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LinuCレベル 1学習書籍が LPI-Japan認定教材として技術評論社から全国書店にて発売 

- 高い学習効果と効率的な学習により合格を目指せる DVD-ROM 付き合格教本 - 

 

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（以下、LPI-Japan、所在地：東京都港区、理事長 鈴木 

敦夫、https://lpi.or.jp/ ）は、2019 年 7 月 13 日に株式会社技術評論社（以下、技術評論社、所在地：東

京都新宿区、代表取締役 片岡 巖、https://gihyo.jp/book ）から発売される LinuC レベル 1 学習教材

『 最短突破 LinuC レベル 1 合格教本［101 試験，102 試験対応］（以下、本書）』（現在予約受付

中：https://amzn.to/2X0FPna ）をLPI-Japan認定教材として認定したことを発表いたします。本書は、

Linux を使ったインフラ環境の構築・運用などの技術研修において実績のある河原木忠司氏により、読者

が高い学習効果を得られ、最短で合格を目指せるように執筆されています。 

 

【技術評論社様のコメント】 

Linux についての高度な知識と技術を備えた IT エンジニアはさまざまな分野で求められており、Linux

技術者が国内にもグローバルにも活躍の場を広げられるような認定の品質を担保する LinuCは、ITエン

ジニアが目標とすべき資格として最良なものと言えます。 

技術評論社は、本書の出版が、エンジニアが Linux に関する知識や技術を習得するための一助になれば

と考えています。 

 

【本書の特長】 

・学習用 Linux 環境の VirtualBox イメージを収録した DVD-ROM 付属 

・実績ある講師によるわかりやすい解説 

・章末の演習問題と模擬試験で到達度を確認できる 

・LinuCの資格取得の最短コース 

 

【基本情報】 

書籍タイトル：最短突破 LinuCレベル 1 合格教本［101 試験，102 試験対応］ 

販売開始日：2019 年 7月 13 日 

価格：3,800 円+税 

ISDN：9784297106591 

販売サイト URL：https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784297106591 

 

【目次】 

 基礎編 Linux の基本 

 1 章 システムアーキテクチャ 
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 2 章 Linux のインストールとパッケージ管理 

 3 章 GNUと Unix のコマンド 

 4 章 デバイス、Linux ファイルシステム、ファイルシステム階層標準 

101 試験模擬問題 

 5 章 シェル、スクリプト、データ管理 

 6 章 ユーザインターフェイスとデスクトップ 

 7 章 管理業務 

 8 章 重要なシステムサービス 

 9 章 ネットワークの基礎 

 10 章 セキュリティ 

 102 試験模擬問題 

 

【本書についてのお問い合わせ先】 

技術評論社 

URL  https://gihyo.jp/book    住所 東京都新宿区市谷左内町 21-13  

・発売日や価格などのお問い合わせ： Tel 03-3513-6150 

・書籍内容に関するお問い合わせ： https://gihyo.jp/site/inquiry/book?ISBN=978-4-297-10659-1  

 

【登録商標】 

・記載されている試験名などの固有名詞およびロゴは、LPI-Japan が利用許諾を受けた商標または登録商

標です。 

 

【著作権】 

・本書の著作権は、技術評論社に帰属します。 

・書籍の内容・書籍を構成するデータ類の無断転用、第三者への再配布を禁止します。 

・その他、文中に記載されているすべての製品に関する著作権は、それぞれの所有者に帰属します。 

 

【試験予約サイト】 

LinuC はピアソン VUE より日本を含む全世界にて配信され、日本国外のテストセンターでの受験も可能

です。ピアソン VUE の LinuC の試験予約サイトは、下記をご覧ください。 

https://www.pearsonvue.co.jp/linuc  

 

（※）LPI-Japan 認定教材（LATM）とは 

LPI-Japan 認定教材（LATM）は、出題範囲に添って作成された教材として、LPI-Japan が認定した教材

です。 

 

●報道関係者お問い合わせ先 

LPI-Japan 事務局 

TEL ：03-3568-4482、FAX: 03-3568-4483 / E-mail：press@lpi.or.jp 

https://lpi.or.jp/
https://linuc.org/
https://oss-db.jp/
https://html5exam.jp/
https://accel-exam.jp/
https://opcel.org/
https://gihyo.jp/book
https://gihyo.jp/site/inquiry/book?ISBN=978-4-297-10659-1
https://www.pearsonvue.co.jp/linuc
mailto:press@lpi.or.jp


 

                                                LPI-JAPAN 
                                      特定非営利活動法人 / オープンテクノロジ－技術者認定機関 

 
LPI-Japan事務局 

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 BPRプレイス神谷町 7F  TEL.03-3568-4482  FAX.03-3568-4483 

https://lpi.or.jp  https://linuc.org  https://oss-db.jp  https://html5exam.jp  https://accel-exam.jp  https://opcel.org  

=============================================================== 

LPI-Japan について 

=============================================================== 

LPI-Japanは、日本での Linuxの技術力認定試験の普及と ITプロフェッショナルの育成のため 2000年 7

月に設立され、現在は対象を広げ OSS のデータベースソフトウェア、クラウドソフトウェア、および

HTML5 のプロフェッショナルのための認定試験を実施する NPO 法人です。 

LPI-Japan は、オープンテクノロジーの分野で IT プロフェッショナルの技術力の認定制度を中立公正な

立場で公平かつ厳正に運営することを通じて、IT プロフェッショナルの育成、さらにはオープンテクノ

ロジーに関連するビジネスの促進に寄与する活動を展開しています。 

 

●LPI-Japan の概要 （ https://lpi.or.jp ） 

法人名： 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 BPR プレイス神谷町 7F 

連絡先： TEL：03-3568-4482、FAX：03-3568-4483、e-mail：info@lpi.or.jp 

設 立：  2000 年（平成 12年）7月 28 日 

業務内容： IT プロフェッショナルの認定活動とOSS/HTML5 等のオープンテクノロジーの普及・推進 

理事長：  鈴木 敦夫 

理事：  橋本 尚 株式会社日立製作所 

福地 正夫 富士通株式会社 

中野 正彦 サイバートラスト株式会社 

丸茂 晴晃  

監事：   寺本 振透 九州大学 大学院法学研究院教授 

 

LPI-Japan認定教材（LATM）： 

 下記 URL の「LPI-Japan 認定教材（LATM）」は、「LinuC」の出題範囲に添って作成された教材と 

して、LPI-Japan が認定した教材です。 

https://lpi.or.jp/lpic1/book.shtml  

 

LPI-Japanプラチナスポンサー： 

下記 URLの「LPI-Japanプラチナスポンサー」は、LPI-Japan の活動に賛同・支援する企業です。 

https://lpi.or.jp/sponsor/list/  

 

LPI-Japanアカデミック認定校： 

下記 URLの「LPI-Japanアカデミック認定校」が、「LinuC」に対応した教育を提供しています。 

https://lpi.or.jp/school/list/   

 

LPI-Japanビジネスパートナー： 

下記 URL の「LPI-Japan ビジネスパートナー」は、Linux/OSS マーケットの拡大に積極的に貢献する

取り組みをしている企業です。 https://lpi.or.jp/bp/list/  
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