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■福島哲史の主な執筆、取材記事

掲載年月 掲載雑誌、関連 タ　イ　ト　ル 詳　    　　　　細

1994.04～
1995.03

月刊FUNAI ”一芸人”たち　全１１回

   第１回「一芸は身をたすく」94.4第２回「一つのことを突きつめていくのが好き」94.5第３回「『自然』が好きなことがきっかけに」94.6第４回「一芸
   は『人の心を知る』ことから始まる」94.7第５回「人生夢をもたなきゃつまらない」94.8第６回「『地球環境』をテーマに意欲的に活動をする」94.9

  第７回「『ベンチャーキャピタル』という仕事の魅力にひかれる」94.10�第８回「雰囲気を香りのように華麗に変える素敵な人」94.11 �第９回「ゼ
  ロからイチを生み出す喜びを知る」94.12第10回「ダンス・セラピーで心をリフレッシュ」95.2第11回「欧州に学ぶ」95.3 �

1993.01～
1993.12

流通ビジネス 平成の後継者育成　全１２回

   第１回「『工業化社会』から『情報化社会』へ　『創造の精神』をバトンタッチ」93.1 �第２回第３回第４回「『経営』理論から『生き方』理論の時代
  へ�経営原点の心をバトンタッチ」93.4 第５回「『土地、人、権利』のみでなく『創業者精神』の継承へ」93.5 第６回「『待ち』から『攻め』の経営は

   �　独自ブランドとイメージのアピール」93.6 第７回「売るから買わせるへ広告販売からネットワーク拡大へ」93.7 第８回第９回「商人が商品や
  お客さんをセグメントした昭和からセグメントされる平成」93.9第10回「親の人脈に頼らず、新たな �取引先の開拓が迫られる時代へ」93.10 第

 11回「起業家マインドづくり�まずそこから始めよう」93.11 第12回「『一徹』と『一体感』が二世を育てる」93.12

1993.10～ 流通サービス新聞 人脈づくり今昔
  第１回「肩書をはずして…�こだわりで自分に味を」93.10.4 第２回「『個』になることを恐れるな �本物の充実、力を手中に」94.1.28 第３回「『経

  済』の時代じゃない�人の道どう修めるか」94.3.25 第４回「すべては意識の問題 �地球環境ネットワーク　『与え合う文化』実現へ」94.8.5 第５
回「『自芸業』見つける時代�企業システムからの脱出ベクトル一点に」

1994.00～ 流通サービス新聞 カラオケマーケティング考　全３回
  〈上〉「短い時間でより深い� コミュニケーション」〈中〉「まだストリート文化 � もっと自求感性を」〈下〉「日本人を変える可能性 � 望まれる社会的寄

与」

1994.01～
1994.06

Communication Business 福島哲司の自己革命術　全４回
 第１回「ビジネスマンはアーティストたれ！」94.1�アーティスト時代の到来に備えて一芸の価値観や考え方を身につけよう　第２回「ネットワー

  クを動かすためのマネジメント（I）」94.2  第３回「ネットワークを動かすためのマネジメント（II）」94.3  第４回「自分を生かすアウトプットの必要
性」94.6.7

1994.07～
1994.08

ダカーポ 異業種交流会の徹底研究  会社だけでは物足りない　自分の会のつくり方　後ろで聞いているだけではダメ�自分から話しかければ何か起こる　94.7.6

1993.05 日経アントロポス 横澤彪のいつも創造しく生きていきたい

1996.04.16 夕刊フジ 新入社員の心得帳（３） 部長や課長を”逆管理”しちゃえ！　最初の上司に影響されやすい�優れた部分をこっそり奪え／得意・不得意など情報を収集

1996.08～
1998.01

セールスマネージャー�インターネット時代のビジネスと仕事術（1）

   第１回「インターネット社会はバラ色か？」96.8  第２回「グローバルに夢が広がる」96.9  第３回「草の根から広げていく」96.10  第４回「ビジネ
  スの輪がどんどん広がる」96.11  第５回「思いを呼びかけると、仲間が見つかる」96.12  第６回「知らないことを知らない人に教えてもらえる」

   97.1  第７回「デジタルネットワークはビジネスをどう変えるか」97.2  第８回「デジタルネットワークは仕事をデザインする」97.3  第９回「インタ
  －ネットビジネスを制するための考え方」97.6  第10回「ホストからネットワークへの移行とは」97.7　 � 第11回「オンリーワンか編集力で生き残

    る」97.8－ハードとソフトの考え方の違い  第12回「農耕型社会から狩猟型社会へ」97.10 �－プロジェクトが仕事の中心単位となる� � �

1996.05 社会教育 �（福島県教育委員会）
生涯学習のためのコミュニケーション・テクノロ
ジー

マルチメディア時代の生涯学習

1994.07 Gainer 平成の新ビジネスマン講座 SPECIAL 情報整理、目的さえ見極めれば�情報整理は能率手帳とポスト・イットの使い分けで十分

1994.02 広報
図書探訪「効率よい情報整理の決め手は何
か」�明治学院大学助教授　川上　和久

『能率手帳で情報を１０倍いかす法』

1995.01.01 環境緑化新聞 書籍紹介 『あなたが始めるリエンジニアリング』

1994.08 日経アントロポス
ビジネスピープルのための実用書チェック
時間の管理・活用術�－セルフ・マネジメントに
成功すれば仕事の効率が格段に良くなる

『朝型人間はクリエィティブ』

1996.1 DKM MANAGEMENT REPORT Monthly Access　経営 インターネットビジネスの仕掛け方

1996.1 NOMAﾌﾟﾚｽｻ-ﾋﾞｽ
インターネットはビジネスと生活にどれだけ活
かせるか

鍵は「オンリーワン」の発想

1996.1 SPA! 「異業種交流のいま」 �変貌する交流会はどこに“行く”のか？　波頭亮氏との対談

1996.12 セールスマネージャー�（ダイヤモンド社） インターネット時代のビジネスと仕事術（2）
  第13回第14回「今、インターネットをビジネスに活かすには（2）」97.12�-広告・宣伝と販促に絞り込んで利用せよ  第15回「今、インターネット

をビジネスに活かすには（3）」98.1 �－インターネットビジネス参入へのきっかけを学ぶこと �

1996.11 企業実務
マンネリ感を打破する中間管理職教育�他社で
はどうしている？

1996.10.18 夕刊フジ この人のパソコンライフ 「通信」の機能は勉強した方がいい

1996.1 社会教育 �（福島県教育委員会） 論説 「メディアと生涯学習」�－いかに情報を創造社会に結びつけるか－

1997.01 SCORPION 独立して成功する人間の「シナリオ作り」

1996.12 B-ing 本当に使える異業種交流会完全ガイド 他力本願では得るものは何もない。積極的に運営に参加することで、人脈や情報を手に入れる。

1997.02 仕事の教室 勉強会、交流会、民間主催セミナー情報 主催者に聞く、「今どきの勉強会・交流会」実態調査�参加するだけの時代は終わった。人脈づくりよりもキーマンに学べ。

1997.02 MEN'S CLUB�婦人画報社 ボクが会社を辞めた理由 実績は形にしてナンボ！

1994.02 セールスマネージャー�（ダイヤモンド社） 特集/マネジャーの自己啓発はここが決め手 時代に対応した実力の磨き方
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1997.02 月刊「遠州」 無茶有茶 型と志をもつこと

1997.03 日経アドレ�(日経ホーム出版社) これだけは押さえたい就職活動マナー 手紙は人の心を動かすもの,事務的文書はマナー違反だ

1997.03 BIG TOMORROW�（株）青春出版社 人生プラン設計術 100中97人が失敗する独立の世界。その原因がコレだ

1997.03 光の泉 Essay Break4�デジタルネットワークからうまく落ちこぼれること

1997.03 ダカーポ トモダチ欲しい症候群 トモダチに依存する、中高年サラリーマンたち

1997.03～
1997.05

東武カルチャースクール ライフスタイル 21世紀型ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ「独立・起業のA to Z」

1997.04 Gainer(光文社) ビジネス携帯ツールの選択術 アナログではできないことをデジタルにまかせればいい

1997.04
あの人の「手帳」が見たい！戸田覚著/
ダイヤモンド社

「手帳のプロ」の手帳が見たい！ 『ポストイットプラス手帳』術のおいしいところ

1997.05 月刊進路ジャ-ナル/実務教育出版 近道まわり道 莫妄想と一芸

1997.06 ダカーポ 特集　新しい自分発見　人生をリセットする ビジネスマンや主婦たちの悩みと願望

1997.05 季刊 ジェイテックス ボイス 特集「起業家精神」を考える その１　 企業発展のキーワード「起業家精神」

1997.06.01 サンデー毎日（毎日新聞社）
会社から飛び出せ！！異業種との交歓が
「男」を磨く　今すぐ入れる「勉強会」一覧付

「自分をみつめることから始めろ」

1997.06.18 ダカーポ 特集　イケてる会話、イケてない会話 会話の盲点、人は“言葉”より“声”を信じる

1997.06.21 週間現代
これが人生を２倍楽しむためのノウハウだ
［特別研究］「ワンランク上の休日」の過し方

1997.06.24 type（ダイヤモンド社） 朝を制する者,ビジネスを制す 朝型をもっとパワーアップさせる時間術

1997.07.15 パソコン・マネー術(東洋経済新報社) 眠れるパソコンをたたき起こせ! パソコン通信のコスト削減

1997.08 Gainer(光文社) [情報源]はどこにあるの?22人の実例 モチベーションを高めるために朝は新聞よりもよいビデオを見る

1997.08.09 日本経済新聞 新・人脈づくり大作戦 異業種交流会／お見合いパーティー　会社離れた友達を求め �

1997.11
ﾋｯﾄを生み出す情報整理術ｽｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞ
'98

情報「整理」&「活用」完全マニュアル 手帳管理/福島哲史「PF式手帳管理術」

1997.10.01 ダカーポ 誰でも売れる本が書ける 書く前に知っておきたいビジネス書のテーマの傾向

1997.10-11 社長ジャーナル
街角ウｵッチング街で見つけた、今一番ホット
な脳力開発スポットベスト５！！

人生の達人は週末も充実　週末の達人を説く福島哲史さん

1998.01 BIG TOMORROW
「熱き男たちの゛完全燃焼 ″な生き方・闘い
方」

3千万の借金をハネ返し年商6億の社長に/サラリーマンを辞めプロレスラーに… �/目一杯゛いま″を生きる男たちを追う

1993.06 月刊「黙」 ライフトレンド'93(3) 「自分づくり」を目指し「衆縁」の時代が始まった

1996.02 光の泉 Essay Break4 自分のライフワークづくりを

1990.12 「ＮＯＶＡ」 特集　時間を考える 時間をデザインする時代

流通サービス新聞 芸は身をたすく 「ビジネスアーティスト �　感性を仕事に生かす」

1998.03 光の泉 ESSAY   BREAK 「群れ」の志向から脱却し“個”の志向で動け

1998.01.23 シティリビング 今週のお答え 歌が上手になりたい私、どんな練習をすればいいの？

1997.04~ Green MANAGEMENT(日本医療企画) デジタルライフ遊泳術

 第１回「パソコンとネットワークを使いこなす」97.4　NO.61� －デジタルライフを楽しむための必須道具  第２回第３回「インターネットで情報を
  得る」97.6NO.63－いつでも必要なものをピックアップ   第４回「アウトドア派もインターネットが好き！」97.7NO.64－準備には時間を使わない

  第５回「就職・転職から資格取得まで」97.8NO.65－情報の入手も簡単に  第６回「あらゆる手間を省く」97.9NO.66－人との距離さえも短くする
  第７回「趣味の世界がもっと広がる」97.10NO.67 �－通信販売も思いのまま   第８回 �第９回「”芸術の秋”をパソコンで」97.12NO.69－遊び心を

  満喫する   第10回「やり方ひとつで“作品”に」98.1NO.70－世界にただひとつのオリジナルが  第11回「時空を越えて遊ぼう」98.2　NO.71 �－
  自宅にいながら海外旅行も   第12回「自分で気の向くままに」98.3 NO.72 �ー気になる料金も使い方次第   第13回「プリクラだって簡単」

  98.4NO.73�－孫の写真入りカレンダーを祖父母に�  第14回「趣味の世界も広がる」98.5NO.74�－実益を兼ねて楽しむことも   第15回「イン
 ターネットで買い物」98.6 NO.75�ーお金のトラブルには要注意   第16回「コミュニケーションも思いのまま」98.7 NO.76－仮想都市の住民にも

  なれる   第17回「デジタルライフをバランス良く楽しむ」98.8 NO.77－自宅にいながら自由自在   第18回「デジカメは身近なデジタルツール」
98.9 NO.78－データの保存には要注意

1998.02.10 Wave スキルアップ特別講座 まずは「書く力」を鍛えるべきだ！

1993.12 Communication Business ＣＢパーソンの自己革命術 摩訶不思議な商品はネットワーク時代の到来を早める

1993.03 ダカーポ 「社外勉強会」熱が盛り上がっている 勉強会に参加するエチケットと自分の会のつくり方　93.3.17

1993.07 ダカーポ 仕事以外の仲間作りの「交流会」93.07.06

1993.10.04 日刊工業新聞 新刊 『仕事術の基本がわかる本』�－仕事を動かすサクセスプラン
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BOOK REVIEW 「これからはじめる人の『ライフワークの見つけ方』」 �

今月のCulture・Shop　 -Books- 『仕事術の基本がわかる本』�－仕事を動かすサクセスプラン

1996 Gainer(光文社) ビジネスマン講座SPECIAL 話よりも紙。だから書く力が大切�「ビジネスは『書く力』で決まる」

Gainer(光文社) ビジネスマン講座SPECIAL 能率手帳の欠点を補った画期的な手帳術�『能率手帳で情報を10倍いかす法』

6.19 日本経済新聞 ビジネス選書 「ニフティサーブ仕事術」�データベースからインターネットまでの実践活用テクニック

6.19 頭で儲ける時代 ブック案内 「マルチメディア活用法ハンドブック」�

1993.07.24 ＳＵＣＣＥＳＳ

1995.12 ＴＨＥ　２１ 情報整理のすべて

1997 type（ダイヤモンド社） 利益を生む戦術的アイデア力 私のアイデア論－３�刺激的な人と付き合え

★INSIDE REPORT ★社会人ネットワーク「社
外勉強会」

自分を、そして会社を、もう一度見つめ直す時代�

1994.07 『能率手帳』に貼った付箋メモが創造的な仕事を生み出す

TOKYO TAIMES FAX NEWS 自分づくりの勉強会リスト100

1992～1993 日経アントロポス
年末年始男の交際術　ネットワークを強めて不
況を乗り越える

対外人脈は”保険”のようなもの　こんな時期こそチャンスがある

朝こそ自己開発のゴールデンアワー 早起きの実践で想像力が高まる

ビジネスマンの危機管理教えます　牛場靖彦 管理職駆け込み寺相談控

仕事を楽しむハウツー 究�面白くなければ仕事じゃない。目標を定めてチャレンジせよ！

会員起業家紹介第１弾 会社の商品は、社長の”思想”だ

ｉｎｆｏ　Ｓｈｏｃｋ
巻頭特集/仕事ができるやつの時代がやって
きた �「実力主義」で行こう！

実力主義時代を生き抜く５つのヒント

type カラダで表現する「説得スキル」 欧米人が気にする声質にも配慮を

1998.12.27 週刊宝石 30代サラリーマンの早朝活用術 不況・リストラに克つ！�資格取得/モーニング残業/勉強会...

1999.01.30 朝日新聞 ウィークエンド経済/早起き 不況に負けないサラリーマンの新時間割

1999.03 Gainer 骨までしゃぶれるビジネス・バイブル プライベートに役立つものから、仕事の現場で恥をかかないための情報まで、手際よく収集するためのヒントを紹介。

1999.07 THE21-7月特別増刊号 ライバルの一歩先を歩く智恵 ビジネス能力の基本「書く力」をつける技術

1999.7.6 自己表現99/7 特集 人に心を伝える文章の書き方 専門家が添削指導 こうすれば分かりやすくなる!�

1999.7.6 学校で教えない大事なこと/佐竹大心著 勉強の仕方

1999.7.22 日刊ゲンダイ 99年版不況の歩き方 朝ファックスで人脈づくり

1999.8.2 ＬＤノート LEADER NO.817 論説 コア社員の選抜と育成・評価１ 中堅（中心）社員の資格用件と人材教育

1999.8.23 ONE hour 特集「声」今日から実践!いい声づくり。 フシギ　その３　歌うと元気になるのはなぜ？

1999.9.1 ＬＤノート　LEADER NO.819 論説 コア社員の選抜と育成・評価３�中堅（中心）社員の資格用件と人材教育

1999.9.20

1999.9.15 ＬＤノート　LEADER NO.820 論説 コア社員の選抜と育成・評価４ 中堅（中心）社員の資格用件と人材教育

1999.8.15 ＬＤノート LEADER NO.818 論説 コア社員の選抜と育成・評価２ 中堅（中心）社員の資格用件と人材教育

2000.1.25 ファッション販売　2000.02号 すぐできる「感性」アップトレーニング 生まれつきとあきらめていませんか？感性の「磨き方」教えます

2000.4.6

2000.4.14 Gainer/2000.05号
平成のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝ講座SPECIAL君を成功に導く
「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾜｰ」3つの源�「人脈」「思考力」「機動
力」を鍛錬せよ!

PART2書いて鍛えるビジネス実践［思考力］ビジネスの発想力を磨くには「書き上手」を目指すのが早道だ

2000.4.18 SPA!    2000.2.23号 NEWS CONVENIENCE 家電製品のネット販売が起こした波紋の意味を探る

2000.6.27 望星 特集/豊かな「朝」を取り戻そう！ クリエイティブに生きたいあなたへ/朝の習慣革命のすすめ

2000.7.31 ダカーポ IT時代の感性の磨き方 感性は失われつつあるのか?感性の質が変化しているのか?

2006.01 PHPスペシャル 大事なことは直感で決めよう！

季刊Think! 夢をかなえるプロフェッショナル手帳術 このテクニックを盗め！
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2006.02 月刊アサヒ芸能エンタメ 金持ち手帳×貧乏手帳　06年版

2006.7
日経ビジネスアソシエイト[文章術＆書類
術]ムック

メモ術の極意

2006.9 OLmanual 仕事の「スピード」が３倍アップする１０の法則

2006.9.22 日経産業新聞 企業人の情報整理術（下）「手帳・ノート　＋αで効率アップ」

2007.12 アリコジャパン ワンランク上の自分になる講座 脱・時間に追われる生活「これだけは知っておきたい時間管理術」

2008.4 マリソル ヒューマン・ルポ　できる女の　本気の整理術

2008.3 日経ＢＰ社�REAL SIMPLE 「3分で無理なく暮らしを豊かに」 オフィス関連の整理の仕方

2008.3 日経ＷＯＭＡＮ　5月号別冊 「ビジネスフレーズ大公開」

2008.1 日経ＷＯＭＡＮ　1月号 「ビジネスフレーズ大公開」

2007 ＬＴ現代文　基本�浜島書店　学習図書 「情報は幸福を持ってきてくれるもの」 「学校では教えてくれない大事なこと」

2008.2 ＤＵＯ�ツヴァイ発行 好奇心を育て、会話術を磨こう！ 情報をキャッチする“好奇心”を磨く術！

2007.4
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話ｸﾘﾀﾞｽ　ｺｰｽｶﾞｲﾄ�ﾃｷｽﾄﾌﾞｯ
ｸｺﾗﾑ

発想力とヴォイス・コミュニケーション 「あなたは道案内ができますか」

2007.2
ベネッセコーポレーション�進研ゼミ　中
学講座

専門家に聞く！「ちょいメモ」の得点UPの理由 テストに出るとこノート　中2　チャレンジ組

2008.4
ベネッセコーポレーション�進研ゼミ　中
学講座

専門家に聞く！「ちょいメモ」の得点UPの理由 GW明け激励、継続DM
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