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自粛の影響で自宅で過ごすことが増えたの
で、断捨離を始めました。あまり着ていない服
を中心に片づけましたが、片づける事で部屋
も心もスッキリ。不要なもので部屋のスペース
がとられていたことに気づきました。毎月家賃
を払うなら居心地の良い空間にしたいなと思
い、模様替えも考え中です。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

医療従事者への感謝を込めてブルーインパル
スが都心上空を飛んだ日、在宅勤務中心の中
たまたま出社日にあたり、当日出社してた皆で
ワイワイ言いながら空を見ました。航空祭と違
い、首都圏近郊にいた皆が同じ時間に一斉に
空を見上げた瞬間、閉塞感のある毎日の中で
気持ちが明るくなった気がしました。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
村田哲史

コロナ禍の影響か、神保町では老舗飲食店
の閉店が相次いでいます。餃子の店「スヰー
トポーヅ」の閉店に続き、行列の絶えない店

「キッチン南海」も6月26日で閉店。でも安心
してください。「キッチン南海」は神保町花月
の前に再オープンするそう。「ラーメン二郎」と

「キッチン南海」の行列がクロスする瞬間が
見られる日も近そうです。

出版マーケティング部 部長 岩織康子

オンライン飲み会に参加しました。1時間半く
らいの予定で夜7時から開始し、気付けば11
時半近く。実に4時間半ほどたっていました。
かなり飲みましたが、帰宅の必要なく、そのま
ま寝床へ。終電を気にする必要がないのも何
より。家族は「お客さんが来ているようだった」
と言ってましたが、家族同士でやるのもいい
かも。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

ハロプロヲタ4年目の私ですが、初めて推し活
動ができない日々が続き、どちらかというと現場
ヲタなため、何かできる事を……と思い、月一
でライブブルーレイを買っております。巷では
Zoom飲みが流行っておりましたが、私はライ
ブBD見ながらペンライトを振り、お酒を飲む
のが最高のストレス解消法となりました（笑）。

出版営業部  藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）
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岩本

緊急事態宣言が解除され、在宅から週何日か
は出社するようになりました。通勤ラッシュを
避けていますが、最初のうちは軽くですが乗
り物酔いをしちゃいました。これ幼稚園以来
の感覚です。さすがに酔い止めは飲みません
が、少しずつリハビリをしないと、出かけられ
ない人間になりそうで怖いです。

オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

平田

今月の担当はテレワーク期間に伸ばし放題だっ
たヒゲも全部剃り落とした宮下です。西日本支
社では6月から3密を避けて、分散しながら書
店様への販促営業も再開しています。まだまだ
油断ならない状況ですが、この日は約2か月ぶ
りに3人がそろったので、支社から一番近い豊
崎神社というところに、疫病退散とみなさんの
商売繁盛を祈念するためお参りに行ってきまし
た。久々に会った堺さんはアベノマスク使用で
したがサイズぴったり。岩本さんは声だけでな
く、お参りの二拍手の音も大きいことがわかり
ました。きっと疫病も退散するでしょう。早く元
の活気に戻るといいですね。今回もグルメ紹介
はありませんが、通り道においしそうな店もあっ
たのでまた別の機会に。（み）

丸山

阿部

西日本支社最寄りの豊崎神社。繁華街から離れてい
ることもあってひっそりとした佇まい。初詣の時期
は商売繁盛の戎祭りで賑わいます。

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〜

3人でまじめにお参りしているところをセルフタイ
マーで撮影。スマホを置ける石灯篭が離れていたの
で全力疾走でご神前へ。

在宅時間が長いので、久々に海外ドラマ「X
ファイル」のDVD-BOXを最初から見始めまし
た。15年以上ぶりに見るので、話の内容も結
末もすっかり忘れており（笑）、初めて見るか
のように純粋に楽しんでいます。全部でシーズ
ン11＋映画2本もあるので、当分の間、在宅
時間を楽しめそうです♪
 出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

With コロナ時代の必須スキルが身に付く！

テレワーク本、仕掛けませんか？
新型コロナウイルス対策のために急激に浸透したテレ
ワーク。緊急事態宣言の解除後も、日立や富士通、カ
ルビーなど、さまざまな企業で継続する動きが広がっ
ています。いまや、テレワークに役立つツールの操作
は、With コロナ時代に必須のビジネススキルと言っ
ても過言ではありません。今後、解説書が続々と増え
てくるテーマでもあるので、テレワーク本でまとめて
仕掛けてみてはいかがでしょうか。

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

重版
4刷

●丸善丸の内本店様での展開

丸善丸の内本店では1階入り口付
近で大展開！反響は大きく1日の
実売冊数が10冊以上の日も。
多くの方が関心を示すジャンルで
すので目立つ場所での展開はとて
もオススメです！�（営業部・本郷）

高画質低遅延で操作がシンプルなビデオ会議
のデファクトスタンダードです。仕事の会議
だけでなくオンラインの授業やセミナー、在
宅診療や飲み会など、さまざまな用途で使わ
れ始めています。

知っておきたいツール①

Zoom（ズーム）
チャットやビデオ会議、ファイルのやり取り
や文書の共同編集など、その名の通り、チー
ムで業務を行う上で必要な機能がふんだんに
盛り込まれています。Excel や Word との連
携がスムーズなのも特長です。

知っておきたいツール②

Teams（チームズ）
ビジネス向けのグループチャットツールで、
ビデオ会議やファイルの共有も行えます。連
携可能な外部サービスが豊富で、好きな機能
を後から追加できます。その拡張性の高さか
ら、人気を博しています。

知っておきたいツール③

Slack（スラック）

注目の新刊

できるfit Slack&Zoom&Trello 
テレワーク基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00897-2
定価：1,480円＋税

6/25
発売 テレワークに役立つ Zoomや Slack、Trello の操

作を 1冊で身に付けられる解説書です。各ツール
の操作方法のほか、それらの連携ワザや、テレワー
ク円滑化のノウハウなども満載されています。

ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド
（できるビジネス）

ISBN：978-4-295-00919-1
定価：1,600円＋税

7/22
発売 ビジネスパーソン向けにテレワークのノウハウを

まとめました。役立つツールや個人でできる工夫、
陥りがちな失敗例や安全対策など、テレワークに
まつわる多岐にわたるテーマを解説しています。
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SDGsは、今の地球環境を持続しながら世界をよりよくし

ていくための目標のこと。Sustainable Development 

Goalsの略で、2015年に国連で採択されたんだ。日本

語では「持続可能な開発目標」と呼ばれているよ。

今の世の中はさまざまな問題を抱えているよね。社会

に目を向ければ貧困や暴力。環境に目を向ければ資源

の枯渇や森林の減少。そしてこれらは先進国の経済活

動――大量生産や大量消費、大量廃棄によってもたら

されたといえる。だから2030年までの目標として、すべ

ての国が手を取り合って、今の地球環境を維持して、よ

りよい社会をつくっていこうというのがSDGsなんだ。

今では企業活動でもSDGsを取り入れることが必要不

可欠になっていて、そのことが事業の成長に直結すると

いっても過言ではないよ。消費者としても、人や環境に

やさしいビジネスをしている企業を応援したいよね。疾

病や災害、紛争など、予期せぬ出来事がいつ起こるか

わからない世の中で、持続可能な開発目標への取り組

みは今後ますます重要になるよ。

SDGs（エスディージーズ）って何？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。

地球環境を維持して、よりよい社会を
つくっていくための国際的な目標のことだよ

iPhone SE の「SE」は、「Special  Edit ion」を略したものです。日本語に訳すと「特別版」という意味です。PC雑学 Zoom は創業者のエリック・ユアン氏が大学時代に恋人と遠距離恋愛になったことから着想したアプリだそうです。PC雑学

『SDGsが生み出す未来のビジネ
ス（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-00896-5
定価：1,680円＋税

関 連
書 籍

SDGsの目標は17に分かれているから、
自分の取り組みやすいところから始めら
れるのが特徴だもん！

SDGsが目指すのは
経済・社会・環境の調和

SDGs

経済

環境 社会

待ちに待った！

2020年4月、iPhone SE（第2世代）が発売され、早くも人気沸騰しています。従来のiPhoneよりも安価で人気のiPhone SE
（第1世代）と比べて、最新モデルは何が違うのでしょうか？ 変わったところ、変わらなかったところをご紹介します。

2016年3月から販売されていた
iPhone SE（第1世代）は4インチ
ディスプレイを搭載していました
が、今回の第2世代は4.7インチ。
iPhone 8と同じデザインになり、
画面が大きくなりました。また、
iPhone 11 Proと 同 じ、最 新 の
チップを搭載しています。

iPhone SEの人気の理由の1つに
「ホームボタン」があります。第2世
代もホームボタンは健在。ホーム
ボタンに触れることで、画面のロッ
クを解除できる「Touch ID」を使用
することができます。

iPhone SE 第2世代が登場

この本がおすすめ！
iPhone SEの使い方を知りたい方には、『できるfit iPhone SE 
第2世代 基本＋活用ワザ』がおすすめです。大きな画面と大きな文
字で、文字入力などの基本操作から写真の撮り方、アプリの楽し
み方などをくまなく解説。ドコモ、au、ソフトバンクに完全対応し
ているので、どなたでも安心して読むことができます。

iPhone SE（第1世代）と何が違うの？Q

画面が大きくなり、CPUが最新に！A

変わらないところはあるの？Q

ホームボタンはそのままです！A

できるfit iPhone SE 
第2世代 基本+活用ワザ
ドコモ/au/ソフトバンク
完全対応
ISBN：978-4-295-00900-9
定価：1,200円＋税

新刊

できるキッズシリーズ お試しください！
夏休みは親子でまとまった時間がとれるまたとない期間。プログラミング教育元年の今年こそ、できるキッズシリーズを改めて
おススメします！

「子どもプログラミング本」市場は右肩上がり！

出所：日販オープンネットワークWIN調べ

小学校プログラミング教育の必修化を受け、市場は大きく伸び
ています。今年の夏がチャンスです！

できるキッズ　
スクラッチでゲームをつくろう！
楽しく学べるプログラミング
ISBN:978-4-295-00916-0
定価：1,800円＋税

子ども向けのScratch本が新登
場！　ゲームを作りながらプロ
グラミングが身に付きます。

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

Scratch本のベストセラー最新
版！　プログラミングしながら重要
なアルゴリズムが学べます。

できるキッズ 子どもと学ぶ
ビスケットプログラミング入門
ISBN:978-4-295-00282-6
定価：1,800円＋税

自分で描いた絵がスマホで動く！　
キーボードが使えない小さなお子
様におススメです！

できるキッズ 親子で楽しむ
ユーチューバー入門
ISBN:978-4-295-00449-3
定価：1,850円＋税

安全・安心にユーチューバーを始
める方法を解説。セキュリティの
知識も身に付きます。

できるキッズ 子どもと学ぶ 
JavaScript プログラミング入門
ISBN:978-4-295-00485-1
定価：2,200円＋税

簡単なコードから始めて、Web
で 遊 べるゲームが作れる！　
Scratchを卒業した人におすすめ。

できるたのしくやりきる
Scratch3 子どもプログラミング
ISBN:978-4-295-00765-4
定価：1,100円＋税

1人でやりきれるボリュームの1
冊。ゲーム作りを通してプログラ
ミング的思考が身に付きます。

できる パソコンで楽しむ
マインクラフト プログラミング入門
Microsoft MakeCode for Minecraft対応 
ISBN:978-4-295-00351-9
定価：2,300円＋税

プログラミングでマイクラの世界
を便利にしよう！　すぐに使える
サンプルコード付きです。

今年こそ
プログラミング
だもん！

売上金額
185％アップ
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子ども向けのScratch本が新登
場！　ゲームを作りながらプロ
グラミングが身に付きます。

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

Scratch本のベストセラー最新
版！　プログラミングしながら重要
なアルゴリズムが学べます。

できるキッズ 子どもと学ぶ
ビスケットプログラミング入門
ISBN:978-4-295-00282-6
定価：1,800円＋税

自分で描いた絵がスマホで動く！　
キーボードが使えない小さなお子
様におススメです！

できるキッズ 親子で楽しむ
ユーチューバー入門
ISBN:978-4-295-00449-3
定価：1,850円＋税

安全・安心にユーチューバーを始
める方法を解説。セキュリティの
知識も身に付きます。

できるキッズ 子どもと学ぶ 
JavaScript プログラミング入門
ISBN:978-4-295-00485-1
定価：2,200円＋税

簡単なコードから始めて、Web
で 遊 べるゲームが作れる！　
Scratchを卒業した人におすすめ。

できるたのしくやりきる
Scratch3 子どもプログラミング
ISBN:978-4-295-00765-4
定価：1,100円＋税

1人でやりきれるボリュームの1
冊。ゲーム作りを通してプログラ
ミング的思考が身に付きます。

できる パソコンで楽しむ
マインクラフト プログラミング入門
Microsoft MakeCode for Minecraft対応 
ISBN:978-4-295-00351-9
定価：2,300円＋税

プログラミングでマイクラの世界
を便利にしよう！　すぐに使える
サンプルコード付きです。

今年こそ
プログラミング
だもん！

売上金額
185％アップ

7/13
発売

重版
出来

重版
出来

夏こそ
売り時

！

累計刊行点数

単
月
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2018年度

2019年度
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2020年7月　第24号
「今年の七夕は疫病退散をお祈りするもん！ 」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 8月
発行予定です！

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）

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

中村

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

藪田

加茂下

村田

水島

堺

岩織

飯沼

自粛の影響で自宅で過ごすことが増えたの
で、断捨離を始めました。あまり着ていない服
を中心に片づけましたが、片づける事で部屋
も心もスッキリ。不要なもので部屋のスペース
がとられていたことに気づきました。毎月家賃
を払うなら居心地の良い空間にしたいなと思
い、模様替えも考え中です。
 西日本支社 堺智子
 （大阪、和歌山、山陰山陽担当）

医療従事者への感謝を込めてブルーインパル
スが都心上空を飛んだ日、在宅勤務中心の中
たまたま出社日にあたり、当日出社してた皆で
ワイワイ言いながら空を見ました。航空祭と違
い、首都圏近郊にいた皆が同じ時間に一斉に
空を見上げた瞬間、閉塞感のある毎日の中で
気持ちが明るくなった気がしました。

出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長
村田哲史

コロナ禍の影響か、神保町では老舗飲食店
の閉店が相次いでいます。餃子の店「スヰー
トポーヅ」の閉店に続き、行列の絶えない店

「キッチン南海」も6月26日で閉店。でも安心
してください。「キッチン南海」は神保町花月
の前に再オープンするそう。「ラーメン二郎」と

「キッチン南海」の行列がクロスする瞬間が
見られる日も近そうです。

出版マーケティング部 部長 岩織康子

オンライン飲み会に参加しました。1時間半く
らいの予定で夜7時から開始し、気付けば11
時半近く。実に4時間半ほどたっていました。
かなり飲みましたが、帰宅の必要なく、そのま
ま寝床へ。終電を気にする必要がないのも何
より。家族は「お客さんが来ているようだった」
と言ってましたが、家族同士でやるのもいい
かも。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

ハロプロヲタ4年目の私ですが、初めて推し活
動ができない日々が続き、どちらかというと現場
ヲタなため、何かできる事を……と思い、月一
でライブブルーレイを買っております。巷では
Zoom飲みが流行っておりましたが、私はライ
ブBD見ながらペンライトを振り、お酒を飲む
のが最高のストレス解消法となりました（笑）。

出版営業部  藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

本郷

梅田

嘉藤

大賀

平野

後藤

徳田

宮下

岩本

緊急事態宣言が解除され、在宅から週何日か
は出社するようになりました。通勤ラッシュを
避けていますが、最初のうちは軽くですが乗
り物酔いをしちゃいました。これ幼稚園以来
の感覚です。さすがに酔い止めは飲みません
が、少しずつリハビリをしないと、出かけられ
ない人間になりそうで怖いです。

オンライン・法人営業部 部長 水島晃一

平田

今月の担当はテレワーク期間に伸ばし放題だっ
たヒゲも全部剃り落とした宮下です。西日本支
社では6月から3密を避けて、分散しながら書
店様への販促営業も再開しています。まだまだ
油断ならない状況ですが、この日は約2か月ぶ
りに3人がそろったので、支社から一番近い豊
崎神社というところに、疫病退散とみなさんの
商売繁盛を祈念するためお参りに行ってきまし
た。久々に会った堺さんはアベノマスク使用で
したがサイズぴったり。岩本さんは声だけでな
く、お参りの二拍手の音も大きいことがわかり
ました。きっと疫病も退散するでしょう。早く元
の活気に戻るといいですね。今回もグルメ紹介
はありませんが、通り道においしそうな店もあっ
たのでまた別の機会に。（み）

丸山

阿部

西日本支社最寄りの豊崎神社。繁華街から離れてい
ることもあってひっそりとした佇まい。初詣の時期
は商売繁盛の戎祭りで賑わいます。

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〜

3人でまじめにお参りしているところをセルフタイ
マーで撮影。スマホを置ける石灯篭が離れていたの
で全力疾走でご神前へ。

在宅時間が長いので、久々に海外ドラマ「X
ファイル」のDVD-BOXを最初から見始めまし
た。15年以上ぶりに見るので、話の内容も結
末もすっかり忘れており（笑）、初めて見るか
のように純粋に楽しんでいます。全部でシーズ
ン11＋映画2本もあるので、当分の間、在宅
時間を楽しめそうです♪
 出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

With コロナ時代の必須スキルが身に付く！

テレワーク本、仕掛けませんか？
新型コロナウイルス対策のために急激に浸透したテレ
ワーク。緊急事態宣言の解除後も、日立や富士通、カ
ルビーなど、さまざまな企業で継続する動きが広がっ
ています。いまや、テレワークに役立つツールの操作
は、With コロナ時代に必須のビジネススキルと言っ
ても過言ではありません。今後、解説書が続々と増え
てくるテーマでもあるので、テレワーク本でまとめて
仕掛けてみてはいかがでしょうか。

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

重版
4刷

●丸善丸の内本店様での展開

丸善丸の内本店では1階入り口付
近で大展開！反響は大きく1日の
実売冊数が10冊以上の日も。
多くの方が関心を示すジャンルで
すので目立つ場所での展開はとて
もオススメです！�（営業部・本郷）

高画質低遅延で操作がシンプルなビデオ会議
のデファクトスタンダードです。仕事の会議
だけでなくオンラインの授業やセミナー、在
宅診療や飲み会など、さまざまな用途で使わ
れ始めています。

知っておきたいツール①

Zoom（ズーム）
チャットやビデオ会議、ファイルのやり取り
や文書の共同編集など、その名の通り、チー
ムで業務を行う上で必要な機能がふんだんに
盛り込まれています。Excel や Word との連
携がスムーズなのも特長です。

知っておきたいツール②

Teams（チームズ）
ビジネス向けのグループチャットツールで、
ビデオ会議やファイルの共有も行えます。連
携可能な外部サービスが豊富で、好きな機能
を後から追加できます。その拡張性の高さか
ら、人気を博しています。

知っておきたいツール③

Slack（スラック）

注目の新刊

できるfit Slack&Zoom&Trello 
テレワーク基本＋活用ワザ
ISBN：978-4-295-00897-2
定価：1,480円＋税

6/25
発売 テレワークに役立つ Zoomや Slack、Trello の操

作を 1冊で身に付けられる解説書です。各ツール
の操作方法のほか、それらの連携ワザや、テレワー
ク円滑化のノウハウなども満載されています。

ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド
（できるビジネス）

ISBN：978-4-295-00919-1
定価：1,600円＋税

7/22
発売 ビジネスパーソン向けにテレワークのノウハウを

まとめました。役立つツールや個人でできる工夫、
陥りがちな失敗例や安全対策など、テレワークに
まつわる多岐にわたるテーマを解説しています。

山折

山折


