後輩：有馬 健斗のレビュー
本書では、DaiGo流の読書術が紹介されています。特に本書の中で繰り返されて

先輩 から後輩 へ、

いるのが、
スキミングという技術です。
スキミングと聞くとクレジットカードの情報を

先輩が後輩に読ませたい１冊を選び、

ミングについて知ると今までの考え方が一新されました。思い返してみると、今まで、

盗み取る犯罪をイメージする方が多いかと思いますが、読書におけるそれは、その本

本のレコメンデーション !!

の重要な部分を見抜き、
自分に必要な部分のみを読むという意味だそうです。
私は本は最初から最後まで読まないと意味がないと思っていました。
しかし、スキ
半年後にその本について覚えているのはほんの一部分ということがよくありました。

それぞれ感想を寄せてもらいました。

そしてその一部分とはその本の中で最も印象的な部分です。それ以外はすべて記憶
の彼方へ。つまり、全てを記憶することは不可能なので、自分にとって有益な情報の

先輩：丸本 浩司のレビュー

みをピックアップして読むというのは大変効率的な方法だと思いました。
私は今、
自分にとって有益な情報のみを…と述べましたが、著者もスキミングをす

今回、
このコーナーの人選で有馬君に決まり、それを彼に告げたとこ

るために重要なのは本を読む前の準備だと書いています。それは、
なんのためにこの

ろ、
「難しい本は勘弁してください！」
と正直な答えが返ってきたので、
こ

本を読むかというのを自分の中で明確にしておくということです。著者はこのことを

れをきっかけに若いうちから読書を習慣化してくれればと願い、読書術

「アウトプットを具体的に想定しながらインプットとして本を読む」
と言っています。
こ

に関する本をレコメンドしてみました。

の言葉には大変感銘を受けました。確かにこの言葉を意識することで本の内容が記

この本の帯には、
こう書かれています。

憶により深く刻まれることは明白だと思います。今までは、
「なんとなく面白そうだか

『1日20冊の本を読み、
動画を毎日配信する著者の
「読み方」
を初公開！』

ら」、
「テレビで紹介されていたから」など特に明確な理由がなく本を手に取ってきま

表紙にはメンタリストDaiGo氏が本を片手に勝ち誇ったような目でこち

した。
しかしこの本で、重要なのは本を手に取る前に、今、必要な知識や技術は何かと

らを見ている写真が、
、
、
。
ハイ、
間違いなく私買います
（笑）
。

いうことを自らに問いかけ、それから本を選び、
さらにその本をスキミングすることで

思い返すと私は読書術に関する本をなぜか定期的に買っています。

本当に知りたい情報だけを得ることができるということがわかりました。

それは、
同じ悩みを抱えている人も多いと思いますが、
、
、
。
①読書をして

本書は読書に対する考え方だけでなく、具体的な読書術がたくさん書かれていま

も、あまり記憶に残っていない。②読書スピードが上がらず、
たくさん読

す。かつ、
この本を読み終えた次の日から簡単に実践できるものばかりです。読み終

めない。
③集中力が続かず、
積読になってしまいがち。

広小路と大津通が交差する旧・日本生

えた私は今、次の本を読みたくてたまらない気持ちになっているところです。

こんな不安感に襲われた時、偶然本屋で見つけると、息抜きのつもり

命栄町ビル跡地に、新しい商業施設が！

でつい買ってしまっているのだと思います。

詳細はまだ明らかにされていませんが、

読書術に関する本は多く、目を早く動かして速読したり、フォトリー

地上6階・地下2階建で、地下街や駅

ディングであったり、
拾い読みをしたり、
マーカーを引いたり、
少し前だと
現役東大生が書いた読書本も売れていました。
このメンタリストDaiGo

『知識を操る超読書術』
著者：Ｄａ
ｉＧｏ
出版：かんき出版
価格：￥1,540（税込）

氏が書いた本は、他の読書本との共通点もあるのですが、読書術には3
つの誤解
（嘘）
がある、
と他とは違う主張をしている点がポイントです。
マーケティンググループ

ゼネラルマネージャー

★お読みになりたい方に貸出します！弊社担当営業までお声がけください。

有馬 健斗

丸本 浩司

2020 1
1月8日
（水）
〜3月1日
（日）

3

●没後 90 年記念 岸田劉生展
名古屋市美術館

〜編集後記〜
▲2020年、新しいカレンダーを眺めると、
「天皇誕生日」が2月23日に変わり、翌日
は振替休日。2月は
「建国記念の日」
もあっ
て休みが増えるのがうれしい反面、実働

1月25日
（土）
〜3月29日
（日）

●やなせたかし生誕 100 周年記念 やなせたかしとアンパンマン展

日が激減するのも悩ましいところです。
ま

名古屋市博物館

た、今年限定で7月23日は「海の日」
とな

1月29日（水）
〜2月16日（日）

●改組 新 第 6 回 日展東海展

り、従来の「体育の日」は「スポーツの日」

2月1日
（土）
〜17日
（月）

●名古屋ラーメンまつり2020

ムードも盛り上がりそうな陰で、
この移動

2月3日
（月）

●節分祭

2月15日
（土）
〜16日
（日）

●アニメ・ゲームフェス NAGOYA2020

※6日・12日は不開催

3月8日
（日）

愛知県美術館ギャラリー

久屋大通公園エディオン久屋広場

今年の恵方は西南西、荒子観音

ポートメッセなごや第１展示館

●名古屋ウィメンズマラソン（ナゴヤドーム発着）

※名古屋ウィメンズホイールチェアマラソンも開催（ナゴヤドーム〜パロマ瑞穂スタジアム）

となって7月24日に。連休でオリンピック
によって行楽シーズンの10月の祝日が消
滅してしまい、少々残念な気がするのは私
だけでしょうか。
▲カレンダーといえば、今年はうるう年。

JCTから飛島JCT（仮称）間が2020年度中に
完成の方向に。
これで名古屋の外側をぐるりと
一周する都市高速に！開通予定の区間には名
古屋西JCT南IC、富田IC、南陽IC、名四西IC
（いずれも仮称）
ができる予定で、各方面からの
アクセスも便利になりそうです。

る年＝うるう年」
といわれていますが、実は
微妙な誤差調整のために例外もあるそう
です。計算上、2100年のオリンピックイ

●第 32 回旅まつり名古屋 2020

久屋大通公園エディオン久屋広場・エンゼル広場

80年後、
オリンピックは果たして今のよう

3月15日
（日）

●徳川園「起源の日」無料開園

に行われているのか、そ の 頃 の 地 球は

尾張藩二代藩主光友公が、徳川園の起源である大曽根屋敷に移り住んだ日を記念。

名古屋環状2号線は現在工事中の名古屋西

一般的には
「夏季オリンピックが開催され

3月14日
（土）
〜15日
（日）

※開催日・内容等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

への連絡通路が造られるそうです。

今回の書籍

ヤーは、
うるう年ではないとか。
とはいえ、

いったいどうなっているのか…。非常に気
になるところですね。

すで に 定 番 オマ ケとの 呼 び 声 高い 、必 須ア イテム「 ウェットティッシュ」で す！！
〈インフルエンザや風 邪の季 節 、外から帰ったらウガイ・手 洗いを忘れずに。でも手が洗えない時はコレ！ぜひ使ってくださいね！
！〉

第
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回

NDSソリューション株式会社
若手社員とのコミュニケー

■設立／1969年 名古屋資料計算株式会社として設立
2000年 現在の社名に変更
■本社所在地／名古屋市中区大須4丁目
■従業員数／ 445名（2019年3月末現在）
コーポレートサイト http://www.nsol.co.jp/
人材派遣専用サイト https://www.nsol-haken.jp/
研修事業専用サイト http://www.nsol.co.jp/semi/

今回の
サンプル
社員

ションに悩むミドル・シニア
のための「知っておきたい
傾向と対策」。第1回目の
テーマは「テレビ」につい
て。弊社の若手社員の声を
もとに考えてみました。

それじゃぁ

ぶっちゃけ

この年 末 年 始は
テレビ見ました？

普 段はどうしてる？
兜森：特に決まった時間にテレ
ビの前にいることはなく、主に
ネット配信。話題になった
『おっ

は見てません。

さんずラブ』
もネットで視聴。
そ

伊藤：家族そろってだと
箱根駅伝ぐらいかな？

入社２年目・営業

援を通して、
「ひとつ上のサービス」を展
「 時 間を奪 わ れる」と
感じさせるの は N O！

伊藤：私もネットでマイナーな

面白いと言われて見るように。

面白さが約束されている
ものを選ぶ傾向が！
「大切な時間を無駄にしたく
ない」
という意識から、安心
材料を求めがち。

『リゾーリ＆アイルズ』
というシ
リーズは、主人公がかっこよく
て、事件の解説が早く、テン
ポがいいです。絶対に解決し
てくれるとわかっているので安
心して見られます。

NDS株式会社のグループ企業である同社は、昭和44年に汎用コンピュータをいち早く導入し、企
業の電算処理業務の受託会社としてスタート。現在では半導体製造装置のフィールドエンジニアリ
ング事業を柱として、IT関連事業や人材派遣、教育研修の受託まで領域を拡げ、顧客の要望に応え
ています。
教育研修事業においては、マナーやIT基礎などの新入社員研修の受託ほか、階層別研修からマ
ナーやコミュニケーション、
メンタルヘルスやキャリア形成まで幅広いメニューを取り揃えた
「ヒュー
マンスキル研修」、
システム開発やネットワークをはじめ、最近注目されているRPA（ロボットやAIに
「PC研修」
など、
さまざまな研修サービスが充実していることが大きな特徴となっています。
また、研
修施設として名古屋市内に2拠点（上前津本社・ミッドランドキャリアセンター）
を開設、豊富な経験
と実績を持つ多彩な講師陣により、丁寧で質の高い研修が行われています。
さらに、同社が大切にしているのは
「企業の成長は、企業を構成する
『人財』一人ひとりが成長する

もしくはニュースの話題などに

こと」
という理念。そのため、研修カリキュラムの提案にあたっては企業の問題点を分析し、要望を

してみては。
普段の職場の会話でも、終

わりの見えない話をだらだらし
ないこと。
たとえば飲みの誘いも、人に

▲

フチd a t a 分 析

「人と企業を結ぶソリューションサービス」
を展開

よる業務自動化）も学べる
「IT技術研修」、各種Oﬃce系ソフトを活用して業務スキル向上をめざす

しっかり把握。期間や内容などもフレキシブルな対応を心がけています。
こうしたきめの細かいトー

▲

海外ミステリーや刑事ドラマ

開しています。

テレビの話題を振りたいな

ネット配信でも見られる番組、

をよく見ます。
そもそもは親に

ON AIR

育・派遣、半導体・液晶・IT関連の技術支

が、友だちがハマってて、一緒

ではクラスのほとんどが『ガ

すね…

今回ご登場いただくのはNDSソリュー
ション株式会社さん。企業向けの人材教

へ の 教え

ネット世代は
時間感覚が違う！

キ使』見てて盛り上がった
題になる番組はないかもで

コマダ 的

OVER 40

フチd a t a 分 析

すきま時間も賢く活用。反
面、興味のないことに一定
時間拘束されるのは苦手。
コンテンツを選択しサクサク
と手軽に楽しめるネット視聴
がなじんでいる。

るお客様の事業や魅力をご紹介します。

ら、すでに評 判になっている

せられたら面白くて。

んですが…今は共通の話

入社３年目・営業

れまで私は興味なかったんです
にいるときなかば強制的に見

兜森・伊藤：中学ぐらいま

伊藤 萌

▲

兜森：カウントダウンフェ
スに行ってたのでテレビ

兜森 早也佳

このコーナーでは弊社とお付き合いのあ

テレビって、見てる？

theme

▲研修の様子

タルサポートで企業経営に貢献するNDSソリューションさん。顧客の満足を超える
「ひとつ上のサー
ビス」
をめざし、
さらなるパートナーシップの輪を広げています。

よっては突然急に「ちょっと飲
みに行こう」はNG。
また「この
店はこれが美味しい」
といった
情報や時間設定を明確にする
など、安心材料を提示しよう。

News 1
駒田イチの社員は誰の手に？
！

L e s s o n＃1

書 体 選 び 、どうして る？

あまり多く使わない方が見やすいだけでなく、
まとまりのあるこなれた仕上がりになります。
本文はメイリオの標準、見出しやタイトルはボールドにしたメイリオ、
ただこれだけに

PowerPointなどのプレゼンテーションソフトを使って資料を作るとき、皆さんは書体を

した方が断然クールな資料になりますよ。

どうやって決めていますか？今回は書体選びのちょっとしたルールをお教えします。

❷ の、紙面で長文を読ませるビジネス文書の本文には明朝が適しています。

まず気をつけたいのは、
その資料はどうやって見てもらうものなのか。

がオススメ。短い見出しやタイトル
Windows8.1以降なら游明朝（太さ３種類）

②

紙にプリントして
読ませるものなのか

❶の場合で可読性が高く、ぜひ使いたいのがメイリオというWindows標準書体で

にはゴシック系の游ゴシックのボールドを使うと良いでしょう。

投影系

①

画面や壁に投影して
見るものなのか

（←メイリオ標準）

ボールドに対応しているということ。強調したいときボールドで太字にすることがよくある
換えるタイプがあるのです。前者はボールドにしてもあまり差が感じられないのに対し、
メイリオのような後者のタイプは、
しっかり太らせて強調したことが明らかになります。
デ
ザイン経験の無い方は目立たせたいあまりについつい色々な書体を使いがちですが、

プ リント 系

と思いますが、実は書体にはただ太らせるタイプと、初めから太らせておいたものに置き

見出し・タイトルに使用

（←ボールドにしたメイリオ）
本文に使用

す。
「明瞭」
が語源の通り、遠くからでも判読しやすいのが特長です。
さらにこの書体は

様

見出し・タイトルに使用

（←游ゴシック）
本文に使用

（←游明朝）

News 2
採用セミナー、盛況のうちに終了！
！

当社では今期（ʼ19年12月〜ʼ20年11月）もっとも活躍

採用について一緒に考えさせていただくセミナーを合

が目立った社員を社員投票で決めるイベントを開催してい

計３回、駒田印刷主催で開催しました。10月と11月には採

ます。
１年を３クールに分け、各クール毎に投票を行います。

用戦略の全体計画をテーマに、そして12月には内定辞退

３クール分の得票数を合計し、見事１位に輝いた社員には、

防止をテーマにワークショップ形式で実施。いずれもご好

社長賞など各役員からインセンティブが与えられます。

評のうちに無事終了いたしました。

ベテランが勝つか？
！それとも元気な若手が上位に躍り
出るのか？
！ レースの行方に乞うご期待ください！
！

ご参加いただけなかった企業さまにも、本セミナーの内
容をご紹介することが可能です。
ご興味がおありの方はぜ
ひ貴社担当の当社営業マンにお問い合わせください。

