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角谷 信太郎
✓ (株)永和システムマネジメント

✓ テスト駆動開発者
✓ 日本Rubyの会理事
✓ RubyKaigi2007
✓ http://kakutani.com 



皆さん
ご存知の
通り



✓ 日経BP
✓ 技術評論社
✓ オライリー・ジャパン
✓ IDGジャパン
✓ オーム社

本日は書籍販売してます



ご協力
ありがとう
ございます



宣伝



『JavaからRubyへ』
マネージャのための

実践移行ガイド

Bruce A. Tate 著
角谷信太郎 訳
オライリー・ジャパン 発行
第3刷(fixed 78 bugs)

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22


サインするする……

ちょwwww 冊数多杉www
オライリー自重しるwwww



お買い上げ
ありがとう
ございました



『JavaからRubyへ』
マネージャのための

実践移行ガイド

ジュンク堂書店
池袋本店6F
“Java入門書”の棚

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4873113202/kakutani-22


よろしく
お願い
します



『WEB+DB PRESS』
Vol.39

連載はじめました:
“アジャイル開発者の習慣
  ～ acts_as_agile”
                   角谷信太郎

先行販売中

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4774131407/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4774131407/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4774131407/kakutani-22


class Programmer < ActiveRecord::Base
  acts_as_agile

  has_many :skills, :especially => [
    :creating_stories, :planning,
    :tdd, :refactoring]
end

アジャイル開発者の習慣



連載は
ムービング
ターゲット



皆さまからの
フィードバック
お待ちして
おります



shintaro@kakutani.com
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本題



日本オーム社の会



カンファレンス
やブログなどで
勝手にオーム社
を宣伝する団体



オーム社がんがれ。
超がんがれ

http://astore.amazon.co.jp/
kakutani-22/249-0012491-4266754?
%5Fencoding=UTF8&node=19

角谷HTML化計画:Amazon

  インスタントストア
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“オーム社営業マン”



特報



“Practices of
 an Agile Developer”

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22
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監訳中



木下史彦
“弊社No.1 アジャイル厨”



角谷信太郎
“a strong Ruby proponent”



オーム社刊



待テ
続報



宣伝にも
力が入る



どう見ても
オーム社の
回し者です



勝手に宣伝します:

本日完
売



勝手に宣伝します:

本日完
売



RubyKaigi2007:



いかがな
ものかと



日本には
良いRuby書籍が
たくさんある



“たのしい”Ruby

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22

『たのしいRuby 第2版 Rubyではじめ
る気軽なプログラミング』高橋 征義, 後
藤 裕蔵 (ソフトバンククリエイティブ)

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


“おいしい”Ruby

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797340045/kakutani-22

『Rubyレシピブック 第2版 268の技』
青木 峰郎, 高橋 征義, 後藤 裕蔵 (ソフト
バンククリエイティブ)

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


“正しい”Ruby

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4839923205/kakutani-22

『RubyistのRubyistによる、Rubyist
とそうでない人のための Rubyist 
Magazine出張版 正しいRubyコードの
書き方講座』青木 峰郎 (毎日コミュニ
ケーションズ)

コラムに寄稿:

  オレオレ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


“愛しい”Ruby

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066436/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066428/kakutani-22

『プログラミング言
語Ruby 第2版』(言
語編,ライブラリ編) 
Dave Thomas, 
Chad Fowler, 田和 
勝訳 (オーム社)

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066436/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066436/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


“かっこいい”Ruby

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066096/kakutani-22

『dRubyによる分散・Webプログラミ
ング』関 将俊 (オーム社)本日完
売

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


かっこいい



かっこいいdRuby
✓ Rubyっぽい分散オブジェクト

✓ RubyでRubyのかっこよさを表現

✓ art としてのコード
✓ 咳プロダクツ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066096/kakutani-22

本日完
売

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4797336617/kakutani-22


勝手に宣伝します:

本日完
売



オーム社
同時代ソフトウェア開発者叢書

技術者



Photo by jimgris:
http://www.flickr.com/photos/jimgris/537862710/

命名: arton
http://arton.no-ip.info/diary/20060926.html#p02

http://www.flickr.com/photos/jimgris/537862710/
http://www.flickr.com/photos/jimgris/537862710/
http://arton.no-ip.info/diary/20060926.html#p02
http://arton.no-ip.info/diary/20060926.html#p02


ソフトウェア
開発



みんな違ってる:
✓ ドメイン
✓ 利用者
✓ ビジネス環境
✓ テクノロジ
✓ 制約



みんな同じ:

✓ ソフトウェア
   は人がつくる



オーム社
同時代ソフトウェア技術者叢書



オーム社同時代
ソフトウェア
技術者叢書



オーム社同時代
ソフトウェア
技術者叢書



人



オーム社同時代
ソフトウェア
技術者叢書



21世紀的



オーム社同時代
ソフトウェア
技術者叢書



オーム社刊



オーム社同時代
ソフトウェア技術者叢書
✓ 21世紀的
✓ “ソフトウェアは人がつくる”
✓ オーム社刊
✓(原著版元はバラバラ)



ハッカーと画家
コンピュータ時代の創造者たち



Paul Graham

LISPサイコー!



ハッカーと画家
コンピュータ時代の創造者たち

✓ “hack”とは何か
✓ パワーについて
✓ 言語、個人、ネット

✓ 若い人に是非

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274065979/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274065979/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274065979/kakutani-22


Joel on Software
ジョエル・オン・ソフトウェア



Joel Spolsky

アジャイルなんてうんこ



Joel on Software
ジョエル・オン・ソフトウェア

✓ ソフトウェア as ビジネス

✓ アジリティについて
✓ “スーツ”の皆さんへ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066304/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22


自分の仕事を憎むには
人生はあまりにも短い

ジョエル・スポルスキ



MY JOB WENT TO INDIA
オフショア時代のソフトウェア開発者
サバイバルガイド



Chad Fowler

Photo by pragdave:
http://www.flickr.com/photos/pragdave/505012700/

最も大きな壁は、僕ら自身の恐れだ。

http://www.flickr.com/photos/jimgris/537862710/
http://www.flickr.com/photos/jimgris/537862710/


MY JOB WENT TO INDIA
オフショア時代のソフトウェア開発者
サバイバルガイド

✓ 書名でスベった?
✓ プロのプログラマ
✓ Rubyistに是非

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4274066592/kakutani-22

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/097451408X/kakutani-22


ご清聴
ありがとう
ございました


