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いる。
講師は、同協会
理事長で日本公認
会計士協会理事
を務める田中義幸
氏、公認会計士・
税理士の中田ちず
子氏、弁護士の米
倉偉之氏ら。
講座では①会計
②税務③消費税④
法務⑤演習問題
―をテーマに実
務の解説を行う。
修了すると、税理
士には「ＮＰＯア
カウンタント」資格が授与され
る。
場所は東京・千代田区飯田橋
のベルサール飯田橋。時間は午
前 10 時～午後５時。講座費は
４万５千円（税込み）。問合わ
せは㈱日税ビジネスサービス
（☎ 03-3340-4488）まで。

㈱ＢＳＬシステム研究所（東
京・新宿区、社長＝小野秀幸
氏）は 12 月４日、青色申告ソ
フト「かるがるできる青色申
告 2010」と、「青色申告らくだ
2010（普及版、プロ版）」を同
時発売する。
同社は今年、機能を限定した
低価格シリーズ「かるがるでき
る２特別限定版」を発売。その
成功をうけ、「業界最安値」の
実現を検討。その結果「かるが
るできる青色申告」の価格を
6800 円から 3990 円（税込み）
に改定した。
機能面では、「青色申告らく
だ 2010」で、一般事業と不動
産事業の兼業に対応するため、

事業別にデータを締めた後、統
合して青色申告決算書を作成す
る機能を追加。また、電子申告
の利便性を高めるため、㈱ＮＴ
ＴデータのＡＳＰサービス「電
子申告の達人 2010（個人納税
者用）」との連動を強化。「らく
だ」２製品に「電子申告の達人」
を使用するためのシリアルナン
バーを同梱している。なお３ソ
フトとも、Windows ７に対応。
「無期限・無料サポート」、「挫
折買取サービス」、「災害支援サ
ービス」も提供する。「青色申
告らくだ 2010」は、普及版 9800
円、プロ版1万2800円（税込み）。

銀行商品の総合比較サイト
「銀行商品コム」（http://www.
ginko-shohin.com/）（代表＝奴
田原惇郎税理士）はこのほど、
ファイナンシャルプランナー（Ｆ
Ｐ）、モーゲージプランナー（ＭＰ）
との提携を発表した。
全国の金融機関の預金や投資
信託といった金融商品の金利を、
期間限定のキャンペーン商品の

情報を含めて紹介し、資産運用、
ローン組成に力を発揮する同サイ
ト。今回、ＦＰやＭＰが個別の顧
客のニーズに合わせて、同サイト
で提供される金融商品の情報と
専門知識をもとに、最適な商品
を紹介するサービスを開始する。
奴田原代表は同事業について、

「日本初のビジネスモデルの誕
生」と自信をみせており、将来の
フランチャイズ化、全国展開を視
野に入れているという。問合わ
せは奴田原会計事務所内銀行商
品コム本店（☎ 088-884-2772）
まで。

特定非営利活動法人日本コー
チ協会（ＪＣＡ、東京・千代田
区、専務理事＝桜井一紀氏）は
11 月 21 日、東京・千代田区の
東京国際フォーラムで、恒例の
イベント「コーチング 2009 ～リ
ーダーシップを開発する」を開
催する。
クライアントとの継続的なコ
ミュニケーションにより、目標
達成、問題解決策を引き出す「コ
ーチング」に関する成果事例の
発表、情報交換の場として毎年
開催している同イベント。11
回目となる今回は、企業経営者、
教育関係者、医療従事者などが
全国から集結。コーチングの導
入・活用の事例紹介や、ワーク

ショップなど 36 の分科会が開
かれる。また、日本コカ・コー
ラ㈱で 26 年ぶりとなる日本人
社長に就任し、現在、取締役会長
の魚谷雅彦氏が「メンバーのこ
ころを動かすリーダーシップ」
と題した基調講演を行う。参加
費は、ＪＣＡ会員１万５千円、
一般１万８千円。問合わせは同
協会（☎ 03-3237-8994）まで。

ＮＰＯ会計税務研究協会（東
京・新宿区）は 11 月 21、22 日
に「第 19 回ＮＰＯアカウンタ
ント養成講座」を開催する。こ
の講座はＮＰＯ法人の会計税務
にかかるプロを養成する人気講
座で、すでに 800 人を超える税
理士、事務所職員らが受講して
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いままでうまく回っていたビジネスモ
デルが揺らぎ、また人材が流動化してい
る現在、会社の制度設計や意思決定につ
いて、他者に説明することを迫られる機
会が増えている。しかし、従前「なあな
あ」で決まっていたことを論理的に説明
するのは難しい。ロジカルシンキング（論
理思考）の書物が多く発行されているのも、多くの人がそのよ
うな時代を生きる不安を抱えていることの表れといえそうだ。
木山泰嗣氏は、ち密な論理性を必要とする代表的な職業であ
る弁護士だ。本書「究極の思考術」（法学書院、写真）で同氏は、
得てして難解な、ちまたの「ロジカルシンキング本」について、
「論理的思考力を一部の人間のみが扱う武器であるかのように
みせている」と苦言を呈し、学生やビジネスマンに向け、分か
りやすく論理的思考のテクニックを語る。
本書で「必須のスキル」とするのが、物事を「二項対立」と
してみること。「必要性と許容性」「形式論と実質論」「原則論
と例外論」など、二項対立を設定する 15 の視点を示す。たと
えば、練習問題として挙げられる「イチローと松坂はどう違う
のか」をみる。別人格の２人には無限の違いがあり、途方に暮
れてしまう。著者はこの問題を、「共通点と相違点」の二項対
立として整理し、説得力のある答えを導き出す方法を探る。
世の中の現象で、二項対立として現れるものはむしろ少ない。
論理的思考は所与のものではなく、ある意味で人工的であり、
訓練でこそ身に付くものだと知ることが、ロジカルシンキング
の第一歩なのかもしれない。定価 1300 円（税別）。

究極の思考術
あなたの論理思考力がアップする「二項対立」の視点 15
木山泰嗣　弁護士　著

書籍案内

♦小田会計事務所　　　　　　　 
TEL　0721-81-8655

♦プレス・サリサリコーポレーション
TEL　06-6356-5237
FAX　06-6356-5238
http://www.presssarisari.com/

♦税理士法人りんく　　　　　　 
TEL　042-730-7891
FAX　042-730-7892
http://www.link-tax.com/

♦特定非営利活動法人ＩＴコーデ
ィネータ協会　　　　　　　　　  
TEL　03-5733-8380
FAX　03-5733-8388
http://www.itc.or.jp/

♦㈱日本資産総研　　　　　　　
TEL　03-5835-2527
FAX　03-5835-2536
http://www.jagi.co.jp/
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大門宇一郎氏（北海道会帯広支
部） 8月27日、67 歳
伊藤十七夫氏（北海道会札幌西
支部） 8月28日、83 歳
薄井今朝一氏（東北会仙台北支
部） 8月25日、84 歳
千田宏太郎氏（東北会大館支部）
 8月25日、85 歳
河野克之氏（東北会盛岡支部）
 9月 4日、41 歳
河田源氏（東北会塩釜支部）

 9月 5日 81 歳
長島泰氏（関東信越会浦和支部）
 8月28日、80 歳
伏木昭吉氏（関東信越会宇都宮
支部） 8月31日、82 歳
大島茂氏（関東信越会栃木支部）
 9月1日、84 歳
山田邦昭氏（関東信越会浦和支
部） 9月 4日、64 歳
武藤茂夫氏（東京会蒲田支部）
 8月29日

石井一夫氏（東京会上野支部）
 8月29日
小林郷司氏（東京会神田支部）
 9月 5日
鎌形晃氏（千葉会佐原支部）
 8月26日、82 歳
門脇憲昭氏（千葉会柏支部）
 8月27日、62 歳
浦川譲氏（千葉会市川支部）
 9月1日、71 歳

ＢＳＬＢＳＬ
青色申告３ソフトリリース
低価格での提供を実現

ＮＰＯ会計税務研究協会ＮＰＯ会計税務研究協会
人気のＮＰＯ養成講座を開催
11月21、22日ベルサール飯田橋

日本コーチ協会日本コーチ協会
コーチングの最新事情紹介
業界最大級イベント開催

銀行商品コム銀行商品コム
ＦＰ、ＭＰとの提携を発表
商品紹介サービス開始

　当欄では、読者の皆さま
の近況とグループ・企業活
動を掲載しております。ご
動静をお知らせください。
ＦＡＸでも受け付けます。
（掲載無料）宛先＝本紙編集
局「会計人情報」係
【ＦＡＸ】03（3971）6215


