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「雨の日は本を片手におこもりタイムだもん！ 」号
今月は

できるもん
「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TwitterやFacebookでも発信中です。

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書、本誌バックナンバーなどを
ダウンロードいただけます。ぜひご活用ください！
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営業部員のひとりごと
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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
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後藤

在宅勤務初日から始めたことがあります。｢い
びきラボ｣アプリを購入していびきを録音し、
スコアを記録しています。ざっくり言うと食べ
過ぎ、飲み過ぎた日はスコアが高いです。一
緒に「いびきジム」で舌の筋トレもしています
が効果がある気がします。自分のいびきを聞
くのは苦痛ですわ（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、滋賀、京都、

九州南部担当）

Stay Homeでずっと家に籠もっていたGW。
ふとFacebookを見ると「過去のこの日」で数
年前の台湾旅行の思い出が出てきました。美
味しいご飯、素晴らしい景勝地、優しいガイド
さんに連れられて予定にない地元の穴場に
行った思い出。台湾は気温も人も温かいです。
また行けるその日まで、新刊『おかえり台湾』
を読みながら待とうと思います。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

毎食自炊していると、気づくと醤油・酒・みり
ん・砂糖の味付けばかりになります。そこで先
日、未開拓の調味料「ナンプラー」を買ってみ
ました。蓋を開けた瞬間は匂いが独特すぎて
引きましたが、料理と混ぜると何でもエスニッ
クな味付けになって面白いです。ほかにも何
かおススメの調味料がありましたら、ぜひ教
えてください。

出版営業部 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

緊急事態宣言が続く中『できるYouTuber式 
Excel 現場の教科書』が非常によく売れてい
ます。本と動画のハイブリットで学べる本書
は、Excelでつまずきやすい操作を動画で確
認でき、在宅勤務中の独習にも最適です。5月
21日には第8刷が出来いたしました。引き続き
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

オンライン・法人営業部 主任  阿部俊大

GWにNintendo Switch版ドラクエ1～ 3を
購入しウン十年ぶりに冒険の旅に出ています。
記憶では3が一番面白かったのですが、2の
楽しさに気づきました。仲間それぞれに旅に
出る理由があるので全員に思い入れが持てま
す。どんな旅をするかも大切ですが、誰と旅を
するかも大切ですね。
 出版営業部 後藤まどか
 （物流情報管理室）

自粛中に料理にハマる人が増えていると何か
のニュースで見ましたが、私も煮卵限定でハ
マっております。個人的な最強のレシピは、ゆ
で卵（7分茹でが個人的に好み）に、辻仁成
さんオススメの「醤油70ml  みりん40ml  酒
30ml  砂糖大さじ2」へ「昆布だし（適量）」を加
え冷蔵庫で12時間程放置です。簡単なので
ぜひお試しを！

オンライン・法人営業部 主任  徳田悟
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藪田
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飯沼

コロナ感染症拡大で、ずっと在宅勤務でした。
うちは奥様が日中働いているため、この間、私
ゴリラはほぼ家事手伝い。こういうとき息子と
いうのは淡白なもので、「今日のお昼は何がい
いかしら？」と聞いても「美味しけりゃなんでも
……」とそっけない返し。我ながらよく頑張っ
た1か月だと思います（笑）。世のお母さんたち
は改めて凄いなぁ、と感じたのでした。

出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

堺

今月の担当は岩 本です。1966年6月6日生。
在宅勤務中に西日本支社の3人で初めてオンラ
イン会議を行いました。どうなることかと心配
しましたが、開始5分前に私のパソコンが再起
動するアクシデントでひとり焦ったものの無事
につながり、音声も問題なく普段どおりにでき
ました。堺さんは自分が参加したオンライン飲
み会が楽しかったのか占いの話しばかり。宮下
くんはヒゲがもみあげとつながってワイルドでダ
ンディになっていました。私はバーチャル背景

「Snap Camera」で女装して、髪の毛がふさふ
さに。あれれ、ちゃんとまじめに会議したよね。
知らんけど（笑）。本来であればおいしいグルメ
を紹介したいのですが、在宅勤務中で今回は断
念です。次回お楽しみに～。（い）

宮下

水島

西 日 本 支 社
よもやま話

ヒゲづらの宮下くんに堺さんが冷たい視線を送って
いるように見えるのは偶然です。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

「新しいワイシャツを出しておいて下さい」

「さらのカッターシャツ出しといて」

物を紛失したとき	「無くなった」

「どっか行ってもうた」
ほなまた ！

でんが
な
まんがな

岩本の関西弁講座①

新型コロナウイルスの影響により、学校現場も急速にオンライン化が進んでいます。ここではオンライン教育の
代表的なサービス「Google for Education」の特長を紹介します。

Google for Educationはオンライン教育システム
「G Suite for Education」を軸にしたサービスで
す。Googleが教育機関向けに無料で提供しており、
Webブラウザーがあれば利用できる点が人気です。

教育現場においても紙資料のデジタル化が急務
と な っ て い ま す。Google for Educationの

「Classroom」を使えば、生徒向けの課題や教員間
の資料をデジタルデータとして一括管理でき、セキュリ
ティも万全です。

唯一の解説書！

できる Google for Education
クラウド学習ツール実践ガイド

ISBN：978-4-295-00754-8   定価：2,000円＋税

オンライン授業で
大注目!! Google for Educationとは

クラウドを活用した
授業ができる1 ペーパーレスで資料を

共有できる2 いろいろな端末で
運用できる3

重版
出来

読者（先生）の声

「○○するには」という見出し
で、知りたいことがすぐに見
つけられる点が素晴らしい。具体的な活用
方法が載っているので、すでに実践してい
る先生も活用の幅が広がります。

東京学芸大学附属校　田中　愛さん

知りたいことが
すぐに分かる！

導入実績

公 立 学 校 の 休 業 が 続 く 広 島 県 で は、県
内 の 児 童・生 徒 全 員 分 の「G Suite for 
Education」アカウントを発行、その数な
んと約30万人。オンラインの授業を全県
で進めていることがニュースなどで報道
されました。

広島県では約30万人に
アカウントを発行！

G Suite for EducationはさまざまなOS、端末
で利用できます。これまでの教育現場は比較的アナロ
グだったため、これを機にパソコンやタブレットを導
入する学校も増えています。

特別企画
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アジャイル開発というのは、「ソフトウェアやサービスを

すばやく世の中に送り出して、ユーザーの反応を得て、

それを踏まえて改善して、またリリースする」というのを

繰り返す開発手法のことだよ。スマホのアプリを使って

いると、よくアップデートや更新の通知が来るよね。あ

れがまさにアジャイル開発の一端なんだ。サブスクリプ

ションに代表されるように、いま消費行動が所有から利

用へと変わりつつあるよね。商品を一度買って終わりで

はなく継続的に利用してもらうためにも、価値を高め続

けていくアジャイル開発が注目されているんだ。

そんなアジャイル開発は、実際にやろうとするとなかな

か大変。これまで何か月もかけて開発してリリースして

いたものを、1～2週間というサイクルでやるわけだか

ら、簡単には馴染めない。そこで「朝会」や「ふりかえり」

など、「プラクティス」と呼ばれる日常的な取り組みから

小さく始めるのがアジャイル開発の第一歩。スピード感

が求められる昨今のビジネス環境で、技術者だけでな

く経営者からもアジャイル開発が注目されているよ。

最近よく聞く「アジャイル開発」ってどういうもの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

できるパパ
できるもんのお父さん。最先端のIT企業で
バリバリ働き、パソコンなどのデジタル機
器にも詳しい。できるもんの成長をやさしく
見守っている。

短期間で開発とリリースを繰り返すことで、
サービスや商品をこまめに改善していく開発手法だよ

最近では Google マップや Yahoo! MAP、食べログなど、さまざまなサイトで飲食店のテイクアウト情報が充実しています。PC雑学 アドビシステムズの社名は、創設者の 1 人、ジョン・E・ワーノックの自宅の裏を流れる川の名前が由来です。PC雑学

新型コロナウイルスの感染拡大防止を契機に、テ

レワークが急速に普及しはじめています。右のグラ

フは経済産業省が公表しているパソコン販売額の

POSデータです。緊急事態宣言が発令された4月以

降、前年同期比でプラスの推移が続いていることが

わかります。在宅での仕事環境を整えるために、パ

ソコンを買い求める動きが活発化していることが見て

取れます。GWを挟んで数字はさらに伸びており、

今後もパソコン市場の活況が予想されます。過去の

データに照らせば、パソコンの売り上げとコンピュー

ター書の売り上げには正の相関があるため、今後はコ

ンピューター書にも活況が波及するものと予想で

きます。この商機を逃さぬよう、売り場での積極的

なご展開をお薦めいたします！

各種の調査・統計データをひも解き
ながら、コンピューター書の売り場
づくりのヒントを探るコーナーです。

出所：METI POS小売販売額指標［ミクロ］を元に作成

緊急事態宣言の発令によって在宅勤務の需要が本格化したことと、中国国内の工場操業再開に
よって供給問題が解消されたことが重なったためか、4月以降の大幅なプラスに転じている。

データで読み解くITトレンド
棚づくりのヒントが見えてくる?!

テレワーク需要でパソコン販売額が大きく伸張！

 増税、Windows 7サポート終了に次ぐ第三の山が到来 

 パソコン市場の盛り上がりに備えるべし！ 
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『いちばんやさしいアジャイル開
発の教本 人気講師が教えるDX
を支える開発手法』
ISBN：978-4-295-00883-5
定価：1,600円＋税

関 連
書 籍

いま話題のDX（デジタルトランスフォーメー
ション）を推進するためにもアジャイル開発
が注目されているもん！

アジャイル開発の手法

商品やサービスの
価値を高めていく

開発 開発リリース リリース

短期間短期間

特別企画

多くの書店員さまに
読んでもらいたいもん！

このたび「できるシリーズ」では、書店員さま向けの「新刊＆話題
書 献本キャンペーン」を実施いたします。下記の6タイトルの中
からご希望のタイトルを1つお選びいただき、PCやスマートフォ
ンなどからお申し込みいただければ、ご希望の書籍を書店員さま
宛てに献本させていただきます。注目の新刊や話題書、人気書籍

を選びましたので、この機会に「できるシリーズ」に触れていただ
き、仕掛け商材の発掘や気になる書籍の内容理解などにお役立て
いただければ幸いです。ぜひ、奮ってお申し込みください！

できるテレワーク入門 
在宅勤務の基本が
身に付く本
ISBN：978-4-295-00886-6
定価：1,580円＋税

ビジネスチャット
時短革命
ISBN：978-4-295-00842-2
定価：1,600円＋税

できるWord思い通り
全部入り。 
イライラ解消！
わかればスッキリ！
ISBN：978-4-295-00846-0
定価：1,680円＋税

できるキッズ 
子どもと学ぶ 
Scratch3 
プログラミング入門
ISBN：978-4-295-00643-5
定価：1,880円＋税

できるYouTuber式
Excel現場の教科書
ISBN：978-4-295-00558-2
定価：1,500円＋税

できるポケット 
時短の王道 
ショートカットキー
全事典 改訂版
ISBN：978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

-11.2%

説しているので、テレワークになじみのない人でも
すぐに実践できます。

今、注目の「テレワーク」
の一番やさしい入門書が
登場！　基本的要素をひ
とつずつ分かりやすく解

SlackやTeams、Googleチャット、Zoomなどの
ツール活用術も詳しく解説！

テレワークの普及で急速
に導入が進んでいるビジ
ネスチャットとオンラ
イン会議の指南書です。

中のイライラを解消して思い通りに使いこなせ
る時短ワザを130個掲載！

「画像の挿入時に思い通
りにいかない！」「文頭
の英字が勝手に大文字
になる」など、Word作業

アル。ゲームを作りながら、子どもと一緒にプログ
ラミングを学べます！

小学校プログラミング教
育で人気の「Scratch」解
説本を、最新バージョン
に合わせて大幅リニュー

書。本と動画の両方で理解を深められるので忙し
いビジネスパーソンのスキルアップに最適！

人気ユーチューバーが
書籍＋動画でビジネス
Excelを解説した、まっ
たく新しいタイプの解説

速化できます。本書独自の「2倍速」~「9倍速」の
倍速マークは忙しいビジネスマンにも大好評！

普段マウスで行ってい
る操作をキーボードだ
けで行えば、日々のパソ
コン作業を驚くほど高

プログラミング教材の
大本命！

大人気
!!

これから始める人は
必読！

重版
出来
!!

発売前に

テレワークの
「新しい仕事様式」！

重版
出来
!!

ワードはもっと
便利に使える！

重版
出来
!!

動画と書籍で学べる
新タイプ解説書！

ベスト
セラー 
8刷

時短に直結する
PC操作術！

ロング
セラー 
4刷

お気軽にお申し込みください！
お申し込み方法   右のQRコードかURLにアクセスいただき、専用のお申し込み

フォームに必要事項をご入力ください
ご応募条件   書店に勤務されている方

※おひとり様1冊とさせていただきます（各書籍とも先着50名様まで）

新刊＆話題書を書店員さまに

献本いたします！

https://forms.gle/iB7dsm3xcbAjrgaZ6

お 申 し 込 み は こ ち ら か ら ！

キャンペーン期間   6/1 ㈪ ～ 7/31 ㈮
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アジャイル開発というのは、「ソフトウェアやサービスを

すばやく世の中に送り出して、ユーザーの反応を得て、

それを踏まえて改善して、またリリースする」というのを

繰り返す開発手法のことだよ。スマホのアプリを使って

いると、よくアップデートや更新の通知が来るよね。あ

れがまさにアジャイル開発の一端なんだ。サブスクリプ

ションに代表されるように、いま消費行動が所有から利

用へと変わりつつあるよね。商品を一度買って終わりで

はなく継続的に利用してもらうためにも、価値を高め続

けていくアジャイル開発が注目されているんだ。

そんなアジャイル開発は、実際にやろうとするとなかな

か大変。これまで何か月もかけて開発してリリースして

いたものを、1～2週間というサイクルでやるわけだか

ら、簡単には馴染めない。そこで「朝会」や「ふりかえり」

など、「プラクティス」と呼ばれる日常的な取り組みから

小さく始めるのがアジャイル開発の第一歩。スピード感

が求められる昨今のビジネス環境で、技術者だけでな

く経営者からもアジャイル開発が注目されているよ。

最近よく聞く「アジャイル開発」ってどういうもの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

できるパパ
できるもんのお父さん。最先端のIT企業で
バリバリ働き、パソコンなどのデジタル機
器にも詳しい。できるもんの成長をやさしく
見守っている。

短期間で開発とリリースを繰り返すことで、
サービスや商品をこまめに改善していく開発手法だよ

最近では Google マップや Yahoo! MAP、食べログなど、さまざまなサイトで飲食店のテイクアウト情報が充実しています。PC雑学 アドビシステムズの社名は、創設者の 1 人、ジョン・E・ワーノックの自宅の裏を流れる川の名前が由来です。PC雑学

新型コロナウイルスの感染拡大防止を契機に、テ

レワークが急速に普及しはじめています。右のグラ

フは経済産業省が公表しているパソコン販売額の

POSデータです。緊急事態宣言が発令された4月以

降、前年同期比でプラスの推移が続いていることが

わかります。在宅での仕事環境を整えるために、パ

ソコンを買い求める動きが活発化していることが見て

取れます。GWを挟んで数字はさらに伸びており、

今後もパソコン市場の活況が予想されます。過去の

データに照らせば、パソコンの売り上げとコンピュー

ター書の売り上げには正の相関があるため、今後はコ

ンピューター書にも活況が波及するものと予想で

きます。この商機を逃さぬよう、売り場での積極的

なご展開をお薦めいたします！

各種の調査・統計データをひも解き
ながら、コンピューター書の売り場
づくりのヒントを探るコーナーです。

出所：METI POS小売販売額指標［ミクロ］を元に作成

緊急事態宣言の発令によって在宅勤務の需要が本格化したことと、中国国内の工場操業再開に
よって供給問題が解消されたことが重なったためか、4月以降の大幅なプラスに転じている。

データで読み解くITトレンド
棚づくりのヒントが見えてくる?!

テレワーク需要でパソコン販売額が大きく伸張！

 増税、Windows 7サポート終了に次ぐ第三の山が到来 

 パソコン市場の盛り上がりに備えるべし！ 
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『いちばんやさしいアジャイル開
発の教本 人気講師が教えるDX
を支える開発手法』
ISBN：978-4-295-00883-5
定価：1,600円＋税

関 連
書 籍

いま話題のDX（デジタルトランスフォーメー
ション）を推進するためにもアジャイル開発
が注目されているもん！

アジャイル開発の手法

商品やサービスの
価値を高めていく

開発 開発リリース リリース

短期間短期間

特別企画

多くの書店員さまに
読んでもらいたいもん！

このたび「できるシリーズ」では、書店員さま向けの「新刊＆話題
書 献本キャンペーン」を実施いたします。下記の6タイトルの中
からご希望のタイトルを1つお選びいただき、PCやスマートフォ
ンなどからお申し込みいただければ、ご希望の書籍を書店員さま
宛てに献本させていただきます。注目の新刊や話題書、人気書籍

を選びましたので、この機会に「できるシリーズ」に触れていただ
き、仕掛け商材の発掘や気になる書籍の内容理解などにお役立て
いただければ幸いです。ぜひ、奮ってお申し込みください！

できるテレワーク入門 
在宅勤務の基本が
身に付く本
ISBN：978-4-295-00886-6
定価：1,580円＋税

ビジネスチャット
時短革命
ISBN：978-4-295-00842-2
定価：1,600円＋税

できるWord思い通り
全部入り。 
イライラ解消！
わかればスッキリ！
ISBN：978-4-295-00846-0
定価：1,680円＋税

できるキッズ 
子どもと学ぶ 
Scratch3 
プログラミング入門
ISBN：978-4-295-00643-5
定価：1,880円＋税

できるYouTuber式
Excel現場の教科書
ISBN：978-4-295-00558-2
定価：1,500円＋税

できるポケット 
時短の王道 
ショートカットキー
全事典 改訂版
ISBN：978-4-295-00522-3
定価：980円＋税

-11.2%

説しているので、テレワークになじみのない人でも
すぐに実践できます。

今、注目の「テレワーク」
の一番やさしい入門書が
登場！　基本的要素をひ
とつずつ分かりやすく解

SlackやTeams、Googleチャット、Zoomなどの
ツール活用術も詳しく解説！

テレワークの普及で急速
に導入が進んでいるビジ
ネスチャットとオンラ
イン会議の指南書です。

中のイライラを解消して思い通りに使いこなせ
る時短ワザを130個掲載！

「画像の挿入時に思い通
りにいかない！」「文頭
の英字が勝手に大文字
になる」など、Word作業

アル。ゲームを作りながら、子どもと一緒にプログ
ラミングを学べます！

小学校プログラミング教
育で人気の「Scratch」解
説本を、最新バージョン
に合わせて大幅リニュー

書。本と動画の両方で理解を深められるので忙し
いビジネスパーソンのスキルアップに最適！

人気ユーチューバーが
書籍＋動画でビジネス
Excelを解説した、まっ
たく新しいタイプの解説

速化できます。本書独自の「2倍速」~「9倍速」の
倍速マークは忙しいビジネスマンにも大好評！

普段マウスで行ってい
る操作をキーボードだ
けで行えば、日々のパソ
コン作業を驚くほど高

プログラミング教材の
大本命！

大人気
!!

これから始める人は
必読！

重版
出来
!!

発売前に

テレワークの
「新しい仕事様式」！

重版
出来
!!

ワードはもっと
便利に使える！

重版
出来
!!

動画と書籍で学べる
新タイプ解説書！

ベスト
セラー 
8刷

時短に直結する
PC操作術！

ロング
セラー 
4刷

お気軽にお申し込みください！
お申し込み方法   右のQRコードかURLにアクセスいただき、専用のお申し込み

フォームに必要事項をご入力ください
ご応募条件   書店に勤務されている方

※おひとり様1冊とさせていただきます（各書籍とも先着50名様まで）

新刊＆話題書を書店員さまに

献本いたします！

https://forms.gle/iB7dsm3xcbAjrgaZ6

お 申 し 込 み は こ ち ら か ら ！

キャンペーン期間   6/1 ㈪ ～ 7/31 ㈮

谷折

谷折
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「雨の日は本を片手におこもりタイムだもん！ 」号
今月は

できるもん
「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TwitterやFacebookでも発信中です。

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書、本誌バックナンバーなどを
ダウンロードいただけます。ぜひご活用ください！

次号は2020年 7月
発行予定です！
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インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

営業部員のひとりごと

野原

村田

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

徳田

加茂下

丸山

平野

岩本

平田

後藤

在宅勤務初日から始めたことがあります。｢い
びきラボ｣アプリを購入していびきを録音し、
スコアを記録しています。ざっくり言うと食べ
過ぎ、飲み過ぎた日はスコアが高いです。一
緒に「いびきジム」で舌の筋トレもしています
が効果がある気がします。自分のいびきを聞
くのは苦痛ですわ（笑）。
 西日本支社 支社長 岩本琢磨
 （西日本統括、大阪、奈良、滋賀、京都、

九州南部担当）

Stay Homeでずっと家に籠もっていたGW。
ふとFacebookを見ると「過去のこの日」で数
年前の台湾旅行の思い出が出てきました。美
味しいご飯、素晴らしい景勝地、優しいガイド
さんに連れられて予定にない地元の穴場に
行った思い出。台湾は気温も人も温かいです。
また行けるその日まで、新刊『おかえり台湾』
を読みながら待とうと思います。

出版マーケティング部／広報担当 丸山奏恵

毎食自炊していると、気づくと醤油・酒・みり
ん・砂糖の味付けばかりになります。そこで先
日、未開拓の調味料「ナンプラー」を買ってみ
ました。蓋を開けた瞬間は匂いが独特すぎて
引きましたが、料理と混ぜると何でもエスニッ
クな味付けになって面白いです。ほかにも何
かおススメの調味料がありましたら、ぜひ教
えてください。

出版営業部 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

緊急事態宣言が続く中『できるYouTuber式 
Excel 現場の教科書』が非常によく売れてい
ます。本と動画のハイブリットで学べる本書
は、Excelでつまずきやすい操作を動画で確
認でき、在宅勤務中の独習にも最適です。5月
21日には第8刷が出来いたしました。引き続き
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

オンライン・法人営業部 主任  阿部俊大

GWにNintendo Switch版ドラクエ1～ 3を
購入しウン十年ぶりに冒険の旅に出ています。
記憶では3が一番面白かったのですが、2の
楽しさに気づきました。仲間それぞれに旅に
出る理由があるので全員に思い入れが持てま
す。どんな旅をするかも大切ですが、誰と旅を
するかも大切ですね。
 出版営業部 後藤まどか
 （物流情報管理室）

自粛中に料理にハマる人が増えていると何か
のニュースで見ましたが、私も煮卵限定でハ
マっております。個人的な最強のレシピは、ゆ
で卵（7分茹でが個人的に好み）に、辻仁成
さんオススメの「醤油70ml  みりん40ml  酒
30ml  砂糖大さじ2」へ「昆布だし（適量）」を加
え冷蔵庫で12時間程放置です。簡単なので
ぜひお試しを！

オンライン・法人営業部 主任  徳田悟

本郷

中村

梅田

阿部

嘉藤

大賀

藪田

岩織

飯沼

コロナ感染症拡大で、ずっと在宅勤務でした。
うちは奥様が日中働いているため、この間、私
ゴリラはほぼ家事手伝い。こういうとき息子と
いうのは淡白なもので、「今日のお昼は何がい
いかしら？」と聞いても「美味しけりゃなんでも
……」とそっけない返し。我ながらよく頑張っ
た1か月だと思います（笑）。世のお母さんたち
は改めて凄いなぁ、と感じたのでした。

出版営業部 係長 平野太郎
 （都内、埼玉、東北担当）

堺

今月の担当は岩 本です。1966年6月6日生。
在宅勤務中に西日本支社の3人で初めてオンラ
イン会議を行いました。どうなることかと心配
しましたが、開始5分前に私のパソコンが再起
動するアクシデントでひとり焦ったものの無事
につながり、音声も問題なく普段どおりにでき
ました。堺さんは自分が参加したオンライン飲
み会が楽しかったのか占いの話しばかり。宮下
くんはヒゲがもみあげとつながってワイルドでダ
ンディになっていました。私はバーチャル背景

「Snap Camera」で女装して、髪の毛がふさふ
さに。あれれ、ちゃんとまじめに会議したよね。
知らんけど（笑）。本来であればおいしいグルメ
を紹介したいのですが、在宅勤務中で今回は断
念です。次回お楽しみに～。（い）

宮下

水島

西 日 本 支 社
よもやま話

ヒゲづらの宮下くんに堺さんが冷たい視線を送って
いるように見えるのは偶然です。

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

「新しいワイシャツを出しておいて下さい」

「さらのカッターシャツ出しといて」

物を紛失したとき	「無くなった」

「どっか行ってもうた」
ほなまた ！

でんが
な
まんがな

岩本の関西弁講座①

新型コロナウイルスの影響により、学校現場も急速にオンライン化が進んでいます。ここではオンライン教育の
代表的なサービス「Google for Education」の特長を紹介します。

Google for Educationはオンライン教育システム
「G Suite for Education」を軸にしたサービスで
す。Googleが教育機関向けに無料で提供しており、
Webブラウザーがあれば利用できる点が人気です。

教育現場においても紙資料のデジタル化が急務
と な っ て い ま す。Google for Educationの

「Classroom」を使えば、生徒向けの課題や教員間
の資料をデジタルデータとして一括管理でき、セキュリ
ティも万全です。

唯一の解説書！

できる Google for Education
クラウド学習ツール実践ガイド

ISBN：978-4-295-00754-8   定価：2,000円＋税

オンライン授業で
大注目!! Google for Educationとは

クラウドを活用した
授業ができる1 ペーパーレスで資料を

共有できる2 いろいろな端末で
運用できる3

重版
出来

読者（先生）の声

「○○するには」という見出し
で、知りたいことがすぐに見
つけられる点が素晴らしい。具体的な活用
方法が載っているので、すでに実践してい
る先生も活用の幅が広がります。

東京学芸大学附属校　田中　愛さん

知りたいことが
すぐに分かる！

導入実績

公 立 学 校 の 休 業 が 続 く 広 島 県 で は、県
内 の 児 童・生 徒 全 員 分 の「G Suite for 
Education」アカウントを発行、その数な
んと約30万人。オンラインの授業を全県
で進めていることがニュースなどで報道
されました。

広島県では約30万人に
アカウントを発行！

G Suite for EducationはさまざまなOS、端末
で利用できます。これまでの教育現場は比較的アナロ
グだったため、これを機にパソコンやタブレットを導
入する学校も増えています。

特別企画
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