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コンテンツ東京 2015 であの人と接近遭遇 !?
フツーにいたのでビックリしちゃいました !!

東京国際ブックフェアと一緒に開催されて

9月
１

二百十日、防災の日、関東大震災発生（1923）

２

宝くじの日、靴の日、牛乳の日

で、例の件でおなじみの音楽家・新垣隆氏

３

王貞治 756 号ホームラン達成（1977）

に遭遇 !?

キンチョーコンバットのテレビ

４

伊能忠敬『大日本沿海地図」を完成（1821）

CM で使われている音楽は、新垣氏とフリー

５

石炭の日、国民栄誉賞の日

６

黒の日、墨の日、妹の日

７

クリーナーの日、ドイツ連邦共和国発足（1949）

８

白露、国際識字デー、日米安全保障条約調印（1951）

９

救急の日、チョロ Q の日、クジラの日

いた「コンテンツ東京 2015」の会場では、
映像音楽制作会社フリーアズバードのブース

SOGO

アズバードで手掛けたものだそうだ。
K

ライブ前には写メ依頼にも気さくに応じてくれました。
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秋葉原の地下に“ダンジョン”発生中 !?
そこで出会いを求めるのは間違いでしょうか？
GA 文庫のライトノベル『ダンジョンに出会

すべき !!

なお、このキャンペー

ンは、7 月 12 日まで開催してい
て、限定グッズなども販売してお
りました。

先行販売にご協力頂きました。本当にあ

先生が得意の図解で解説、高校入試レベ

ございましたでしょうか。

りがとうございます！

ルの演習・発展問題を江間先生が作成し

今回は紀伊國屋書店新宿本店様、ジュ

気になる内容はといいますと、
「中学

ています。さらに、自分の弱点、実力を

12

ンク堂池袋本店様、書泉ブックタワー様、

英語ができれば日常英会話はできる！」

確認できる「実力テスト」
、巻末には「覚

13

世界法の日、司法保護記念日

ブックファースト新宿店様、丸善日本橋

といわれますが、中学英語ぐらいはでき

えておきたいポイント一覧」付録を収録。

ヘスティア様ほか主要メンバーの等身大パ

14

コスモスの日、キャスリーン台風関東に来襲（1947）

るはず、と思っていても、いざやってみ

弊社初の試みとして、購入者特典サービ

ネル（リリのバックパックが大きい！）
、設

15

老人の日、ひじきの日、お菓子の日

ると曖昧なことばかり……。そんな悩み

ス用にダウンロード・データを用意する

定資料、壁一面をスクリーンにした映像、そ

16

に応えて、
『基本にカエル英語の本』
（ス

など、充実の内容になっております。

マッチの日、中央競馬会設立（1954）

リーエーネットワーク）などのわかりや

できましたら語学書、学参の両コー

17

モノレール開業記念日

すい語学書・数学本で人気の石崎秀穂先

ナーに置いていただけるよう、是非とも

18

かいわれ大根の日、満州事変勃発（1931）

生と、20 年のキャリアと奇跡の指導実

よろしくお願い致します！

19

苗字の日、トークの日

20

彼岸、バスの日、空の日、林家三平没（1980）

21

敬老の日、宮沢賢治没（1933）

22

国民の休日、夫婦の日

23

秋分の日、不動産の日、愛馬の日

24

清掃の日、大日本相撲協会設立（1925）

らしい友に心から感謝している今日この頃である。
（西）

25

10 円カレーの日、日中国交樹立（1972）

ついにアマゾンで割引販売開始！

26

彼岸明け、ふろの日、小泉八雲没（1904）

27

交番の日、世界観光の日、女性ドライバーの日

28

にわとりの日、パソコンの日、プライバシーデー

29

肉の日、クリーニングの日、招き猫の日

30

みその日、そばの日、クレーンの日

の隣にはステイタス更新の鏡が !?

僕はそ

こでステイタスを更新してみたので、
早く
“営
業願望”のスキルが発動するといいなぁ。

３冊目となる英語本を発行させていただいた。いずれの
本も某通信社で英文セクションを仕切る旧友に絡んでも
らっている。どうせ予算少ないんだろ……。そんなすば

そして、栗田出版

販売さんが民事再生！

と言。科学という言葉は sience の訳語であって、sience

だまだ大きな動きがあると思いますが、ピンチをチャ

の原義は知識です。だから総合科学は総合知識なんです！
（小）

ンスにできるかどうか、闘いは続く……。
（山）

気付けば 7 月、1 年も折り返し。2015 年後半戦スター

近所のハードオフに、PC88 シリーズ用のゲームが複数

トということで、心機一転頑張っていかないと。毎月、

入荷していた。
『レジェンドパソコンゲーム 80 年代記』

毎日こういうことを思えれば１年が充実するんだろう

の著者・佐々木潤氏に依頼されエニックスの『アルフォ

なぁ。
これから毎日心機一転できるよう頑張ります！
（倉）

ス』
を代理購入。
『宇宙の戦士』
は、
21,600 円だった。
（伊）

と、わが出版界は激震中。ま

総合科学出版
東 京 都 千 代 田 区 神 田 小 川 町 3 - 2 栄 光 ビ ル 1F
03-3291-8905

公式ホームページ：http:// ｗｗｗ .sogokagaku-pub.com
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中学英語を「完成」させる本』の配本は

宇宙の日、マラソンの日、水路記念日

ましたが、今やどこも総合出版社。小学館だって！ でもひ

☎03-3291-6805

押さえておきたい重要ポイントを石崎

までにない語学書を制作致しました。

が可愛くて、ついつい見てしまいました。

ドレスまでお願い致します。折り返し、担当の者よりご連絡させて頂きます！

〒101 - 0 0 5 2

店様、八重洲ブックセンター本店様にて

基礎力を完成させることができる、これ

公衆電話の日、アメリカ同時多発テロ事件（2001）

ご連絡をお待ちしております。お問い合わせは、本ページ下に掲載しておりますメールア

株式
会社

6 月 26 日発売の新刊『やりなおしの

グを組んで、今度こそ中学英語レベルの

11

たちと一緒に出版業界を盛り上げたい方、
「総合科学くらぶ」
に参加してみたい方などなど、

「
『総合科学』なのに、いろんなもの出すねえ」なんて言われ

“カエルの本”で人気の著者とプロ家庭教師がタッグを組んだ !
『やりなおしの中学英語を「完成」させる本』

績を持つプロ家庭教師・江間淳先生がタッ

ニメがついに終了しましたね。ヘスティア様

◎「総合科学くらぶ」では、４コママンガを書きたい書店員さんを大募集しています。私

編集後記

迷惑をお掛けしながら？）方向性を模索しつつ、様々なトピックスをお届けしていきます！

寝具の日、カラーテレビ放送開始（1960）

４コママンガを描きたい書店員さん大募集！

総合科学くらぶ

『総合科学くらぶ』は“みんなで作る！”をモットーに、
書店さんや取次さん、
著者さんにもご協力を頂きながら（ご

10

地下にある“ダンジョン”に潜ってきました。

なりたいなら、上半身は裸で挑戦

vol.44

いを求めるのは間違っているだろうか』のア

そんなわけで、アニメイト秋葉原店さんの

“一番格好のいい男（おのこ）”に

総合科学出版
2015 年 7 月号

ブックファースト新宿店さんの B1 学参のコー
ナーで、先行販売をさせていただきました。同
じく、ありがとうございます！

丸善日本橋店さんの２F 語学コーナーでも先
行販売を行って頂きました。面陳のほかにも
下の棚にボリュームのわかる棚差し１冊！

江

間

淳

PROFILE

『やりなおしの中学英語を「完成」させる本』 た！」
著者の江間淳です。20 年の間、家庭教師を

などの、嘘のような実績が多数あります。

江間 淳（えま・あつし）
。20 年の指導経験があるプロの家庭
教師・塾講師。塾の経営やメルマガも運営している。英日翻訳、
簿記、行政書士など、様々なことにチャレンジしている。

主な仕事とし、塾も運営しています。毎日の 「イメージを掴みやすいよう、簡潔で論理的
◎『総合科学くらぶ』では、皆様
からのご意見・ご感想・応援コメ
ントなどをお待ちしております。
公式ホームページにあるメールア
ドレスよりお送り下さい。よろし
くお願いしま～す！

授業のために、以前からオリジナルの教材を
作成し、一部はネットで公開しています。
「私立高校入試全滅の中学３年生が、１カ月
で 200 点アップし、第１志望の公立高校に合
格！」
「school が書けなかった浪人生が、たった半
年でセンター試験の問題が解けるようになっ

な解説を繰り返す」
「機械的に当てはめるだけでなく、思考力を
必要とする問いかけをする」
これらのことを対話や教材に応用すること
で、数多くの生徒が飛躍的な実力アップを果
たしました。
この本の例文や問題には、このようなノウ

ハウをぎっしり詰め込みました。中学レベル
の単語もほとんどすべて掲載しています。つ
まり、この１冊をこなすだけで、まさに「中
学英語を完成させる」ことができます。
数多くの方々にこの本を利用していただ
き、英語力アップという成果を手にして欲し
いです。

ん♥
ふ～
うっ

汗っかきの僕にとっては、非常に
辛い季節がやってきました。早く
涼しくならないかなぁと思いつつ
も、笑顔でお店にお邪魔しますの
で、髪の毛がペッタリしていても
どうか堪忍しておくれやす。

あ
っ
は
～
ん
♥

問題』です。
“やりなおしの中学数学”本は

いますので、どうぞよろしくお願い致します。

邪魔するとき、汗だくで現れるかもしれませ

数あれど、計算問題に特化した本はあまり類

小学校の算数本として『もう一度！ 小学校

んがご容赦ください。

書がないかと思います。今後は文章問題、図

５年・６年の算数がよ〜くわかる本』もござ

形問題なども出していきたいところですが、

います。こちらも大人がやりなおしの再勉強

そして、もうすぐ夏ですね。夏といえば楽
しみなのが夏アニメ !! 「GATE 自衛隊」
「監
獄学園」
「うしおととら」
「六花の勇者」
「ワ

「まずは計算問題を売らなければ！」という
ことで新聞広告を出しちゃいました！

ベルが売れることになると思います。１巻を

日新聞に３面８割広告を出しまして、今後も

て置いて頂ければ嬉しいです。何卒、よろし

させて頂きます。今回１面のトップで案内さ
せて頂きました『やりなおしの中学英語を「完
成」させる本』
、おかげさまで冒頭でお伝え
した通り出だし好評の様相を呈しております
が、今回推したいのは同著者・石崎秀穂さん
の数学本『0 からやりなおす中学数学の計算

『0 からやりなおす中学数学の計算問題』 『もう一度！小学校 5 年・6 年の算数がよ～くわかる本』
● 著 : 石崎秀穂
● 総合科学出版
●1,380 円 + 税
● ISBN978-4-88181-840-4

● 著 : 南澤巳代治
● 総合科学出版
●1,380 円 + 税
● ISBN978-4-88181-846-6

中学数学に出てくる基本的な計
算問題を、中１・中２・中３の
STEP 順に提示し、それを解くた
めにたくさんの目標問題と例題
を用意。問題はどれもゼロの段
階からくり返し説明しています。

気がいたします。

中学・高校独学で、高校・大学
の教師になった著者が教える小
学校 5 年・6 年の算数問題集。
大人のやりなおしでもあり、小
学生の素朴な疑問に答えられる
ように解説しています。

先月発送しました「総合科学くらぶ」Vol.43 にて、自
社商品『稼げるゲームアプリを作るために知っておきたい
108 のこと』のタイトルを間違えてしまいました。この場
をお借りして謝罪させていただきます。反省しております。
半沢直樹ばりの土下座で深くお詫び致しますので、今後と
も何卒『稼げるゲームアプリを作るために知っておきたい
108 のこと』をよろしくお願い致します。
ご注文お待ちしています !!

税
+

大変申し訳ございませんでした !!

●著 田
: 中一広 ●総合科学出版 ●１８００円
● ISBN978-4-88181-844-2

自社商品でやってしまいました……
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1 つは、男女関係なく、人は皆、孤

出版業界で毎年 7 月初旬に国際展示場といえばこのイベント！
第 22 回 東京国際ブックフェアを徘徊してきました！

今年も 7/1 〜の「第 22 回東京国際ブック
フェア」に行って参りました！

造本装幀コンクールにあった“世界で最も
美しい本コンクール受賞作品”の『魯迅の言

焦燥感と闘いながらも人の温もりを必
死に探し続けているのではないかと。
単なる欲望だけならば、こんなにも本
屋で売れてないのではないかしら。

葉』なんかは本当に美しかったです。表紙の

いるような気もしますが、国際展示場の中は

うっすらとグラデーションした赤、小口まで

て自分自身に自信がつくから。そう思

雨を吹き飛ばす活況。様々なセミナーも行わ

塗られた赤、タイトルのキレイな箔押し、さ

いました。仕事においても、マーケ

れており、国際展示場内で同時開催している

すがにコンクールに出品して賞を受賞する作

ティングやリサーチを怠らないのと同

ものも「電子出版 EXPO」
「先端コンテンツ

品は違いますね。ウチじゃそこまでこだわっ

様、女の子を口説き落とすのは、
当たっ

技術展」
「クリエイター EXPO」など……。

た装幀に予算は割けないもの……。いや～、

面白そうなものがたくさんありました！

いいものを見ました。

1 つは、
「モテ本」を読むことによっ

て砕けるだけでなく、相当な努力とテ
クが必要なのだ、ということもわかり
ました。苦手があるところには、どう

しかし毎年思うのですが、あれって入場受

ほかにも刊行記念セミナーや電子書籍のセ

付を書店・取次・出版社・読者だのなんだのっ

ミナー、お隣の先端コンテンツ技術展で催さ

ニックは、仕事にも大いに役立つもの

てわける必要があるんでしょか？ 毎回「ど

れているいろいろな体験コーナーを回ってい

でした !!

こからでも受付できまーす！」って、アナウ

たら、いつの間にか閉展時間。２日、いや

ンスしているような気もします……。

３日行っても楽しめる量のブックフェアでし

さて、我らが総合科学出版は出展していな
いものの、私は初日に行って参りました。

た。すんごい並んでた東京電機大ブースの音

カバーしていけばよいのか、そのテク

モテ本＝ビジネス本 = 自己啓発本。
そう言っても過言でないのでは、
と
「モ
テる男の技術」
を拝読して思いました。

響樽、入りたかったなぁ。
造本装幀コンクール展で“世界で最も美し

ダーメイドの受注生産品だそうです。

い。結局、個人としてまさかのリスク
に対して最大限の構えをするだけ。
とは言え、身の回りのリスクは数限
りなく存在する。
外部要因だけでもいっぱいなのに、
内部要因（自分でなんとかできるかも
しれない要因）も多い。
煙草を吸うリスク、肉食のリスク、
徹夜から来るストレスリスク……、命
はいくつあっても足りない！
じゃあ、どうすればいいのよ？
自分自身は様々なリスクに観念する
として、せめて次世代にリスクを残さ
ないようにすること、それなら少しな
らできそうな気がする！

『
「なんで、アイツが？」
なぜかモテる男の技術』

販売 ）
、
『MOTION SILHOUETTE』はオー

●著：水瀬 翔
●１４７０円 +
税
●総合科学出版
● ISBN978-4-88181-835-0

凡社）
、
『トットリッチ』
（土曜美術社出版

「気象予報士はいいなあ～」
ある日の夕方ニュース。天気予報で
「明日の東京は晴 40％、雨 40％、そ
のほか 20％という予報です！」。

ており、それらから逃れるべく、また

この７月という季節もあり毎年雨が降って

い本”
に選ばれた 3 作品。
『魯迅の言葉』
（平

ん？ これって専門家の判断？ こ
れでお金がもらえるのって、 いいな
あ！ 天気予報のコーナーって、エン
タメコーナー？
雨が降るか降らないかの予報だけな
ら、命に関わらないからいいとして、
暴風、洪水になるとそうはいかない。
しかし、科学と言っても、まだこの
レベルの領域のいかに多いことか。
親族の関係で、箱根大涌谷近くや軽
井沢浅間山近くに住む人間がいる。
いずれも噴火警戒警報レベル 3 が
発せられている。
火山・地震学者は淡々と解説してい
るが、関係者はたまったものではない。
でも、 何の方向性も見つけられな

独や淋しさを抱えながら日々を過ごし

少人数でやっている出
版社には突き刺さるタ
イトル。弊社ではなか
なか出てこない企画と
タイトルかも……。

『美少女戦士セーラームーン』は、20
周年。まさにお化けコンテンツ！

もう 10 歳を超えたワンコは「遊び不足が一番悪い」と言っているような？

1000 万ダウンロードという CM をよく見
なかよし 60 周年。60 年前はなにを連載してたんだろう。

かけるグノシー。
壇上にいるのは社長さん。

・江連さんからのオススメの 冊は……コレ♪
1F

さてさて、今回もちょこっと自社の宣伝を

くお願い致します！

日頃よりの疑問が、こち

らの本を拝読して、ようやく氷解した

SOGO

す。是非とも上記の中学数学と一緒に、並べ

ベルの担当さんの腕の見せどころですね。

いのか !?

ん中学受験にも対応できる本となっておりま

７月５日に毎日新聞・東京新聞、６日に中
広告枠を見つけては広告を出していこうと思

なぜ、こんなにも「モテ本」が市場
に出回り、それらを手に取る殿方が多

に使っても新鮮な発見がありますし、もちろ

カコ酒」etc……。またコミックやライトノ
どのぐらい入荷するか、コミックやライトノ

今回のゲスト

書泉ブックタワー

蒸し暑い…。すっかり梅雨、書店さんにお

1

