えているのかが知れます。

「やさしい機能仕様」は仕様書の概念が覆されました。
（プログラマ　M.D.　20 代）

『Head First デザインパターン』
Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates

（著）、佐藤 直生（監訳）、木下 哲也 , 有限会社 福龍興業（訳）
オライリー・ジャパン

単にパターンを説明するだけの本が多い中か、実践的に
デザインパターンの活用方法が説明されています。比較
的内容は容易です。ちょっとプログラムかけるように
なったら読んでみるとよいです。

（生涯プログラマ　H.Y.　50 代）

『マスタリング TCP/IP 入門編（第 6 版）』
井上 直也 , 村山 公保 , 竹下 隆史 , 荒井 透 ,  苅田 幸雄（著）
オーム社

Web アプリケーションとネットワークの技術は切って
も切れない関係にあります。コードは書けるけどネット
ワークは全然分からん、にならないようにしましょう。
この本はネットワークや TCP/IP に関する知識が分かり
やすく網羅的にまとめられているので、初学者にオスス
メです！

（プログラマ　M.N.　20 代）

『30 日でできる！ OS 自作入門』
川合秀実（著）
マイナビ出版

いまなら、「作って理解する OS　x86 系コンピュータを
動かす理論と実装」のほうがよいのかもしれないが、コ
ンピュータって何？を実感することができます。
また、途中挫折せずに１ヶ月間勤め上げればフルスク
ラッチで Window つきのマルチタスク OS を実装でき
ます。最近は簡単にプログラムのデバッグができてしま
うけど、そもそも ELF がないとそんなことできません。
とかがわかるかと思います。
※ 但し最近見なくなった A ドライブが必要になること
と、基本的に 32bit 向けの図書なので、自力でそこを解
決できる人向けにはなります。

（Mgr　T.Y.　40 代）

『ロジカル・シンキング』
照屋華子 , 岡田恵子（著）
東洋経済新報社

ロジカルシンキングの本は今まで数多く出版されていま
すが、その中でも、この本は 2001 年が初版のロングセ
ラーになります。論理的な思考能力は、IT 業界において、
ソフトウェア開発だけでなく、お客様やチームメンバと
の円滑なコミュニケーションを図る際に、とても大事な
能力になります。まずはその思考方法について知ること
をおススメします。

（IT コンサルタント　Y.G.　40 代）
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『完全版　マーティン・ガードナー数学ゲーム全集（全 4 巻）』
マーティン・ガードナー（著）、岩沢 宏和 , 上原 隆平（監訳）
日本評論社

『プログラマの数学 第 2 版』
結城 浩 ( 著 )、大塚砂織 ( イラスト )
SB クリエイティブ

『思考の整理学』
外山 滋比古（著）
筑摩書房

数学者ガードナーさんの、楽しい数学エッセイシリーズ。
さまざまな『数楽』的ゲームだけでなく、ライフゲーム
やフラクタルなど、当時最新の数理理論を読者に紹介し
てくれました。今読んでも、ユーモアのある筆致と豊富
でカラフルな図解が楽しいです。本物の知性とは何か？
その一端を知ることができるでしょう。

高校数学の復習のような目次ですがそうではなく、イ
メージとして数学とプログラミングが結び付ける本で
す。プログラミングセンスを付けるのに役立つのではと
思います。プログラムの限界 ( 不完全性定理 ) について
の内容はハマる人にはドはまりする面白い内容です

（生涯プログラマ　H.Y.　50 代）

学生と社会人の違いをグライダーと飛行機に例え、思考
の重要性が述べられている。思考は仕事のベースであり、
IT 業界においても同様です。

「思考の整理とは、いかにうまく忘れるか、である。」（抜
粋）仕事内容は、忘れないでね！

（MGR　40 代）

『エンジニアのためのマネジメントキャリアパス』
Camille Fournier（著）、武舎 広幸 , 武舎 るみ（訳）、及川 卓也（ま
えがき）／オライリー・ジャパン

IT 系の企業で管理職を目指したい人のガイドラインで
す。マネジメントに関する解説とキャリアパスについて
がまとめられています。管理職を目指さない人でも、管
理職の思考や仕事を知っておくと仕事が円滑に進められ
るようになると思うので、一度は読んでおくと良いかも
しれません。

（プログラマ　M.N.　20 代）

『フィッシュ！』
スティーヴン・Ｃ・ランディン（著）、相原 真理子（訳）
早川書房

当たり前の事なんだけど、行動すると気持ちが良いし、
人に対しても良い印象を持たれると思える本です。仕事
に関わる前にサクッと読み終える本なので是非ご一読く
ださい

（プログラマ　M.N.　30 代）

『インタフェースデザインの心理学』
Susan Weinschenk（著）、武舎 広幸 , 武舎 るみ、阿部 和也（訳）
オライリー・ジャパン

人間の行動原理、心理学ネタを基に、「人を引きつける
デザイン」が学べる入門書だと思います。プレゼンにも
適用できるノウハウが多いので、デザイナーやフロント
エンジニアに限らずお薦めできます。

（プログラマ　M.D.　20 代）
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『影響力の武器』
ロバート・Ｂ・チャルディーニ（著）、社会行動研究会（訳）
誠信書房

『OS の仕組みの絵本』『パソコンの仕組みの絵本』
株式会社アンク（著）
翔泳社

人がどのように影響されるのか、そして影響をどう与え
ているかが述べられている。IT 系はコンピュータのみ
と会話してれば仕事できるわけではありません。顧客、
社内、プロジェクトメンバと、コミュニケーション力は
割と必要な業界です。自身の考えをスマートに（波風立
てず）、相手に伝える力が向上することが期待できます。

（MGR　40 代）

プログラミングをするにしても、まずは道具であるコン
ピュータの知識が必要です。CPU、メモリ、OS など聞
いたことがある程度なら、挫折無しの優しいこの本で
PC の仕組みを知りましょう。

（プログラマ　M.N.　30 代）

『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87 の法則』
山口拓朗（著）
明日香出版

プログラミング言語による実装だけではいけません。日
本語で、相手に伝わる正しい文章を素早く作る能力が、
現場では必要とされます。また、読み手に寄り添った文
章は、円滑な会話を形成します。具体例な文章を交え、
1 項目 2 ページにまとまっています。文章作成で気を付
けるべき点が見つかると思います。

（プログラマ　K.E.　20 代）


