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今月からスタッフ間で
ローテーション
することになりました！
今月のお休み

小早川幸一郎

Koichiro Kobayakawa

高級店といえども、無愛想な板さんのお寿司屋で
は美味しく食べることができません。それに比
べ、美登利寿司は、味、値頃感、サービスが最
高。全店舗で同じネタを使っているらしいのです
が、世田谷の本店が一番美味しく感じます。これ
は、板さんのサービスが素晴らしいからだと思い
ます。同じように、どこの書店でも同じ本が売ら
れていますが、書店員さんのサービスひとつで、

中山直基

Naoki Nakayama

安賀裕子
Yuko Yasuga

吉田倫哉

Tomoya Yoshida

今月、出版された新刊『ドラッカーから学ぶ多
角化戦略』。この本は、どこの企業も抱えてい
る課題に対してヒントを与えてくれる本だと思

根本輝久

Teruhisa Nemoto

ますから、一つの主力事業に頼りがちな小さな
企業ほど、多角化、つまり新規事業をつくろう
と躍起になっているはず、当社と同じように。
実は、9月にも多角化戦略の本が出ます。原稿を

います。サービス、重要です。

読んで勉強します。

先月は、大沢さんと二人で豊橋、静岡と引き継ぎで
書店の本部様を回ってきました。豊橋では、ご当地
カレーうどんを、静岡では、桜えびと生しらすを食
してまいりました。出張はいろいろと新しい発見が
あるので、いいですね。豊橋カレーうどんは、知ら
なかったのですが、カレーうどんの下にトロロごは
んという2段構えでとても美味でした。それから、
大沢さんと二人で歩くとなぜか、手と手が触れ合う
という現象が発見されました。これは、「大沢気持
ち悪い問題」なので、至急改善を要求しています。

この7月に入社した古川と申します。これまで

初めまして！ぶつぶつ初登場の安賀と申します。
よろしくお願いします。約1年前から登山を始め
たのですが、7月末に日本一の山・富士山に登っ
てきました。軽い高山病になりながらも、メンバ
ーの励ましもあり、なんとか登頂！ 残念ながら
お鉢巡りはできませんでしたが、「とりあえず、
歩き続けてれば着く」というのが、今回得た教訓
（？）です。私の場合は、頭痛薬がよく効いたの
で、行かれる方は是非常備してください。

数ヶ月に一度、「なにかカラダにいいものを食
べよう」ブームがやってくる私なのですが、ち
ょうど今、その波が到来中です。晩ご飯には、
お豆腐と納豆を。ご飯のときに飲むのは最近炭
酸水に変えました。食後にはバナナ＋ヨーグル
ト＋牛乳＋蜂蜜のドリンクを。確かにおなかや
お肌の調子はいいようです。ただ、いろいろや
りすぎて、どれが効いているのかが不明です。
次のブームでは、個別にためしてどれがいいの
か検証したいと思います。

8月新刊の『21世紀のビジネスにデザイン思考が

7月は初の1人出張に行ってきました。羽を伸ば

必要な理由』を担当しました。出版前だったので

していろいろと...と考えていたのですが、日に日

すが著者の講演会を開いたところ、ビジネスマン

に増す暑さのせいで、一日営業を終えるとぐった

もデザイナー、エンジニアのどなたにとっても注

りしてしまい、ホテルへ直行して休んでいまし

目度の高いテーマだったらしくすぐに満員になり

た。せっかく関西に行っているのに毎晩夕食はコ

ました。「意識高い系」には必ずや受けることま

ンビニ飯と寂しいないようになってしまったの

ちがいありません。とはいえ、「知ってるようで

で、暑さが少しマシになる9月あたりから関西開

知らない」というような結構ベタな内容なので、

拓しようと思います。これから夏本番で非常に暑

どなたでも読める内容です。

い日が続くと思いますので、みなさま、くれぐれ

は、編集プロダクションや中小ビジネス書出版社
（および、そこが合併した総合出版社）で、主に

古川浩司
Koji Furukawa

ビジネス書や実用書、サイエンス・テクノロジー
関連の読みものなどを手がけてきました。歳だけ

Takushi Osawa

最近は、もの凄く熱いですね。甲子園の出場校も出
揃いました。ガリガリ君と甲子園は私の夏の2大楽
しみです。今年はどこが優勝するのでしょうか。さ
て、そんな夏に最近ハマっているのが、炭酸水で
す。のど越しがビールに似ていることに気づいてか
ら、たまに飲むとすごいうまく感じるのです。実際
のビールはあまり飲めないのですが・・・。炎天下
の出先で飲むと、なんか生き返る気がします。気分
も爽快になりオススメです。是非皆さん炭酸水を
「ビールと似てる」と思って飲んでみてください。

2 アメリカのビジネス書トレンド
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いま、プログラマーが熱い！
7 月新刊『最速の仕事術はプログラマーが知っている』の初速が最速！ 発売即重版！
最速の売上を誇る書店さんでは、

初回 30~50 冊の展開で発売 3 日で10 冊以上の売上 !
なぜ、売れているの？

は無駄に食っていて、もうどこに出しても恥ずか
しくないアラフォーですが、原点に帰って、店頭
でしっかり売れていくよい本をつくっていきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いします！

富浦奈津

新刊『最速の仕事術はプログラマーが知ってい
る』を担当しました。自分で企画を持ち込んだ
くせにいうのもなんですが、本当にタイトルを
体現している著者で驚き！ 総打ち合わせ時間
は40分未満でしたし、本書の「客からの電話
には出ない」という仕事術どおり、本当に電話
がつながりません。「コンセプトが伝わってい
るかな…」と不安に思っていた矢先、予想をは
るかに超えた面白い原稿が届きました。プログ
ラマーってすごい！

理由
その 1

世の中のプログラミングに対する
注目度が高まっている！

竹内悠一郎

Yuichiro Takeuchi

理由
その3

アメトーーク！みたいなカバーが
とにかく目立つ！

しかけ販売が
オススメ!!

長谷川諒

Ryo Hasegawa

理由
その2

スティーブ・ジョブズが
残した言葉

リクルートの調査によると、
「アメリカ人は全員コンピュータの
「今後、子供に習わせたい事
プログラミングを学ぶべきだと思うね。
ランキング」でダンス、
なぜなら、コンピュータ言語を学ぶことに
そろばんを抑え、プログラミングが
よって考え方を学ぶことができるからだ」
堂々の第 7 位に！
この言葉を裏づける例は、枚挙にいとまがない！
「今後、習わせたい習い事」
ランキング 小学生高学年対象
ビル・ゲイツ、ラリー・ペイジ、ジェフ・ベゾス、
（複数回答）
ホリエモン etc

Natsu Tomiura

もお身体にお気をつけくださいませ。

大沢卓士
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います。一つの事業だけではリスクが高くなり

お客さんは同じ本でも読書の感想が良くなると思
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Hilight!

理由
その4

日々の業務を効率化する
ワザ満載 !

本書のテーマは「
『プログラマー』に最速の仕事術を学ぶ」
なので、一般的なビジネスマンに幅広く売れてます。

辞書登録でメールを 5 秒で送信
タイピングを見直して生産性 3 割アップ
Word で長文を書くな
プレゼン資料は直前に書け
客からの電話には出ない
今日と明日に急な予定は入れない

８月後半に、日経新聞で広告を予定してます！ぜひ、大きな展開を
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アメリカのビジネス書トレンド
7 月の TOP10
順位

タイトル

How to Win Friends and Influence People

著：デール・カーネギー

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

The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）7つの習慣（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

Outliers: The Story of Success

（邦題）天才！成功する人々の法則（講談社）
著：マルコム・グラッドウェル

Start with Why:
How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

（邦題）
ＷＨＹから始めよ！―インスパイア型リーダーはここが違う
（日本経済新聞出版社）
著：サイモン・シネック

著：ダレン・ハーディー

MONEY Master the Game:
7 Simple Steps to Financial Freedom

(仮題)マネー・マスターゲーム-金融の自由へ簡単な7つのステップ
著：
トニー·ロビンズ

The Intelligent Investor

(邦題)新賢明なる投資家(パンローリング)
著：ベンジャミン·グレアム、ジェイソン·ツバイク

The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

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

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

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

a Fantastic Future」
がランクイン。TEDで話題となった、Why

していきます。

からはじまるゴールデン・サークルのサイモン・シネックが書いた

8月です。今月末からグランドスラムの一つ、全米オープンテニス

インスパイア型リーダーになるための方法。イノベーションを起

が開かれます。
日本人では錦織圭選手が昨年、世界トップ10入り

こし、新しい時代を切り開くためにはWhyを考えることが重要だ

した大きなきっかけにもなった大会ですね。今年もこの大会で活

と説いていきます。Whyについて知ることを組織全体に浸透さ

躍することを楽しみにしています。
グランドスラムの中ではこの

せることで、
組織から新しいモノを生むことができるのです。

大会が最後ですので、
私も見に行きたいと思っています。

10位は
「The Power of Habit: Why We Do What We Do

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

in Life and Business」。著者はチャールズ・デュヒッグという

ンキングは、すべて既刊がランクインしたようですね。
そのうちの

人物で、ニューヨークタイムズの記者を務めています。私たちが

ほとんどが日本でも翻訳されて出版されています。今回は日本の

常日頃、考え、決定していると思っているかもしれません。
しかし、

書店でも見かけるものをご紹介したいと思います。

実はそのほとんどが日頃の習慣で決定しているのです。習慣を

今月、久しぶりに2位にランクインしたのは「A Whole New

変えることによって、個人だけでなく、組織すらも変えられ、マー

Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future」。
アメリ

ケティングに大きな効果を出せるのだと解説してくれています。

カ副大統領の首席スピーチライターを務めたダニエル・ピンク

今回は以前ランクインしていた本が目立っていました。次回はど

が、
ビジネスマンには右脳の能力が重要なのだと示しています。

んな本がランキングに入るのでしょうか。

ハイ・コンセプト/ハイ・タッチといった右脳の能力を上げるための
それでは、来月のランキングをお楽しみに！
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「本を探しに来て買う」という
経営書を買う人はやはり経営者が中心となってきます。 また、購買パターンとして、
彼らは基本や古典といったものを大切にする方が多く、 パターンが多いジャンルなので棚差しの定番書の品揃えが
重要になってきます。
定番書を好む傾向にあります。
0

（仮題）複合された効果：収入と人生と成功の日々をよみがえらせる方法

name

竹内悠一郎

定番書が大事 !!

（邦題）人を動かす(創元社)

（邦題）ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代（三笠書房）
著：ダニエル・H・ピンク

6つの感性を身につけることでビジネスマンは成長していきます。

経営書編

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

A Whole New Mind: Why Right-Brainers
Will Rule the Future (3/7/2006)

The Compound Effect: Jumpstart Your Income,
Your Life, Your Success
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定番書には翻訳本が多い
経営書のメインテーマとなる経営学・企業経営は、これまで

特に日本の経営学の発展は、アメリカの経営学や経営思想に

世界経済を引っ張ってきたアメリカにおいて先んじて発展して

強く影響を受けてきたので、まずはアメリカの定番書・古典

きました。そのため、定番書・古典として長く読まれてきた

から読むという方が非常に多いです。最後に翻訳書の定番書・

ものは翻訳本が多いです。

古典をご紹介したいと思います。

経営書の定番書・古典

マネジメント [ エッセンシャル版 ]
基本と原則

ピーター・F・ドラッカー
ダイヤモンド社／ (2001/12)

企業家とは何か

J.A. シュンペーター
東洋経済新報社／ (1998/12)

最強組織の法則
新時代のチームワークとは何か

ピーター・M. センゲ
徳間書店／ (2005/06)

競争の戦略

M.E. ポーター
ダイヤモンド社／ (1995/03)

ビジョナリー・カンパニー
時代を超える生存の原則
ジム・コリンズ
日経 BP 社社／ (1995/09)

キャズム

ジェフリー・ムーア
翔泳社／ (2002/01)

組織は戦略に従う

アルフレッド・D・チャンドラー Jr
ダイヤモンド社／ (2004/06)

エクセレント・カンパニー

トム・ピーターズ
英治出版／ (2003/07)

イノベーションのジレンマ
技術革新が巨大企業を
滅ぼすとき

クレイトン・クリステンセン
翔泳社／ (2001/07)

ドラッカー名著集 1
経営者の条件

P.F. ドラッカー
ダイヤモンド社／ (2006/11)

H. ミンツバーグ経営論
ヘンリー・ミンツバーグ
ダイヤモンド社／ (2007/01)

新版 MBA
マネジメント・ブック

グロービス・マネジメント・
インスティテュート
ダイヤモンド社／ (2002/02)

