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創刊のごあいさつ

1994年に刊行をスタートした「できるシリーズ」は、おかげさ

まで2019年に25周年を迎えます。

この「できるもん通信」は、シリーズ25周年に向けた取り組

みのひとつとして企画された、日ごろより「できるシリーズ」に

ご支援をいただいている書店様向けのニュースレターです。

「コンピュータ書売り場のご担当者様の役に立つ情報の提

供」をモットーに､移り変わりが激しいIT/パソコン業界の

ホットな話題はもちろん、肩の力を抜いて読んでいただける

連載記事などもお届けしていきます。どうぞご期待ください。

� インプレス「できるもん通信」制作チーム
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パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌

「 これからよろしくお願いしますもん！」号
今月は
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プロフィール
パソコン解説書「できるシリーズ」のマスコットキャラク
ター。小学校中学年くらいの男の子で、パソコンやスマー
トフォンに興味津々。いつかはみんなに「できるもん！」
と胸を張って言えるように日々がんばっています。口癖は
「〜〜もん！」。TwitterやFacebookでも発信中です。

こんにちは！
ぼく、できるもん。
「できるシリーズ」の
マスコットキャラクター
だもん。

これが
「できるシリーズ」の
1タイトル目だもん！

「できるExcel�5.0」
（1994年3月発行）

神保町のデカ盛りグルメと言えば、絶対にはずせ
ないお店の1つが、「豚大学　神保町校舎」です！　
厚切りの豚肉に甘辛いタレをつけて、炭火焼きで
焼き上げて白いご飯に盛り付けて食す、いわゆる

「帯広豚丼」に類する豚丼のお店で、味はもち
ろん、ボリュームも素晴らしいため、界隈でも1、2
を争う人気店です。私がいただいたのは、総重量
2kgの豚丼「博士」（1,940円）。お店で最重量
のメニューです。甘辛くて肉厚な豚肉は絶品の美
味しさ！ 気が済むまで食べても、そうそうなくならな
い量で、このクオリティの豚肉を食べられるのは贅
沢の極みです。また、豚肉の下には「これでもか」
というほどご飯が敷き詰められており、2kgという
重量は伊達じゃありませんでした。

人気連載の出張版

本の街が誇る食の最高学府！ 「豚丼（博士）」

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

ダイジ
ェスト

豚丼「博士」 1,940円
さながら満開の花びらのような豚肉は、ルックス
のみならず味も抜群です

詳しい記事は
「できるネット」で公開中！

営業部員のひとりごと

次号は2018年8月
発行予定です！

写真関連本が売れていますが、私も写
真が好きというかカメラとレンズが大
好物です。ウチの犬（ミニチュアシュナ
ウザー）やレースなどを撮影しています
が、いつも雑にシャッターを切っていま
すので、自社の本で一度しっかり勉強し
直してみようと思っています。

� 出版営業部�部長�村田哲史
� （東日本統括）

はじめまして。営業部の堺です。皆さま、
創刊準備号はいかがでしたか？  毎月でき
るもん通信を読むのが楽しみだなと思っ
てもらえるように今後も一同頑張ります。
来月も面白くて役立つ情報が目白押しな
のでお楽しみに！

 西日本支社��堺�智子
� （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

最近の休日は2歳の息子と近くの公園でキッ
クバイク「ストライダー」で遊んで過ごしてい
ます。楽しんでバランスの練習ができれば
程度で思っていましたが、意外にスピードが
出て危険な乗り物なんです。親の監視の集
中力も養われてきました。
 出版営業部�主任�亀井直樹
� （北海道、神奈川担当）
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「できる秋フェア」のご案内をはじ

めました。よろしくお願いします！TOPIC
S

 豚大学　神保町校舎
住所：東京都千代田区神田神保町1-8 FUJIビル3F

JavaとJavaScriptは、同じ「Java」と付くプログ

ラミング言語のため仲間と思われがちだけど、

似ているのは名前だけ。しかも「メロンとメロン

パンくらい違う」とか「村上春樹と村上龍くらい

違う」とたとえられるくらい別ものなんだ。だか

ら、JavaScriptを「Java」と略して呼ばずに「JS

（ジェイエス）」と略すといいよ。じゃあ、なぜ名

前が似ているのか？  諸説あるけど、JavaScript

は開発当初、LiveScriptと呼ばれていたんだけ

ど、Java人気に便乗してJavaScriptという名前

に変更したんだ。驚きの理由だよね。

「将来性の高い言語」として大人気！

JavaはWindowsやMacでも、環境に依存せず

プログラムを動かせるのが最大の特徴で、スマ

ホなどのアプリから、銀行で使われる大規模な

システムにまで幅広く採用されている。だから、

Javaは将来性が高く書籍も売れるんだ。一方の

JavaScriptは、Webページに動きをもたせるため

に使われることが多く、スライドショーやGoogle

マップのようなユーザーの操作で動くWebサー

ビスで使われる。Webの世界が勢いを増せば増

すほど、JavaScriptも将来性は抜群なんだ。

J
ジャバ

avaとJ
ジャバスクリプト

avaScriptって何が違うの？

??
今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

なるほどー。メロンとメロンパンくらい
違うとは驚きだもん！ 気を付けなきゃ

できるもんの 素朴なギモン

※RedMonk調べ
「プログラミング言語ランキング
（2018年1〜 3月）」より

人気プログラミング言語ランキングでも
ワンツーフィニッシュ！

 3 Python
 4 PHP
 5 C#
 6 C++
 7 CSS
 8 Ruby
 9 C
10 Objective-C

1 JavaScript

2 Java
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られています。新
刊の指定も、来て
いただいてその
場でやってしま

うのがいちばん手っ取り早
いし確実ですよね。
堀口さん　版元の営業さんが
気持ちをこめて「これから
は、この本が来ます！」と
話しているのを直接聞く
と、こちらも「よし、大き
く展開しよう！」と思いま
す。言葉に思いがこもって
いると、たとえ書店員が知
らないものでも反応してし
まうものです。すごく勉強
にもなりますし。
古川さん　　売り場をチェック
してくださるのも本当に助
かっています。自動発注シ
ステムがあるとはいえ、平
積み書籍が売れて減ってい
るのにきちんと発注され
ていないこともあるので。あとは「これはもう
あまり売れないですよ」といった情報もコン
ピュータ書の版元さんは教えてくださりま
すし、わからないことを聞けば詳しく解説も
してくださります。
瀬古さん　版元の営業さんは、専門知識ではなく
「この本は売れる！」ということがちゃんと
わかっていることが大事なのではないで
しょうか。プログラミングについては詳し
くなくても、「この本をここに置いたら売れ
る！」ということを教えていただけるとうれしいです。
あとは昔の本について聞いたときに「この本ですね！」とすぐ
に答えていただけると本当に助かります。営業さんには専門知
識よりも商品知識が求められている気がします。
皆さん　　それがすごく大事ですよね。

書店員さんの役に立つ情報誌をめざす「できるもん通信」を創刊
するにあたって、現役の書店員さんにお集まりいただき、コン
ピュータ書売り場の現状について語っていただきました。

— 書店員さんにとって、コンピュータ書売り場とはどんな売
り場なのでしょうか？

堀口さん　たとえばブロックチェーンや人工知能のように、これ
から世の中に浸透すると思われる話題にいち早く反応できるの

で、すごくおもしろいと思っています。でも、ほかの担当者
の話を聞くと、コンピュータ書って用語が難しいこと
もあり、あまり楽しく関われるジャンルじゃないの
かなとも感じます。皆さんはどうですか？
古川さん　　僕はコミックとコンピュータ書を担当し
ているのですが、あらゆるジャンルの特色が凝縮さ

れた「応用問題」のように感じます。コンピュー
タ書には資格試験本もあるし、何が売れる
か分からない専門書もあり、一方でコミッ
クみたいにベストセラー的に多く売れるも

のもあり、年賀状ムックのように特定の時期に大量に売るもの
も。そういう意味で、書店の売り場に問われるあらゆる問題に
対処している気がします。難しいですが、それだけにやりがい
があるジャンルだと思います。

古川さん　　ビットコインはPOSの分類だと
コンピュータ書になっていますが、ビジネ
ス書売り場に置いたほうが売れますよね。
売り場の変更について言うと、じつは僕、
紀伊國屋書店新宿本店さんの真似をし
たことがあるんです（笑）。紀伊國屋
書店さんが子どもプログラミング
の本を教育書や児童書の売り場に置
いていると聞いて、実際に「そうだよな」と思って移動しました。
すると、やっぱりそこで売れるんです。ただ、コンピュータ書売
り場で探して困っているお客さまもいたので、売り場を動かす
のは一長一短だなとも感じます。
瀬古さん　うちもはじめは子ども向けプログラミング書や親子で
読むプログラミング書をプログラミング入門のところに置いて
いましたが、本の数が増えてきたのと、お客さまの層を見て「こ
れは児童書・学習参考書のほうがいいのでは？」と感じるよう
になって売り場を移しました。結果的に移動後のほうが動いて
いるようです。こういう棚替えが多いのもコンピュータ書の特
徴ではないでしょうか。
相場さん　棚移動は本当にたいへんですよね。まずは減らすべき
ところを減らしていくんですが、それで空くスペースってあち
こちに散らばってしまうので、そこからどう動かせば増やした
いところに1つ大きなスペースを作れるか。それを考えながら
やるのはすごく時間がかかるんです。しかもそれが頻繁に起こ
る。流行り廃りもすごく早いので。
堀口さん　流行り廃りで言うと、スマホの本もそうですよね。ス
マートフォンが登場したころはものすごく売れたから「じゃぁ
手前に持ってこよう」と場所を動かしていましたが、最近のスマ
ホ本の購入者は年配のお客さまが中心で、若い方はそれほど買
われていません……。私は医学書や理工書も担当していますが、
コンピュータ書のように頻繁に棚替えを迫られることはないで
すよね。

—  そのような状況で、われわれコンピュータ書の版元はどう
お役に立てるのでしょうか？

古川さん　　営業さんにはいつもお店に足を運んでいただき感謝し
ています！
堀口さん　版元の営業さんは皆さん勉強して来てくれますけど、
書店員がそれに頼りきるのもよくないと思っています。やっぱ
り自分で反応できるようにならないといけないなと。
相場さん　書泉ブックタワーに来ていただいている版元の営業さ
んはベテランの方が多いので、皆さん知識も豊富でいつも助け

瀬古さん　一般的には専門書、理工書と捉え
られているジャンルですが、最近はビジ
ネス書など複数の売り場に置く本も増
えてきて、最先端の技術やビジネスとか
かわりがある本も多いので、みんな
が思っているほど地味なジャンル
じゃないと思うんです。私は「新し
いジャンルだぞ」って気持ちで楽
しくやっています。コンピュータ書って、
店舗によって売れ筋がぜんぜん違うんです。専門書に強いお店
では難しい本が多く売れますし、ファミリー層に強いお店では
デジカメの本が売れるとか。そこもおもしろいと思います。
相場さん　最近のコンピュータ書は昔のように単純ではなく、い
ろんな要素が融合している本が増えているので、置き場所に困
る本が多くなってきています。たとえば「Pythonと人工知能」と
か「ビジネスとExcel」といった具合です。それらを両方の売り
場に置ける規模の書店はいいんですけど、それができないお店
は自分が強いジャンルのほうに置かざるを得ません。それをき
ちんと把握して置けることが重要なのかなと思います。

—  最近のコンピュータ書は置き場所が難しいですか？

堀口さん　たとえば、2020年の小学校でのプログラミング教育
必修化に向けて、親子のお客さまの関心が高まっていますよね。

私のお店では、プログラミングの本はちょっと奥まっ
た場所にあるんですが、できれば学習参考書の棚
とか、もっと入口に近いほうに持っていきたい
なと思ったりもします。皆さんは、そんなケー
スで場所を変えることはありますか？

現役書店員が語る
「コンピュータ書売り場の“今”」（前編）

専門知識より商品知識で勝負だもん！

気持ちをこめた営業トークがんばるもん！

書籍『「あるある」で学ぶ 忙しい
人のためのExcel仕事術（でき
るビジネス）』の内容を担当編集
者がマンガ化したものです。

ご注文も待ってます！

「できるもん通信」創刊記念

特別座談会 

次号、後編につづく

ジュンク堂書店�藤沢店
堀口秀雄さん
（コンピュータ書担当歴9年）

芳林堂書店�高田馬場店
古川航貴さん
（コンピュータ書担当歴3年）

紀伊國屋書店�新宿本店
瀬古あゆ美さん
（コンピュータ書担当歴13年）

書泉ブックタワー
相場正継さん
（コンピュータ書担当歴20年）

まんが：イノウエカオル（編集部）
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は、この本が来ます！」と
話しているのを直接聞く
と、こちらも「よし、大き
く展開しよう！」と思いま
す。言葉に思いがこもって
いると、たとえ書店員が知
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ステムがあるとはいえ、平
積み書籍が売れて減ってい
るのにきちんと発注され
ていないこともあるので。あとは「これはもう
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くなくても、「この本をここに置いたら売れ
る！」ということを教えていただけるとうれしいです。
あとは昔の本について聞いたときに「この本ですね！」とすぐ
に答えていただけると本当に助かります。営業さんには専門知
識よりも商品知識が求められている気がします。
皆さん　　それがすごく大事ですよね。

書店員さんの役に立つ情報誌をめざす「できるもん通信」を創刊
するにあたって、現役の書店員さんにお集まりいただき、コン
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の話を聞くと、コンピュータ書って用語が難しいこと
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ているのですが、あらゆるジャンルの特色が凝縮さ

れた「応用問題」のように感じます。コンピュー
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ホ本の購入者は年配のお客さまが中心で、若い方はそれほど買
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—  そのような状況で、われわれコンピュータ書の版元はどう
お役に立てるのでしょうか？

古川さん　　営業さんにはいつもお店に足を運んでいただき感謝し
ています！
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相場さん　書泉ブックタワーに来ていただいている版元の営業さ
んはベテランの方が多いので、皆さん知識も豊富でいつも助け

瀬古さん　一般的には専門書、理工書と捉え
られているジャンルですが、最近はビジ
ネス書など複数の売り場に置く本も増
えてきて、最先端の技術やビジネスとか
かわりがある本も多いので、みんな
が思っているほど地味なジャンル
じゃないと思うんです。私は「新し
いジャンルだぞ」って気持ちで楽
しくやっています。コンピュータ書って、
店舗によって売れ筋がぜんぜん違うんです。専門書に強いお店
では難しい本が多く売れますし、ファミリー層に強いお店では
デジカメの本が売れるとか。そこもおもしろいと思います。
相場さん　最近のコンピュータ書は昔のように単純ではなく、い
ろんな要素が融合している本が増えているので、置き場所に困
る本が多くなってきています。たとえば「Pythonと人工知能」と
か「ビジネスとExcel」といった具合です。それらを両方の売り
場に置ける規模の書店はいいんですけど、それができないお店
は自分が強いジャンルのほうに置かざるを得ません。それをき
ちんと把握して置けることが重要なのかなと思います。

—  最近のコンピュータ書は置き場所が難しいですか？

堀口さん　たとえば、2020年の小学校でのプログラミング教育
必修化に向けて、親子のお客さまの関心が高まっていますよね。

私のお店では、プログラミングの本はちょっと奥まっ
た場所にあるんですが、できれば学習参考書の棚
とか、もっと入口に近いほうに持っていきたい
なと思ったりもします。皆さんは、そんなケー
スで場所を変えることはありますか？

現役書店員が語る
「コンピュータ書売り場の“今”」（前編）

専門知識より商品知識で勝負だもん！

気持ちをこめた営業トークがんばるもん！

書籍『「あるある」で学ぶ 忙しい
人のためのExcel仕事術（でき
るビジネス）』の内容を担当編集
者がマンガ化したものです。

ご注文も待ってます！

「できるもん通信」創刊記念

特別座談会 

次号、後編につづく

ジュンク堂書店�藤沢店
堀口秀雄さん
（コンピュータ書担当歴9年）

芳林堂書店�高田馬場店
古川航貴さん
（コンピュータ書担当歴3年）

紀伊國屋書店�新宿本店
瀬古あゆ美さん
（コンピュータ書担当歴13年）

書泉ブックタワー
相場正継さん
（コンピュータ書担当歴20年）

まんが：イノウエカオル（編集部）

谷折

谷折



通信
できるもん通信
できるもん

創刊のごあいさつ

1994年に刊行をスタートした「できるシリーズ」は、おかげさ

まで2019年に25周年を迎えます。

この「できるもん通信」は、シリーズ25周年に向けた取り組

みのひとつとして企画された、日ごろより「できるシリーズ」に

ご支援をいただいている書店様向けのニュースレターです。

「コンピュータ書売り場のご担当者様の役に立つ情報の提

供」をモットーに､移り変わりが激しいIT/パソコン業界の

ホットな話題はもちろん、肩の力を抜いて読んでいただける

連載記事などもお届けしていきます。どうぞご期待ください。

� インプレス「できるもん通信」制作チーム

第 号02018年7月

パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌

「 これからよろしくお願いしますもん！」号
今月は

創刊準備号

P1 	 創刊のごあいさつ
P2 	 現役書店員さんの座談会
P3 	 まんが「Excelあるある」
P4 	 できるもんの素朴なギモン
					「神保町ペロリ旅」ダイジェスト
	 営業部員のひとりごと

発行　株式会社インプレス
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
https://book.impress.co.jp/
TEL�03-6837-4635（出版営業部）

もくじ

プロフィール
パソコン解説書「できるシリーズ」のマスコットキャラク
ター。小学校中学年くらいの男の子で、パソコンやスマー
トフォンに興味津々。いつかはみんなに「できるもん！」
と胸を張って言えるように日々がんばっています。口癖は
「〜〜もん！」。TwitterやFacebookでも発信中です。

こんにちは！
ぼく、できるもん。
「できるシリーズ」の
マスコットキャラクター
だもん。

これが
「できるシリーズ」の
1タイトル目だもん！

「できるExcel�5.0」
（1994年3月発行）

神保町のデカ盛りグルメと言えば、絶対にはずせ
ないお店の1つが、「豚大学　神保町校舎」です！　
厚切りの豚肉に甘辛いタレをつけて、炭火焼きで
焼き上げて白いご飯に盛り付けて食す、いわゆる

「帯広豚丼」に類する豚丼のお店で、味はもち
ろん、ボリュームも素晴らしいため、界隈でも1、2
を争う人気店です。私がいただいたのは、総重量
2kgの豚丼「博士」（1,940円）。お店で最重量
のメニューです。甘辛くて肉厚な豚肉は絶品の美
味しさ！ 気が済むまで食べても、そうそうなくならな
い量で、このクオリティの豚肉を食べられるのは贅
沢の極みです。また、豚肉の下には「これでもか」
というほどご飯が敷き詰められており、2kgという
重量は伊達じゃありませんでした。

人気連載の出張版

本の街が誇る食の最高学府！ 「豚丼（博士）」

神保町ペロリ旅
大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

ダイジ
ェスト

豚丼「博士」 1,940円
さながら満開の花びらのような豚肉は、ルックス
のみならず味も抜群です

詳しい記事は
「できるネット」で公開中！

営業部員のひとりごと

次号は2018年8月
発行予定です！

写真関連本が売れていますが、私も写
真が好きというかカメラとレンズが大
好物です。ウチの犬（ミニチュアシュナ
ウザー）やレースなどを撮影しています
が、いつも雑にシャッターを切っていま
すので、自社の本で一度しっかり勉強し
直してみようと思っています。

� 出版営業部�部長�村田哲史
� （東日本統括）

はじめまして。営業部の堺です。皆さま、
創刊準備号はいかがでしたか？  毎月でき
るもん通信を読むのが楽しみだなと思っ
てもらえるように今後も一同頑張ります。
来月も面白くて役立つ情報が目白押しな
のでお楽しみに！

 西日本支社��堺�智子
� （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

最近の休日は2歳の息子と近くの公園でキッ
クバイク「ストライダー」で遊んで過ごしてい
ます。楽しんでバランスの練習ができれば
程度で思っていましたが、意外にスピードが
出て危険な乗り物なんです。親の監視の集
中力も養われてきました。
 出版営業部�主任�亀井直樹
� （北海道、神奈川担当）

本郷

飯沼

徳田 藪田

嘉藤

愛甲

加茂下

岩本

宮下

堺

亀井

村田

大賀後藤 平野

「できる秋フェア」のご案内をはじ

めました。よろしくお願いします！TOPIC
S

 豚大学　神保町校舎
住所：東京都千代田区神田神保町1-8 FUJIビル3F

JavaとJavaScriptは、同じ「Java」と付くプログ

ラミング言語のため仲間と思われがちだけど、

似ているのは名前だけ。しかも「メロンとメロン

パンくらい違う」とか「村上春樹と村上龍くらい

違う」とたとえられるくらい別ものなんだ。だか

ら、JavaScriptを「Java」と略して呼ばずに「JS

（ジェイエス）」と略すといいよ。じゃあ、なぜ名

前が似ているのか？  諸説あるけど、JavaScript

は開発当初、LiveScriptと呼ばれていたんだけ

ど、Java人気に便乗してJavaScriptという名前

に変更したんだ。驚きの理由だよね。

「将来性の高い言語」として大人気！

JavaはWindowsやMacでも、環境に依存せず

プログラムを動かせるのが最大の特徴で、スマ

ホなどのアプリから、銀行で使われる大規模な

システムにまで幅広く採用されている。だから、

Javaは将来性が高く書籍も売れるんだ。一方の

JavaScriptは、Webページに動きをもたせるため

に使われることが多く、スライドショーやGoogle

マップのようなユーザーの操作で動くWebサー

ビスで使われる。Webの世界が勢いを増せば増

すほど、JavaScriptも将来性は抜群なんだ。

J
ジャバ

avaとJ
ジャバスクリプト

avaScriptって何が違うの？

??
今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

なるほどー。メロンとメロンパンくらい
違うとは驚きだもん！ 気を付けなきゃ

できるもんの 素朴なギモン

※RedMonk調べ
「プログラミング言語ランキング
（2018年1〜 3月）」より

人気プログラミング言語ランキングでも
ワンツーフィニッシュ！

 3 Python
 4 PHP
 5 C#
 6 C++
 7 CSS
 8 Ruby
 9 C
10 Objective-C

1 JavaScript

2 Java

山折
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