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概要
ラズパイマガジンが新装刊！ 「配線図ベスト17」「最新Pi 3詳報」など情報満載
いまや5ドル版

2017年5月29日 . モーター駆動回路. ラズパイマガジン2016年6月号、P41のモーター駆動回路を参
考に、というか、ほぼそのまま利用して作りました。 モータードライバーとターミナルブロックは秋月電子
通商で購入。 ラズパイモーター駆動回路 RaspberryPi Motor. こんな感じです。10年ぶりくらいには
んだ付け作業。芋はんだになってしまいましたが、まあ、大丈夫。 所定の抵抗が手持ちになかったの
で、いくつか直列に並べました。
ラズパイマガジン2016年8月号の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレ
カ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなん

でもあります！ぜひご利用ください！
初めてでも使える!Linux超入門/日経Linux. ¥ 1,300. 1. (税込). ラズパイマガジン 2017年12月号/
日経Linux. ¥ 2,407. (税込). 必ずできる!これから始めるLinux/日経Linux . 日経LINUX バックナ
ンバーDVD(創刊号1999年10月〜2016年度). ¥ 10,000. 6. (税込). 今からはじめるLinux/日経
Linux. ¥ 750. (税込). 日経Linux バックナンバーDVD 創刊号〜2015年. ¥ 9,000. 2 . SOLD. 日
経Linux バックナンバーDVD 創刊号～2016年. ¥ 9,900. 1. (税込). 日経Linux 2016年6月. ¥
450. 2. (税込). 日経Linux 2016年3月.
2017年9月23日 . さっそく準備を終えてRaspberry Pi zero Wを起動しましたが、OS選択画面から
先に進みません。有線タイプのマウスやキーボードを繋げてみましたが、マウスカーソルなど微動だにせ
ず。。。 SSH接続してみるなど、原因調査をしようかと思いましたが恐らくは初期不良と思われます。
小型マイコン系ではままある事だろうと思い、KSYに連絡して交換となりました。（色々弄って壊す前
に連絡して良かった）. 日経Linux2017年9月号の付録、ラズパイマガジンビギナーズが１２パターンぐ
らいの電子工作で.
2016年7月30日 . ジュンク堂書店池袋本店/PC書@junkudo_ike_pc. デラックスパックの梱包内
容：Raspberry Pi Model B本体、Pi3/2/B+対応クリアケース、電源アダプター、OSインストール済み
micro SD（16GB）、HDMI端子、公式7インチ・タッチディスプレイ、ラズパイマガジン2016年8月号.
posted at 19:14:52. 7月16日 · @junkudo_ike_pc · ジュンク堂書店池袋本店/PC書
@junkudo_ike_pc. 7/16新刊：ISBN978-4-8222-3791-2 日経BP社 『Raspberry Pi 日経Linuxオ
リジナルパック デラックスパック』 ￥25,920（.
2015年2月22日 . 今まで何度も Raspberry Pi（小型PCボード）を使ってみたいと思いながら、公私
共に多忙で手付かずだったのですが、先月、ようやく忙しさから抜け出せたので、タイミングよく日経
Linuxから発売されていた「ムック＆ Raspberry Pi Model B+ 特別セット」を勢いで購入しました。 こ
れには、ムック「ラズパイマガジン2015年春号」と Raspberry Pi Model B+ が基本セットになっていま
すが、私は基本セットの他に以下のものも合わせて購入しました。 ○B+用ケース（Pi Case Clear） ○
カメラ（Raspberry Pi.
2016年05月19日 日経BP社 「ラズパイマガジン」好調につき隔月刊化. 後追いとなってしまいました
が..。 日経Linux編集部による季刊発行のムックと展開してきた「ラズパイマガジン」は、新型
Raspberry Piの発売など追い風を受けて4/18売(6月号)より隔月刊化。 本誌だけでなくケースと
Raspberry Piのセットや各種キットの販売も行っており、コンピュータと電子工作の両方に興味を持つ
初心者層に対して積極的なアプローチをしている。 ソフトウエアとハードウェアの両方を知る事は、と
ても大事ですからね。
Amazon.co.jp： ラズパイマガジン 2016年6月号 日経BPパソコンベストムック eBook: 日経Linux:
Kindleストア.
2017年6月15日 . 超小型コンピューター「Raspberry Pi（ラズベリーパイ）」の活用方法を紹介する
「ラズパイマガジン」に、弊社エンジニア林幹久が、「特集4 無料の画像処理専用OSとクラウドを活
用 カメラ画像に合わせて自動で動くホワイボード撮影マシン」を寄稿いたしました。 弊社が提供す
る、最新技術をブロックのように組み合わせ「安く・早く・簡単」に映像解析システムを開発できるプ
ラットフォーム「SCORER（スコアラー）」と「Raspberry Pi」を組み合わせ、ホワイトボードに記載した内
容を自動的にクラウドに保存する.
みんなのラズパイコンテストにて受賞しました. 2017/11/06. ラズパイマガジンと日経Linux、日経ソフト
ウエア様の みんなのラズパイコンテスト2017 にて優良賞を頂きました。 小さな賞ですが嬉しいですね
ｗ 2018年も参加したい！ - Raspberry Pi, お知らせ.
2016年11月15日 . 店長、一応商売人としての自負はあるつもりなんですが、物欲＋売り込みに負
けて衝動買いをすることがよくあります。日経BPからメールで来ていたラズパイマガジンの宣伝にまんま
と乗ってしまいました。ちょっと悔しいかも。 買った（買ってしまった）セットは以下のとおりです。
20161115-3 □Pi 3カメラケースセット. Raspberry Pi 3, 新版カメラモジュール, Pi 3/2/B対応クリアケー
ス, ラズパイマガジン2016年12月号. □ ラズパイマガジンが選ぶスターターキット 20161115-1. USB電
源アダプター、OS書込.

ラズパイマガジン 2016年6月号 - 日経Linux - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入
毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2017年2月1日 . http://btoshop.jp/2017/02/01/adrpm1702p/. 「Raspberry Pi」シリーズのGPIOピン
ヘッダに接続するGPSモジュールがビット・トレード・ワンから登場。ラズパイマガジン4月号との連動企
画製品で、付録の基板を使い組み上げるキット「ADRPM1702K」と組立済みモデル
「ADRPM1702P」の2種が用意される。 製品には高性能GPSモジュールの他、経度・緯度・高度・
日付などを表示できる液晶ディスプレイ、GPSバックアップ用電池ケース、動作切り替えボタン、動作
確認LEDを実装。専用のシェルスクリプト.
日経BPパソコンベストムックの「ラズパイマガジン2017年2月号（2016年12月15日発売）」、 「600円
[…] 「なんでもトコトン学園」番組スタジオセットの黒板アート製作. テレビ番組のスタジオセットとして
黒板アートを手がけました。 なんでもトコトン学園 2017年5月 […] MAGAZINE（2014-2017）.
2017年7月号「poroco」素敵女子Style掲載 2015年1月26日 「アルバイト北海道」巻頭ページ掲
[…] WEB（2013-2016）. 2016年6月19日 「産経フォト」掲載 2014年12月4日 「オルタナ」S掲載
2014年8月25日 「H […].
2016年8月26日 . この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適していま
す。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が
使用できません。電子工作とネットを連携させよう、Windowsで9軸センサーを可視化 ラズパイマガ
ジン2016年10月号では、電子工作とWebの連携を実現させる。WebブラウザーからLEDをつけたり、
表示させる数字を指定したり、センサーデータのグラフを確認したり。Webアプリの基本を身に付ける
ことで電子工作の世界が.
2017年5月4日 . 栗日記 - 実績. 地味にこんな栗活動をしてきました。 栗による世界制服を実現す
るため、 こいつに栗の絵を描かせてみたいと思われた貴兄は、ご連絡ください。 # 費用については応
相談で…素人ですので、無茶は申しません。 2017年05月 : 日経Linux 2017年5月号からの連載
(初心者のためのラズパイサーバー構築)が栗々しております(※). 2016年10月 : 日経Linux 2016年
10月号からの連載(経験値ゼロからのRaspberry Pi超入門)が栗々しております(※). ラズパイマガジ
ン2017年6月号からも同様.
2017年2月13日 . ビジネス専門誌などを手がける出版社の日経BP社は、2月15日発売の電子工
作専門誌「ラズパイマガジン4月号」を、GPS測位モジュールのプリント基板を付録に付けて販売しま
す。 ... 2016年12月30日. ガリレオ、初期サービスを今月15日から開始. 2016年12月29日. チェコ共
和国大使館でGNSSのワークショップ開催. 2016年12月27日. 船舶無人航行システムでのGNSS
利用と日欧協力をさぐるセミナー. 2016年12月26日. KDDIとナビ .. 軌道修正した「Galileo」5・6号
機が試験信号の配信を開始へ.
2013年12月から2014年6月にかけてRaspberry Piの環境を構築し、ラズパイマガジン2015年冬号を
購入、読んでみましたが…使用用途が思い浮かばず（Webサーバーにして、バンドのサイトを…
2016年12月6日 . 日経Linuxと日経ソフトウエアが主催するシングルボードコンピュータ「Raspberry
Pi」（ラズパイ）を使った電子工作やアプリケーションのコンテスト「みんなのラズパイコンテスト2016」が
行われ、2016年10月18日に本年度受賞作品が発表されました。 本年はグランプリ受賞 . 作品の
更に詳しい解説についてはラズパイマガジン2017年4月号（2017年2月中旬発売）、2017年6月号
（2017年4月中旬発売）（日経BP社発行）の2回に分けて、作品の詳細解説が掲載される予定と
のことです。より作品について.
2017年9月12日 . 夏休みに苦労して書いた記事が、ラズパイマガジン１０月号に掲載されました！８
０ページの特集記事４です。書店で見かけたら、手に取って中身を見ていただけると、とっても嬉しい
です。 DSC04822.jpg 会社のサークルメンバと分担をして書いたのですが、だいたい６割くらいのペー
ジを担当しました。一番苦労したのは車両の電気部分の組み立て。 DSC04829.jpg.
DSC04825.jpg カメラストリーミングとサーボ制御部分のソフトウェアはこちら。 DSC04826.jpg ブラウ
ザからコントロールできちゃいます。
日経Linux is the author of 初めてでも使える！Linux超入門 日経BPパソコンベストムック (0.0
avg rating, 0 ratings, 0 reviews), ラズパイマガジン 2016年6月号 日経BPパソコンベストムック (0.0

avg rating, 0 rat.
Ponta Point available! | ラズパイマガジン 2016年6月号 日経bpパソコンベストムック | 日経 Linux
編集部 | JP Edition | Books | 9784822236403 | LAWSON-TICKET & HMV Multiple payment
& delivery options for our customers' satisfaction!
2016年5月25日 . 小さいサイズのもの（Raspberry Pi Zero）は日本で流通していないので、イギリス
から輸入する必要があります。 欠点２：プリンターが使えないことがある. プリンターメーカーのサポート
ページで、「Ubuntu . とはいえマウス操作でほとんどの作業が済んでしまうので、隔月刊雑誌『ラズパ
イマガジン』の入門記事を読みながらやればできるはずです。 ただしフォントのインストールは、キー
ボードで打ち込む必要があります。 . ラズパイマガジン 2016年8月号 (日経BPパソコンベストムック).
2,138円. Amazon.
2017年9月3日 . アーカイブ. 2018年1月 · 2017年11月 · 2017年10月 · 2017年9月 · 2017年8月 ·
2017年7月 · 2017年6月 · 2017年4月 · 2017年2月 · 2016年12月 · 2016年11月 · 2016年9月 ·
2016年8月 · 2016年7月 · 2016年6月 · 2016年5月 · 2016年3月 · 2015年10月 · 2015年9月.
2017年1月12日 . 小山です。おかげさまで、2016年は日経Linux、ラズパイマガジンで毎月のようにラ
ズパイ関連記事の執筆をさせていただきました。ラズパイマガジンの特集を2回担当させていただい
て、かなり力をいれて自分としては役に立つ内容にできたと思っています。人によっては内容が難しす
ぎるかもしれませんが、他の書籍などには紹介されていないテクニックを使っていて、実際のラズパイプ
ログラミングをするときに参考になるはずです。ぜひ、読んでみてください。 日経 Linux (リナックス)
2016年 2月号 · ラズ.
@kio MIW@ Retweeted ゆかりん. #ラズパイマガジン 2017年10月号 は、“ラズパイ風”ボードの比
較記事があるのか。気になる。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/linux/raspi/#magazine …
https://twitter.com/yukarin2016/status/903745464909971460 … @kio MIW@ added,. ゆかりん
@yukarin2016. ラズパイマガジン、奇数月の初旬に発売するように変わったらしいけど、今日はまだ
書店には並んでないかな。ラズパイマガジンはものすごく入り口の初心者に向けた回路の説明記事
があって素晴らしいと思います。
2016年4月14日 . ラズパイマガジンが新装刊！ 「配線図ベスト17」「最新Pi 3詳報」など情報満載
いまや5ドル版も発売された人気の名刺大PCボード「Raspberry Pi（ラズパイ）」。このラズパイを使っ
て「何かを作ってみたい」（Makeしたい）と思う人をとことん支援する「ラズパイマガジン」が「新装刊」に
なります。ラズパイを超小型のパソコンとして使う方法から電子工作までを基礎から解説して、幅広
い活用法を指南します。 特集1「アキバの人気パーツ 配線図ベスト17」では、最大手のパーツショッ
プで最も人気の25種の部品.
ラズパイマガジン 2017年10月号: ラズパイレポート 面白工作で賑わうMaker Faire Tokyo（2017年9
月4日） .. （2016/8/6-7開催）. Life Shift（リクルートライフスタイル）: 地上最大のDIY展示発表会
「Maker Faire Tokyo 2016」に行ってきた。［主催者インタビュー］（2016年10月4日）. 月刊I/O 2016
年10月号: 「個人」「メーカー」「硬派」「変わり種」…いろいろな工作が一度に楽しめる「Maker
Faire Tokyo . 日経Linux 2016年10月号: Linuxレポート “電子工作の祭典”が開催 Raspberry
Pi作品などで賑わう（2016年9月8日）.
2016年4月 1日 (金) . 今回3回目で、分岐線に入れるための工作なため、以前の電子工作マガジ
ンがないとちょっとついていけないのが残念ですが。それでもいろいろ参考にはなりそう。 . 距離計も付
いてて、障害物を感知すると回避運動に入るという、結構よく出来たロボットです。 Img_1451. しか
し電子工作マガジンといえば、メインはやっぱりこれなんですけどね。 続いてラズパイマガジン。
Img_1453. サーバー編や初心者向きの記事もたくさんある中、私が注目したのはこちらの「ラズパイ
マウス」。 自律走行型のロボット.
2016年11月26日 . 2017年2月 (10); 2017年1月 (2); 2016年12月 (5); 2016年11月 (7); 2016年10
月 (4); 2016年5月 (1); 2016年4月 (2); 2016年3月 (8); 2016年2月 (10); 2016年1月 (10); 2015
年12月 (7); 2015年11月 (2); 2015年10月 (1); 2015年5月 (3); 2015年4月 (5); 2015年3月 (8);
2015年2月 (8); 2015年1月 (4); 2014年12月 (5); 2014年11月 (5); 2014年9月 (3); 2014年8月
(2); 2014年7月 (1); 2014年6月 (1); 2014年5月 (1); 2014年4月 (3); 2014年3月 (9); 2014年2月

(3); 2014年1月 (5); 2013.
2017年4月14日 . 電子部品,通販,販売,半導体,IC,マイコン,電子工作日経Ｌｉｎｕｘラズパイマガジ
ン２０１７年６月号＆８月号企画部品セット秋月電子通商 電子部品の通販・販売.
明日(3/5) 臨時開店. 2017/03/04. 3月5日(日) 10:00-19:00で臨時営業します。 通常は月曜〜土
曜営業の当スペースですが、明日(3/5)は気まぐれ日曜営業いたします。 年度末進行に向けて業
務を持ち帰っている方; たまには気分を変えたいフリーランスの方; 確定申告に焦っているフリーランス
の方; 静かに各種勉強をされたい方; etc. ぜひご利用ください。
2017年3月30日 . Raspberry Pi MouseはメインボードにRaspberry Piを使った左右独立二輪方式
の小型移動プラットフォームロボットです。 Raspbian、Ubuntu等で動作します。 ROSの入門機として
もご利用いただけます。 RaspberryPi3に対応したRaspberry Pi Mouse V2を2016年6月20日に発
売. RaspberryPiMouse. 日経LINUX(2015年6月号から11月号)にて連載された記事「Raspberry
Piで始めるかんたんロボット製作」と連動したキットの完成品です。この記事は日経BPラズパイマガジ
ン2016春号にまとめられ.
2016年4月29日 . 何故か急に Raspberry Pi のマインクラフトが起動しなくなりました。 お父ちゃんの
本日のダイエット日記で、メロン熊に噛まれた長男くんの様子がアップされているので、よかったら是非
見てみてください〜！
2014年2月7日 . ラズパイマガジン2017年10月号に執筆したレポートが掲載されました. ラズパイマガ
ジンでMicrosoftの新機械学習ライブラリであるELLの画像認識レポートを2ページ書きました。 .. 2
人掛け カバー付き ソファ , デザイナーズ クッション 一人暮らし ファミリー 木製 レザー かっこいい セット
姫 レトロ ロー ワンルーム コンパクト フレンチ 北欧 モダン ダイニング 送料無料 送料込【送料無料】
ソファー 【3人掛け】 グレー 『イーガル』 ファブリック布地 肘付き 肘部6段階リクライニング, お好みのス
タイルでくつろげる。
2017年3月7日 . 先日TALKした”最近、”ラズパイマガジン 2017年2月号 (日経BPパソコンベスト
ムック)”を読んでみました“でレビューした2月号に続き、4月号も引き続きといった感じです。ちなみに、
本来 . 後、連載記事は、2月号から始まった会議室の空き状況が分かるloTシステムの第2回目、
そして今月号で終わっちゃうお手軽ロボット教室となっています。6月号からは、新しい連載は始まると
思いますので、その辺り楽しみだったりします。んんん、楽しい . ラズパイマガジン 2016年12月号 [ 日
経Linux ] 価格：2138円（.
オンライン書店 Honya Club.comラズパイマガジンのページです。
ラズパイマガジン 2016年6月号 日経BPパソコンベストムック 人気パーツの配線方法、OSのはじめ
方. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,980円. 税込価格 2,138円. 在庫あり. 本商品はお取扱
いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取
扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認くださ
い。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱いショップサイトでご確認ください。 商品によ
り、購入可能な最小・最大個数が.
ラズパイマガジン 2017年4月号(日経BPパソコンベスト.」が好きな人は、こんな商品も購入していま
す. ラズパイマガジン 2017年6月号 (日経BPパソコンベストムック) · ラズパイマガジン 2017年6月号
(日経BPパソ. 日経Linux; ￥ 2,138. ラズパイマガジン 2017年2月号 (日経BPパソコンベストムック);
ラズパイマガジン 2017年2月号 (日経BPパソ. 日経Linux; ￥ 2,138. ラズパイマガジン 2017年10月
号 (日経BPパソコンベストムック) · ラズパイマガジン 2017年10月号 (日経BPパ. 日経Linux; ￥
2,354. ラズパイ.
カーディガン 薄手 レディース 夏秋 ショート丈 カーディガン シンプル 無地【1枚のみメール便可】【セー
ル品返品不可】,ラズパイマガジン2017年4月号 付録基板用部品セット,【送料無料】LEDチューブ
ライトモチーフトゥインクルスノーマン WG-1444,いっしょにはなそう アンパンマン,アップルパーク パペット・
ブランケット TM178/TM180/TM181 【1点】wagan,Xmasシュシュ ポンポンリボン クリスマス クリスマス
コスプレ サンタ 衣装 サンタクロース 衣装. 【全品ポイント10倍】【DAD WAY 正規品】Ks Kids(ケー
ズキッズ)プレス・.
2017年9月30日 . 「Raspberry Pi」(ラズベリー パイ)は誰でも気軽にプログラミングに取り組めるように

開発された製品です。 しかし、「気軽にできる」とは言っても実際にプログラミングを始めるにはソフト
ウエア基礎知識が必要となってきます。 この『Raspberry Pi 教室』では実際に、Raspberry Piを使っ
て何か創造的な動きを楽しむことができるまで学習して、ソフトウエアとハードウエアの基礎知識を習
得することを目的としています。 Wifi、BLE（Bluetooth Low Energy）も搭載した格安小型『ラズパ
イゼロW』も現在発売中.
ARENA 6月号 (2017) 表紙画報イン の検索結果 : 腕時計・ジュエリー,書籍,スマホケース,ジャンル
で現在販売中の商品リストです。ARENA 6月号 (2017) 表紙画報イン 買うならお得で楽しいネッ
トショッピングQoo10（キューテン）で国内・海外人気商品が激安。割引クーポンやタイムセールなど
お得なイベントも盛り沢山！
2017年2月1日 . 株式会社ビット・トレード・ワン（本社：神奈川県相模原市 代表取締役社長：阿
部行成）は、Raspberry Piに取り付けることでGPSロガーとして使用できるほかGPS衛星からUTC日
付、UTC時刻、緯度、経度、高度、捕捉衛星数、速度などの情報を得ることで多彩な活用実験
を可能にする、拡張ボード“GPSCAP”を2017年2月15日発売いたします。 本製品は2017年2月15
日発売のラズパイマガジン2017年4月号（日経BP社）との連動企画により実現したもので同号には
本製品を製作するための基板が付録.
[本･情報誌]『ラズパイマガジン 2016.10』日経Linuxのレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらす
じ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購
入もできます。出版社：日経BP社.
2017年4月17日 . 手のひらに納まるほど小型かつ、低価格で入手できることから2012年の販売開
始以来、世界中で人気を博し、今や1,100万台を超える販売台数を誇るRaspberry Pi（ラズベリー
パイ）。 小型PCとしても . ラズパイマガジン2017年4月号の特集「ラズパイ工作超入門ステップ36」と
ラズパイマガジン2017年6月号の特集「ラズパイ工作トラブル解決12」から電子工作の基本を学びま
す。 . 今回の授業で扱った内容以外にも、ラズパイマガジン4月号、6月号ではより広範な内容がご
覧いただけます。 【必要な.
2016年10月17日 . ラズパイムック本に掲載されている配線図の勉強用として、部品セットが販売さ
れていたので購入してみたので、レビューとなります。
2017年4月9日 . 最新 Raspberry Piで学ぶ電子工作（電子書籍）. NanoPiにどっぷり浸かってる今
日この頃だけど、久々にRaspberryPi関連書籍を購入。 やりたいことはRaspiberryPiと被るんで、手
元に置いて調べたい基本的なことが増えた。 講談社の電子書籍が割引になっていたので購入した
んだけど…すでに持っていたやつの改訂版だった。
ラズパイマガジン2017年2月号,モールド＆ペイント カップケーキ 【4M （フォーエム）】 00-03535 【工作
キット】 夏休み 自由研究 知育玩具 ワークショップ 子供会 学童 イベント,その他 PG 1/60 ストライ
クフリーダムガンダム ds-417911,PLAYWOOD PLAY . ミリ基尺 50×50×100ミリ,パズルフレーム ジブ
リ作品専用 ポスターコレクションミニパズル専用フレーム,日本職人が作る 食品サンプル カロリー表
示付き お好み焼き IP-552,Noo Designs(ヌーデザイン) アニマル コーデセット 4ピース Ladybug テン
トウムシ 3-6ヶ月用,.
2016年4月11日 . いまや5ドル版も発売された人気の名刺大PCボード「Raspberry Pi（ラズパイ）」。
このラズパイを使って「何かを作ってみたい」（Makeしたい）と思う人をとことん支援する「ラズパイマガジ
ン」が「新装刊」になります。ラズパイを超小型のパソコンとして使う方法から電子工作までを基礎か
ら解説して、幅広い活用法を指南します。
2017年12月23日 . ラズパイマガジン 2016年12月号(日経BPパソコンベストムック),日経BP社,

,Whenbuy.jp is an ordering service for Japanese shopping sites using AI prediction, price
tracker, price history charts, price watches, and price drop alerts.
2017年6月7日 . ラズパイマガジン2016年6月号と2017年2月号をみながら、 温度計を作成してみま
した。 回路と測定用のコードは、2017年2月号 p.21の下側(26番)そのままに作成しました。 コード
はラズパイマガジン2017年2月号の読者限定サイトからダウンロードしてください (書籍を購入すれば
わかります)。 使用したサーミスタは103AT-2で、[1]によると、25℃での抵抗値が10kΩ、B定数が
3435K。 Wikipediaのサーミスタの説明[2]から、サーミスタの抵抗値Rから温度を求める式は、

1T=1T0+1B∗log(RR0) ⋯式(1).
2016年3月12日 . 楽しいMake、IoTを支援日経LINUX 安東 一真IOT ALGYAN 1周年記念・
IOT祭り2016 2016年3月12日; 2. . ラズパイマガジンが新装刊 ラズパイマガジン 6月号4月18日発
売価格：1,980円＋税 隔月刊に; 6. . ラズパイマガジンのコンセプト ハードウエアのOSS化 誰で
も“Make”が可能に 注目を集めるのがRaspberry Pi 5ドル版も登場（お薦めのPi 3は5670円～）
Raspberry Pi（ラズパイ）＝ 本格OS（LinuxやWindows） ＋ 多様なOSS（ネットワークの知識） ＋
電子工作 → IoTは.
2016年6月1日 . Raspberry Pi 3 Model Bを動作させるのに必要な機器が揃ったので、OSをインス
トールしてみることにした。 大まかな流れは、以下の通りであった。 .SDカードをフォーマットする。 .イン
ストールツールをダウンロードして、SDカードにコピーする。 .Raspberry Pi 3 Model BにSDカードを差
し込み、電源を入れる。 なお、これらの手順は、ネットの情報やラズパイマガジン2016年6月号を参
考にさせて頂いたのであった。
日経BP社の「ラズパイマガジン2016年6月号」の「講座 ハードとソフトの基本を学ぶ かんたんロボット
製作 第2回」および、日経BP社 ITpro にて掲載されている「ラズパイで作ろう！ゼロから学ぶロボッ
ト製作教室 第4回」に連動する電子部品のセットです。「その1」の追加部品セットです。Raspberry
Pi本体やブレッドボードは含まれません。
2016年4月29日 . 2016/4/29 ラズパイ. 以前の記事にも書きましたが、オフィシャルマガジンの
MagPi（英語のみ）を購読し始めました。今週、最新号のIssue44がイギリスから届きました。 41〜43
号は売り切れの為、あえてバックナンバー購入の手続きをしないと入手できないようです。 40号は例
のラズパイゼロがおまけで付いてくる号なのですが、ラズパイ本体だけでなく、MiniHDMIとMicroUSB
を通常のHDMIとUSBに変換するケーブルも付属しますのでとってもお得です。 . 購読期間は最短
６ヶ月から可能です。
2016年4月28日 . ラズパイマガジンが新装刊を記念し、5月12日までの期間限定で様々なセット販
売を実施中。2016年6月号とRaspberry Pi 3、ケースのセット価格は8672円（税込）だ。
2017年6月12日 . 彼は何を隠そう、「ラズパイオーディオの会」会長の松本壮史（まつもとたけし）さ
ん。 . なお「ラズパイオーディオの会」では、今週末の6月17日（土）に沖縄県市町村自治会館で開
催される「オープンソースカンファレンス2017Okinawa」にて、展示とデモ、そしてラズパイオーディのセミ
ナーを開催するとのことなので、那覇市近郊にお住いの方には . デジファイNo.22付録ヘッドホンアン
プ【毎週火曜掲載】 (2016年07月12日); 7月3日はポタフェス大阪へ デジファイ No.22の購入でオペ
アンプがもらえちゃう！
【定価62％OFF】 中古価格￥798（税込） 【￥1340おトク！】 ラズパイマガジン(２０１６年６月号)
／日経Ｌｉｎｕｘ編集部(編者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サ
イト。1500円以上のご注文で送料無料。
2017年4月25日 . 600円ラズパイで“ちっちゃい”工作！ 電子工作の12のトラブル解決. 2017年2月
に国内販売が始まった、600円PCの「Raspberry Pi Zero」。その買い方と始め方を紹介した後、手
軽でコンパクトな“ちっちゃい”工作に挑戦します。持ち運びが容易なハイレゾ音楽プレーヤーや無線
リモコンカー、幅5cmの拡張LANボードなどの作り方を伝授。小型ラズパイに最適な周辺機器も一
挙に紹介します。 さらに、電子工作にはつきもののトラブル12種の解決方法を紹介し、みんなのラズ
パイコンテスト2016で準.
2017年11月9日 . ラズパイマガジン 2017年12月号 特別付録は、Wi-Fiマイコンを搭載するIoTプロ
グラミング工作ボードのプリント基板付(別売りのパーツセットが必要)
2016年10月28日 . 特集1「1日で基本から分かる！ 工作プログラムの作り方」（p.13-47）. 2016年
11月17日の訂正. 読者限定サイトに用意していたソースコードのうち、作り方6（p.29-30）の
motion1.pyに誤りがありました。8行目で. LED_PIN = 17. としていましたが、正しくは. LED_PIN =
4. でした。読者限定サイトのソースコード（圧縮ファイルのpy12.zip）を2016年11月17日に差し替え
たので、それ以前にダウンロードした方はお手数ですが、再ダウンロードをお願いします。
大人気の CPUボード、Raspberry Pi 3 Model Bで作ってみよう,Raspberry Piの開発環境の構築や
タッチパネル付き液晶ディスプレイや各種センサーの使い方まとめ.

日経Linux(日経リナックス) 2018年1月号. 日経BP社. 最新号（2018年1月号）の発売日は2017
年12月08日です。 目次や定期購読のご案内も掲載しています. 目次を見る. バックナンバーのご紹
介. 2017年11月号. 2017年9月号. 2017年8月号. 2017年7月号. タイトル 価格（税込） 割引 送
料. 日経Linux(日経リナックス) 2018年1月号 (2017年12 . みんなのラズパイコンテスト」 ベビー用自
作玩具など５０件受賞（007p） ○Ｆｅｄｏｒａの新版がリリース モジュール化は開発に遅れ（009p） ○ｏ
ｐｅｎＳＵＳＥ． .. 2017年6月号.
2016年8月11日 . はじめに「優しいIT」という理念の基、ITコンサルタントをしている亀井亮介と申し
ます！ 現在、仕事では要求分析・要件定義を中心に上流工程をしていますが、プログラムも書き
ます！ 優しいIT活動の一環として「教育用ようにプログラミング可能なPCを安価に提供する」理念
の「Raspberry Pi 3（通称ラズパイ）」の紹介をします！ 今回は、明るさを検知します！ 例えば、部
屋が暗くなったら点灯する防犯ライトが作れちゃいますね！ ラズパイマガジン-2016年6月号 特.
Amazonで日経Linuxのラズパイマガジン 2016年6月号(日経BPパソコンベストムック)。アマゾンなら
ポイント還元本が多数。日経Linux作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またラズ
パイマガジン 2016年6月号(日経BPパソコンベストムック)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
ラズパイマガジン2017年6月号に、「みんなのラズパイコンテスト２０１６」で、準グランプリを受賞した
「アイロンビーズセッター」の解説記事の後編が掲載されています！ 書籍詳細についてはこちら
http://itpro.nikkeibp.co.jp/linux/raspi/. ラズパイマガジン2017年4月号に、「みんなのラズパイコンテ
スト２０１６」で、準グランプリを受賞した「アイロンビーズセッター」の解説記事の前編が掲載されてい
ます！ 書籍詳細についてはこちら http://itpro.nikkeibp.co.jp/linux/raspi/ 下の方へスクロールして
いくと、書籍の内容について説明.
ヤフオク!は、誰でも簡単に[ラズパイマガジン]などを売り買いが楽しめる、日本最大のネットオーク
ションサイトです。圧倒的な商品数を誇るヤフオク!で、落札・出品してみませんか？ 補償制度もあ
ります。
2015年11月17日 . なので想定しているレベルとしては基礎的なLinuxのコマンドは分かって、
Raspberry Piとりあえず使ってみたけど、どうやって活用すればよいのか分からない的な人くらいです。
私のブログのRaspberry Pi関連の記事読んで意味が分かれば . ラズパイマガジン2015年秋号 (日
経BPパソコンベストムック). 作者: 日経Linux; 出版社/メーカー: 日経BP社; 発売日: . 2016/08/23
追記：Interface誌 2016年9月号でラズパイ・カメラ2の特集記事がありました。V1とV2カメラの比較
は以下記事で実施しました。
2017年9月4日 . ラズパイマガジン2018年2月号でGoogleVoiceKitの記事執筆を行いました. ラズパ
イマガジン2018年2月号でGoogleVoiceKitの記事を9ページほど執筆しました。 GoogleVoiceKitと
はRaspberry piをスマートスピーカーにする拡張キットのことで、音声対話機能をRapberry piに組…
garicchi. この記事を読む. Works. 2017-09-03.
Xojoニュースレター2016年６月号. 2016.06.27 投稿者: moongift. Xojo . Xojoでアプリケーションを
開発する方法を具体的に解説するWebセミナーを6月から開催します。Webセミナーでは、IDEの基
本操作から . ラズパイコンテストに協賛. 日経BP社のラズパイマガジンが主催する「みんなのラズパイ
コンテスト 2016」に協賛します。グレープシティXojo（ゾージョー）賞も設けていますので、この機会に
Xojo + Raspberry Piで組み込み系デバイスの開発にもチャレンジしてみてください。 ≫≫ みんなの
ラズパイコンテスト.
2017年1月13日 . 2016年12月8日に発売された「日経Linux」と2016年12月15日の「ラズパイマガジ
ン」に、弊社が開発したネットワーク対応の小型LED警告灯『Crystal Signal Pi (クリスタルシグナル・
Pi)』の記事が掲載されました！ ‐ 日経Linux 2017年1月号 · ‐ ラズパイマガジン 2017年2月号.
IMG_0437. 「ラズパイマガジン」の読者プレゼントでは、Raspberry Pi 3本体と周辺機器のセット、弊
社のCrystal Signal Piなどが当たります。 (応募受付は2017/2/14まで). ぜひ雑誌をお手に取って、お
読みいただければと思い.
ラズパイマガジン ２０１６年６月号 （日経ＢＰパソコンベストムック）/日経Ｌｉｎｕｘ（コンピュータ・IT・情
報科学：日経BPパソコンベストムック） - 格安・小型のＰＣボード「Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ」の魅力の源泉を
探るレポートや、ラズパイＯＳのはじめ方、かんたんロボット製作などを紹介する。.紙の本の購入は

hontoで。
2017年4月30日 . Raspberry Piで始める電子工作入門 by ラズパイマガジン. この動画は生放送で
電子工作の解説をします。ラズパイマガジンに掲載された内容を実践する形のようです。 1時間17
分の動画でした。1時間の予定のようでしたが、ペース配分をミスってちょっと長くなってしまったようで
す。 ラズパイマガジン 2017年4月号(日経BPパソコンベストムック). 本を買わなくてもこの動画だけで
もOKです。ただ、動画ではラズパイのセットアップなどは解説されないので注意が必要。（あらかじめ
自分でやっておく必要が.
2017年3月5日 . 前回からの続き. 前回は、RaspBerryにOS「Raspbian」をインストールしました！
最終目的は、ラジコンを作る、というところまでやりたいのだけども、段階を踏んでいきたいので、とりあ
えずモーターを動かすところまでやっていきます。 tohutokonsome.hatenablog.com. なにはともあれ材
料を買う. 先週に引き続き、2度目の秋葉原。 tohutokonsome.hatenablog.com. モータを回すのに
必要な部品といっても、さっぱりなのですが、以下の本を参考にしました。 ラズパイマガジン 2016年6
月号(日経BP.
ムック「ラズパイマガジン2016年6月号」向けのパーツセットです。 □ 製作方法はムック「ラズパイマガジ
ン2016年6月号」を御参照下さい。 □ ムック（S-10448）の他にラズパイ本体なども必要となります。 □
部品表□. 番号. 部品名称. 数量. 仕様/型番. 備考. 1. 5mm赤色LED. 3 OSDR5113A. 最大電
流30mA. 2. 基板用スライドスイッチ. 1 SS-12D00-G5. 3. タクトスイッチ. 2. 4. ホールセンサー（磁気
スイッチ）. 1 US1881LUA. 5. 電子ブザー（圧電ブザー）. 1 HDB06LFPN. 6. トランジスタ. 4
2SC1815GR. 7. I2C対応温度.
2017年6月27日 . Pi3カメラケースセット（ラズパイマガジン＋Pi 3＋新型カメラ＋ケース） 11,750円
(税込); ラズパイマガジン2017年6月号・8月号電子工作キット 5,200円(税込); ラズパイマガジンが
選ぶスターターキット 3,240円(税込). ラズパイ3. f:id:belial6:20170627224951p:plain.
f:id:belial6:20170627225407p:plain. ラズパイケース. f:id:belial6:20170627225023p:plain. カメラモ
ジュール. f:id:belial6:20170627225100p:plain. 電子工作キットとスターターキット.
f:id:belial6:20170627224909p:plain. 開封して、.
&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2017年2月に国内販売が始まった、600円PCの「Raspberry Pi
Zero」。その買い方と始め方を紹介した後、手軽でコンパクトな“ちっちゃい”工作に挑戦します。持ち
運びが容易なハイレゾ音楽プレーヤーや無線リモコンカー、幅5cmの拡張LANボードなどの作り方を
伝授。小型ラズパイに最適な周辺機器も一挙に紹介します。&lt;br&gt;&lt;br&gt; さらに、電子工
作にはつきもののトラブル12種の解決方法を紹介し、みんなのラズパイコンテスト2016で準グランプリ
を取った作品「アイロンビース.
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社の世界最小 超小型 1M-Pixelカメラモジュール IU233

Sony's Tiny Camera module.
2016年8月7日 . はじめに「優しいIT」という理念の基、ITコンサルタントをしている亀井亮介と申しま
す！ 現在、仕事では要求分析・要件定義を中心に上流工程をしていますが、プログラムも書きま
す！ 優しいIT活動の一環として「教育用ようにプログラミング可能なPCを安価に提供する」理念の
「Raspberry Pi 3（通称ラズパイ）」の紹介をします！ 今回は、スイッチの制御を検出します。 ラズパ
イマガジン-2016年6月号 特集1 アキバの人気パーツ 配線図ベスト17 ③スライドスイッ.
【商品点数2000万品以上！】注目のラズパイマガジン (日経BPパソコンベストムック)のネットショッピ
ングなら通販サイトWowma!｜旧DeNAショッピング。人気の激カワファッションをサイズ・カラー・ブラン
ドを豊富に取扱い。最新トレンドファッションやコスメ・グルメなど、2000万品以上の豊富な品ぞろえ。
Amazonで日経Linuxのラズパイマガジン 2016年春号 (日経BPパソコンベストムック)。アマゾンならポ
イント還元本が多数。日経Linux作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またラズパ
イマガジン 2016年春号 (日経BPパソコンベストムック)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2016年4月23日 . ラズパイマガジン 2016年6月号(日経BPパソコンベストムック) 」を編集部様からい
ただきました。ありがとうございます！ 内容は「日経Linux – 別冊 目次 – ラズパイマガジン 2016年6
月号（新装刊）：ITpro」にあります。今回からオリジナル記事も追加されてパワーアップしたとのことで
す。一部は、日経Linuxの連載や特集からピックアップしたものが掲載されています。 img_3587.jpg.

2016年5月5日補足追加「日経Linux – 別冊 補足情報 – ラズパイマガジン 2016年6月号：
ITpro」に訂正情報が記載され.
Raspberry PI3 B 日本製 (ラズパイ3) より良い品質、より安定した供給体制を求めて2016年11月
10日に国内生産モデルがリリースされました。 . [スイッチサイエンス] Raspberry Pi用PoE基板
PoE（Power over Ethernet）によってRaspberry Pi Model B+やRaspberry Pi 2 Model Bに電源
（5V）を供給する基板です。 ... Raspberry Pi用GPS拡張ボード(組立済み) 2017年2月15日発売
のラズパイマガジン2017年4月号（日経BP社）との連動記事によるRaspberry Pi用GPS拡張ボード
「GPSCAP」用部品セットです。
2016年4月29日 . 私は日経BP社の本体+ケース+「ラズパイマガジン2016年6月号」のセット(8,672
円)を申し込み、4月19日に到着しました。 新しいRaspberry Pi3は形状はRaspberry Pi2とほぼ同じ
ですが、micro SDカードのスロットが微妙に異なっていて、同時購入したケースに入れた状態では、
SDカードの取り外しができませんでした。 Raspberry Pi2で使っていたRaspbian Jessie 2016-02-26
をインストールしたmicro SDカードを装着したところ、問題なく起動しました。Wi-Fiも接続出来まし
た。電源は2.5Aが推奨で.
2015年11月13日 . あなた多分初心者でしょ！m(_ _)m 失礼）は、2015年発売でソフトの内容も
最新のOSに対応している。また最新のRaspberry Pi2モデルBに対応した記事なので安心して取り
組めると思う。 まず1冊目。 ラズパイマガジン2015年冬号 日経BP社 ラズパイマガジン2015年冬号
(日経BPパソコンベストムック). 日経の本は、どの本も実践的で面白い。（わたしは日経ソフトウエア
という雑誌を1997年の創刊号から愛読している。コンピュータやプログラミングの知識ならネットで
しょ、と思うなかれ。この本を読む.
Raspberry Pi（ラズベリー パイ）は、ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ。イギリスの
ラズベリーパイ財団（英語版）によって開発されている。 日本ではラズパイとも呼ばれる。 目次. [非
表示]. 1 概要; 2 主な仕様; 3 ギャラリー; 4 ソフトウェア. 4.1 オペレーティングシステム; 4.2
Mathematica. 5 参照; 6 関連項目; 7 外部リンク. 概要[編集]. Raspberry Piは、かつてイギリスで
教育用コンピュータとして普及したエイコーン社「BBC Micro（1981年）」の再来として、学校で基本
的なコンピュータ科学の教育を促進する.
部品リスト. Ｎｏ． 部品名称, 数量, 仕様. １, ５ｍｍ赤色ＬＥＤ, ３, ＯＳＤＲ５１１３Ａ. ２, 基板用ス
ライドスイッチ, １, ＳＳ－１２Ｄ００－Ｇ５. ３, タクトスイッチ, ２. ４, ホールセンサー（磁気スイッチ）, １,
ＵＳｌ８８１ＬＵＡ. ５, 電子ブザー（圧電ブザー）, １, ＨＤＢ０６ＬＦＰＮ. ６, トランジスタ, ４, ２ＳＣ１８１
５ＧＲ. ７, Ｉ２Ｃ対応温度センサー, １, ＡＤＴ７４１０使用. ８, ３軸加速度センサモジュール, １, ＬＩＳ３
ＤＨ使用. ９, ＲＧＢフルカラーＬＥＤ（カソードコモン）, １, ＯＳＴＡ５１３１Ａ ５ｍｍ４本足. １０, ＤＣ
モーター, １, ＦＡ－１３０ＲＡ. １１, モータードライバー, １.
こちらでは『フォグ・コンピューティング』とRaspberry Piという新たなジャンルに取り組んでおられます。
Windows 98が動くスマートウォッチをRaspberry Piで作成した猛者が登場. これまたすご
い！！Windows10でやれれば言うこと無し！！ ラズパイ３対応予定のGoogleが開発中の
OS「Fuchsia」をソースコードレベルで追っているブログ. ここもすごいですね。日々ウォッチするサイトが
増えていくばかりです。 小型PC「ラズベリー・パイ」で自作した神作品10選の猛者たちが天才過ぎ
る！ このサイトは見てるだけで面白いです.
2016年7月4日 . 今月は13冊。少ない。しかも漫画と雑誌が多い。 今月はなんといっても電子工作
にハマったこと。関連雑誌等は読んだけど、ものづくりに試行錯誤していた時間が長かった。電子工
作、楽しいのだけどハマりすぎて他のことが一切できなくなるのがやばい。まあ、それはそれでよいのだ
けど。本を読むばかりが楽しいことでもないし。 この調子で本を…
ラズパイマガジン 2017年6月号（日経BPパソコンベストムック） [ムックその他]の通販ならヨドバシカメ
ラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取
得！今なら日本全国へ全品配達料金 . の拡張LANボードなどの作り方を伝授。小型ラズパイに
最適な周辺機器も一挙に紹介します。 さらに、電子工作にはつきもののトラブル12種の解決方法
を紹介し、みんなのラズパイコンテスト2016で準グランプリを取った作品「アイロンビースセッター」の機
構的な特徴を解説します。

2016年6月25日 . 今回使用したハードなど（購入したものは値段付き）. Raspberry Pi 3 本体
5,980円; Raspberry Pi 公式 7インチ タッチスクリーン ディスプレイ 11,330円; 注意 液晶ディスプレイ
やHDMI端子付きのテレビがあればOKです。我が家にないだけです…泣; サンワサプライ USBキー
ボード(ブラック) SKB-L1UBK 496円; USBマウス 自宅にあったもの… SDカード 自宅にあったもの…
ラズパイマガジン 2016年6月号.
2017年11月10日 . 2017年11月1日、日経Linuxと日経ソフトウエア、隔月誌ラズパイマガジンが開
催した「みんなのラズパイコンテスト2017」において電気システム工学科4年鈴木将さん（自動運転
制御研究室）の「手のひらサイズ自動運転車」が技術賞を受賞しました。工学院大学オフィシャル
ウェブサイトです。
出版年, 2016. 大きさ、容量等, DVD-ROM 1枚 ; 12cm + 使い方ガイド (7p ; 19cm). 注記, ホル
ダー入 (19cm). 注記, PDF形式. 注記, システム要件 : Adobe Reader 6.0以降, Adobe Acrobat
6.0以降, Evince (ドキュメントビューアー) など. ISBN, 9784822239206. 価格, 12000円. JP番号,
22835482. 部分タイトル, ラズパイマガジン. 2016年10月号. 部分タイトル, ラズパイマガジン. 2016年
8月号. 部分タイトル, ラズパイマガジン. 2016年6月号. 部分タイトル, ラズパイマガジン. 2016年春
号. 部分タイトル, ラズパイ.
巻頭コラムが、Ubuntu 17.10の7月時点の変更点、Microsoftの組み込み向け機械学習ライブラリ
Embedded Learning Library（ELL）。世界のディストロ連載がAlpine Linux。フリーソフト連載が、
PDFファイルのページ構成を分割・統合するPDFsam。美女Linux連載がchownとchmod。 みんな
大好き「#!シス管系女子 Season5」は、ファイルをgpgコマンドで暗号化して渡す方法。なにげに、ほ
とんどのコマにコマンドラインが出てくる密度だったりする。 なお、別冊付録として、「ラズパイマガジン」
を再編集した「ラズパイ.
2013年6月7日 . 講座 楽しいラズパイプログラミング 誰でもできる！ 簡単OSインストールと初期設
定 『ラズパイマガジン2016年6月号』を単体で購入する ※「購入する」を押すと別ページが開き、本
商品が買い物カゴに入ります。 続けてお買いものをしていただく場合には、ページを切り替えてこちら
のページに戻ってきてください。 3世代目のRaspberry Pi 3がついに登場です。Pi 3/2/B+対応のクリア
ケース、. 268件のコメント 本文を読む.
電子部品,通販,販売,半導体,IC,マイコン,電子工作書籍秋月電子通商 電子部品の通販・販
売.
ラズパイマガジン2016年8月号は電子工作12の基本パターンとWindows 10 IoT Core. 2016年6月
26日 2016年6月26日 onboard 雑誌. 秋月だと6月号の表紙だけどね. via ラズパイマガジン2016年
8月号: 電子工作便利商品 秋月電子通商 電子部品 ネット通販. 普通はAmazonか楽天だろう
ね。いつもは楽天ポイント使うから楽天で買うことが多いけど・・・.
2016年4月28日 . ラズパイマガジン 2016年6月号(日経Linux)の電子書籍は、こちらから。 ラズパイ
マガジンが新装刊！ 「配線図ベスト17」「最新Pi 3詳報」など情報満載 いまや5ドル版も発売され
た人気の名刺大PCボード「Raspberry Pi（ラズパイ）」。このラズパイを使って「何かを作ってみたい」
（Makeしたい）と思う人をとことん支援する「ラズパイマガジン」が「新装刊」になります。ラズパイを超
小型のパソコンとして使う方法から電子工作までを基礎から解説して、幅広い活用法を指南しま
す。 特集1「アキバの人気パーツ.
Raspberry Pi 3 Model B (本体). 出版社/メーカー: element14; メディア: エレクトロニクス; この商品
を含むブログを見る · ラズパイマガジン 2016年6月号(日経BPパソコンベストムック). 作者: 日経
Linux; 出版社/メーカー: 日経BP社; 発売日: 2016/04/18; メディア: 単行本; この商品を含むブログ
(1件) を見る · おしゃべりロボット「マグボット」-ラズパイとArduinoで電子工作-. 作者: 小池星多; 出
版社/メーカー: リックテレコム; 発売日: 2016/04/27; メディア: 単行本（ソフト.
2016年5月3日 . 一方、兄（小６）のほうは、昨夜RasPi2でネットサーフィンしているところを母親に見
つかって取り上げられてしまったようです。返して返してと懇願しても返してもらえないようなので、最新
のRaspberryPi3と、ラズパイマガジン17号と部品セットを与えてみました。 Raspi3shou6. ブレッドボー
ドに触るのは初めてだったようなので、少し説明してから、自由にやらせてみました。 しかし、全然だ
め。なんと、GPIOのサンプルプログラムが動かないようです。 たしかに、本の通りにやっても、import

wiringpiでエラーが.

