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先日参加した「企業を成長に導く女性活躍推進
セミナー」で登壇した埼玉縣信用金庫初の女性
支店長、山口さん。銀行といえば普通の会社とは
比べものにならない男性社会。山口さんも誰より
も成績を上げても出世していくのは同期の男性
ばかり。結局山口さんは10年も同じポジションの
ままだったそうです。そんな環境でも支店長にな
った彼女がしたことは、「コツコツとやること」。そ
のコツコツは必ず誰かが見ているんだそうです。
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ずっとやってみたいと思っていたボルダリング、先
日やっと行くことができました。子供の頃はわりと
ワイルドな環境で育ったのでそれなりに自信があ
ったのですが、４回ほど挑戦した時点でHPと握
力がゼロになりました…次の一手がわからず残念
な格好で壁にへばりついている間に無駄に体力
を消耗してしまったようです。体力と筋力ももちろ
ん必要ですが、登りながらもちゃんとコースを確
認できる冷静さが必要みたいです。

"未婚アラサー女性、阿鼻叫喚！"…と話題の『東京タ
ラレバ娘』(東村アキコ) 、読んでしまいました。評判に
違わずもはやホラーと言われるのも納得の読後感
ですが、後悔はしていません。むしろ元気が出る気が
しなくもない。（※保証はしません）しかしこのテー
マでこうも笑えるのは作者の力だなあと思います。
同い年の友人に勧めたら「わざわざ痛い思いしたく
ないから読まない」と一蹴されました。賛否両論あり
そうです。今後読む方予定の方は心の準備を。

スマホとパケットし放題の登場で、圧倒的に電
話をする時間が減りましたね。最近、海外に住
んでいる友人から“LINE電話”が掛かってき
て、だらだらと話すのがやたらに“懐かし”く感じ
られました。中学生の時に“イエデン”に掛けた
とか、ケータイが出てスグの時代は４～５コール
で出ないと“なんか不安になる”とかいろいろ思
い出しましたが、結論から言えば “電話”は完全
に思い出の道具になっているなと思いました。

週末、中学からの幼なじみと熱海に１泊旅行に行
きました。夕方向こうに着き、ひとっ風呂浴びて、
新鮮な魚料理とお酒をたらふく飲み食い、ダラダ
ラとしゃべりながら眠りにつき、朝にもうひとっ風
呂、昼はインベーダーゲームが置いてあるような
喫茶店でまったりして、午後2時には東京着。すご
く弾丸のように見えて、めちゃめちゃ癒された、理
想的な休日でした。幼なじみの大切さって、大人
になってからわかるなぁとしみじみしました。

東村アキコさんの「かくかくしかじか」が2015年度
マンガ大賞を受賞しましたね。私も会社の人に勧め
られて以来愛読していたのですが、受賞のニュー
スを見て先ほどの人が一言、「最近竹内君は東村さ
んと一緒でプライベートを切り売りしてるね。」と。
たしかに最近かわら版やパネルで登場する機会が
多いような…(東村先生およびファンの皆さま、あん
なに笑いと泣きがたくさんつまった素敵な作品を、
プライベートを切り売りなんて言ってすみません。)

将棋の棋士と、コンピュータプログラムが戦う
「電王戦」に夢中です。これまで2勝8敗1分と人
間が大きく負け越していましたが、今年は2戦2
勝のスタート！ 映画や音楽など、人間しか理解
できないと言われていた分野でもプログラムの
侵略が進む中、「計算能力」という最も機械が得
意とする分野で真っ向から勝負を挑む将棋棋士
達。はたして今年こそ人間は勝ち越せるのか、ド
キドキしながら見守っています。

7月から営業部から編集部に異動することになりまし
た。この会社に入ってからずっと営業だったので、大き
な転換点になりそうです。営業的にベタな企画でやっ
ていこうと思っていますが、書店員さんのご意見をう
かがいながら、作っていきたいと思いますので、とき
どき相談させてください。書店員さんの異動などで、
たくさんの方々を見送っていきましたが、自分の事と
なると、また、複雑な気分ですね。

函館蔦屋書店に行ってきました。休日ということも
あり様々なイベントが催され、広い店内が多くのお
客で賑わっていました。代官山店のコンセプトが地
方で通用するのか、と思っていましたが、まったく
違和感がありません。かえって、都会のお洒落感が
集客力となって新しいコミュニティーをつくってい
るようにみえます。書店の持つ集客力や多様性を
活用すれば、地方の活性化、そして新たな収益を生
むことができると感じました。

今度の7月から、担当エリアが変わり引き継ぎを
受けたり、引き継ぎしたりと何かと慌ただしくして
います。今度の7月で転職して、2年が経ちます。
もうそんなに経つのかあと、感慨にふけっていま
す。光陰矢の....って湿っぽくなってしまいました。
すみません。この2年間、楽しく充実した日々を送
れたのは皆さんのおかげです。今までありがとう
ございました！そして、これからもよろしくお願いし
ます。
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アメリカのビジネス書トレンド2 3 CMPビジネスラボ スタッフのつぶやき…4営業部からのお知らせ

広告やパブ、ランキング等の情報は乾いた情報になりやすいので注意
 → できるだけ何かのついでの情報として差し込んでいくと
　  自慢っぽく見えなくなる。

～本にファンをつける～

Hilight!

第２回、 講座レポート

発売前の製作段階を見せる 
→ これができるのは出版社の特権。貴重で面白い情報

できあがった本の中身の感想や写真を載せる 
→ こういう本です??と説明するより、生の声の方が共感を呼べる。

  読者対象となる若い世代は
  twitterを見ている人が多く、相性がいい。

一流の人はなぜそこまで、
習慣にこだわるのか？

「速さ」と「質」を両立させる
デッドライン資料作成術

  今弊社イチの売れ筋で、5万部突破に
  向けて拡販の強化をしている銘柄

何故
この本？

何故
この本？

  多くの書店さんで展開しているので、
  一度は目にしたことがあるというお客様も多い。
  習慣をテーマにしている本なので、
  一部を紹介した際に共感しやすい内容でつぶやける。

  6月新刊の中で最も受注数が多く、
  書店員さんからの期待値も高かったため。

  拡材では紹介しきれない図版などの情報が載せられる。
  （テーマが資料作成なので本文中に図版が多い）

講義内容

このアカウントでやっています

＠cm_publishing @cm_language
クロスメディアランゲージも
よろしくお願いします!

講師はおなじみのこの方

とんそく子さん（浅見綾子さん）
同じインプレス発売の韓国語の
出版社HANAさんの営業の方

HANAさんtwitterアカウント
＠hanapress

さっそく実践!!この2冊を指定銘柄として実践してみました！！
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花金に贈る言葉電車広告掲載します！ 見本届きました 入稿完了！！



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

5月のTOP10

5位は「Team of Teams: New Rules of Engagement for 

a Complex World」。元アフガニスタン米軍司令官スタンリー・

マクリスタルが書いた、リーダーシップの説明書です。イラクのア

ルカイダは、分散化されたネットワークとして動いていた。物資も

人員も豊富だった多国籍軍は苦戦を強いられる。はたして、日々

変化する状況に、迅速に適応できる組織はいかにして作ればい

いのか？ 世界的なテロリスト集団から、その敏捷性を学びながら、

テクノロジーを加えることで、最終的にその敵自身を打ち負かし

ました。そんな米軍を率いた彼の経験は、すべてのビジネスリー

ダーの一助となるはずです。

6位には「Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for 

a Fantastic Future」がランクイン。「シリコンバレーの歴史家」

とも呼ばれているアシュリー・バンスが、21世紀最高の発明家と

名高いイーロン・マスクの人生を描く“伝記”です。オ ンライン決

済システムから宇宙ビジネスまでこなす彼の人物像が、綿密なイ

ンタビューによって浮かび上がってきます。

今回は日本でまだ刊行されてない本が多くランクインしました。

次回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。

それでは、来月のランキングをお楽しみに！
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（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

DotCom Secrets:The Underground Playbook
for Growing Your Company Online

ドットコムの秘密：オンラインで会社を成長させる脚本
著：ラッセル・ブランソン

The 21 Irrefutable Laws of Leadership:
Follow Them and People Will Follow You

(邦題)これからのリーダーが「志すべきこと」を教えよう(三笠書房)
著：ジョン・C・マクスウェル 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(Pmbok Guide) - 5th Edition / Edition 5

（邦題）プロジェクトマネジメント　知識体系ガイド　PMBOKガイド 第5版
著：プロジェクトマネジメント協会

A Work in Progress （仮題）制作過程の作品
著：コナー・フランタ

StrengthsFinder 2.0 （仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラス

（仮題）チームオブチーム：複雑な世界に適応するための新しい法則
著：スタンリー・マクリスタル

Team of Teams: 
New Rules of Engagement for a Complex World

イーロン・マスク：テスラ、スペースＸ、輝かしい未来の探求
著：アシュリー·バンスElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future

（仮題）利益以上の人材：システムを壊し、目的に生き、更なる成功へ
著：ブレイク・ミコスキ

People Over Profit: Break the System, 
Live with Purpose, Be More Successful

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？
著：パトリックM.レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

How to Win Friends and Influence People

このコーナーでは某商社NY本店に勤務するビジネス書大好き

人間が、日々通う書店のビジネス書コーナーで感じたことをお話

していきます。

６月です。この時期のニューヨークは、暑すぎず、新緑が美しい季

節です。日本のように梅雨がないのも嬉しいところ。今度の休日

は、セントラルパークあたりをサイクリングしてきます。

それではさっそく今月のランキングを見て行きましょう。今月のラ

ンキングは、新旧入り混じる顔ぶれとなりました。今月初登場した

ものをピックアッ プしていきます。

今月1位に輝いたのは「DotCom Secrets: The Under-

ground Playbook for Growing Your Company 

Online」。著者のラッセル・ブランソンは、大学時代にオンライン

ビジネスを始め、卒業後１年で100万ドルの売上を達成。その後、

10年以上世界を回りながら、オンラインビジネスの指導をしてい

ます。そんな成功者であるラッセル・ブランソンが、1000人のビ

ジネスマンと働いた経験から得た成功の極意を伝授。マーケティ

ングファネルと販売スクリプトによって、オンラインビジネスは飛

躍的に成長します。
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梶井 厚志  、松井 彰彦  
日本評論社／(2000/02)

CROSSMEDIA BUSINESS LAB.Vol.2

ミクロ経済学 
戦略的アプローチ 齊藤 誠

有斐閣／(2010 /04)

マクロ経済学 

トマ・ピケティ
みすず書房／(2014 /12)

21世紀の資本

一橋大学経済学部
有斐閣／(2013 /02)

教養としての経済学
神取 道宏
日本評論社／(2014 /09)

ミクロ経済学の力 ティモシー・テイラー 、
池上 彰  (監訳)
かんき出版／(2013 /02)

経済学入門 ミクロ編

ティモシー・テイラー 、
池上 彰  (監訳)
かんき出版／(2013 /02)

経済学入門 マクロ編

日経ビジネス
日経BP社／(2014 /11)

日本経済入門
ヨルゲン・ランダース
日経BP社／(2013 /01)

2052 今後40年のグローバル予測
英『エコノミスト』編集部
文藝春秋／(2012 /08)

2050年の世界
-英『エコノミスト』誌は
予測する

齊藤 誠
勁草書房／(2014 /08)

父が息子に語る
マクロ経済学

宇沢 弘文
東洋経済新報社／(2013/10)

経済学は人びとを幸福にできるか

佐藤 主光
放送大学教育振興会／(2010 /03)

財政学
池尾 和人
ダイヤモンド社／(2004 /07)

入門 金融論
岡崎 哲二
新世社／(2005 /11)

コア・テキスト経済史
カール・マルクス
大月書店／(2000 )

資本論 (1)

経済書編
今回は経済書について、調べてみました。まず、経済
書はどのようなお客様から求められているのかを考察
してみました。
① 経済学部の大学生
② ビジネスマンがスキルとして学ぶ経済学
③ 引退した高齢者の方々が教養としての関心からの
経済学

おそらく、経済学書を求めるお客様は、この3パター
ンに分かれるのではないでしょうか。そうなると、こ
れらのお客様の多様さに応えられるバランスの良い品
揃えが必要になります。①については、古典派経済学
と新古典派経済学をしっかりと揃え、②③については、
経済学の奥行きと間口の広さを実感できるような書籍
を集めると良いのではないでしょうか。

このジャンルは、著者で売上げが左右されやすく、学生からの評判や学者としてのネームバリューを気にして、選書すると確実に
売れが出るのではないでしょうか。

① 経済学部の大学生

③ 引退した高齢者の方々が教養としての関心からの経済学

② ビジネスマンがスキルとして学ぶ経済学

授業でよく使われる専門書は、揃えておく。

読みやすく、理解した気にさせてくれる本
という位置づけのものが人気のようだ。

ちょっと前に話題になったピケティのよう
な旬のネタや入門書が中心となり、著者だ
と「副島隆彦」「長谷川慶太郎」「三橋貴明」
「佐藤優」などが人気で、固定ファンがいる
ようです。


