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クロスメディアかわら版
今月のお休み
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んなこともあり、今日、「メディアを通じて働く

ご迷惑をおかけいたしました。また、ご挨拶でき

人々に役立つ事業を行い、世の中に類を見ない企

ないまま担当が変わってしまった書店さんにもこ

業を目指す。」と、会社のビジョンを改めたとこ

の場を借りて、お礼申し上げます。「短い間でし

ろです。今後の出版業界を展望すると、事業の多

たが、ありがとうございました。また、ご縁があ

角化は必須です。ただ、価値ある本をつくるとい

りますように」。2年ぶりに営業をして、書店員

うことは、永遠の仕事と思っています。書店、取

さんと情報交換できますし、店頭でどんなお客さ

次、著者のみなさんと一緒に、世の中に類を見な

んがどんな本を手にとっているのか観察できた

い本をつくれたらと考えているので、ご支援お願

り、あらためて勉強になるとひしひしと感じてい

いいたします。

る今日この頃です。

先月のぶつぶつの写真を新しくしたのですが、不評だ
ったので元に戻しました。自分だけ写真が古いと言わ
れていたので、新しくしてかつ玉木宏風にしたのがや
りすぎでした。失礼しました・・・。話は変わります
が、最近、8年ぶりに映画館に行きました。書店員さ
んに絶対に見ておくべきと絶賛されたので、「マッド
マックス怒りのデス・ロード」です。あらためて、
「いやぁ、映画って本当にいいもんですね」という感
じだったので、月1度は行こうと思っています。何か
オススメの映画があれば、教えてください！

今年は戦後70年ということで、戦争関連の特番を

GWに扁桃腺炎 → 咳ぜんそくへの進化の気管支
系コンボに見舞われ、5〜6月は常にマスク着用
で過ごしていました。7月には治り、富士山も無
事登頂、よっしゃ、またジョギング始めよう!!
と企んでいたのですが････。母の実家に帰省し
た際に、おじいちゃん家のエアコンにやられ、
咳ぜんそくが再発しました。マスクの中が蒸れ
るわ息苦しいわ、騒音公害だわで精神的に来ま
す･･･シルバーウィークまでには治したいなぁ。

私もたくさん目にしました。その中ですごく驚いた
話があります。広島で被爆した経験を伝える活動を
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話をすると、親から「怖がって眠れない」「子供の
心が傷ついた」など苦情が来るようになったらしい
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「ビジネスライフ」ジャンルで
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販促計画について

ために話をしてくれる人にそんなことを言う親には
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なりたくないなぁと思いました。

先日、近所の神社のお祭りがありました。
今年は3年に一度の本祭り。普段は静かな我が
家の周りも、とてもにぎやかな週末でした。
お祭りの準備は近隣の各町会の皆さんがしてく
ださったのですが、長い間、綿々と行事を受け
継いできた皆さんてすごい！と感激しました。
来年のお祭りもとても楽しみです。気づいたら
わたしもおみこしを担いでいたりするかもしれ
ません。

7月は初の1人出張に行ってきました。羽を伸ば

ール」、8月頭に公開になってすぐに観に行きま

していろいろと...と考えていたのですが、日に日

した。観に行った方、いますか？ ベル＆セバスチ

に増す暑さのせいで、一日営業を終えるとぐった

ャンの音楽は聴いたことがなかったのですが、ど

りしてしまい、ホテルへ直行して休んでいまし

れも頭に残るメロディーで、主演女優の歌声もマ

た。せっかく関西に行っているのに毎晩夕食はコ

ッチしていました。今もサントラをずっと聴いて

ンビニ飯と寂しいないようになってしまったの

ます。出て来たファッションも全部可愛くて、写

で、暑さが少しマシになる9月あたりから関西開

真集出してほしいくらいです。こんなにいつまで

拓しようと思います。これから夏本番で非常に暑

も引きずる映画も久しぶり。DVD出たら買おう。

い日が続くと思いますので、みなさま、くれぐれ

富浦奈津

Natsu Tomiura

!!
竹内悠一郎

Yuichiro Takeuchi

先日自宅のパソコンが突然壊れ、さらにスマ
ホも不調で通話ができなくなったので、一斉
に修理に出しました。全部初期設定からやり
直すのが面倒だな〜と思いきや、あらためて
インストールしたいソフトやアプリって意外
と少なくて、結果的にデータ整理の良い機会
となりました。なんだか気分もすっきり。た
だ、録りためていた連ドラのデータが消えた
ことだけ残念です…。

4 スタッフのつぶやき…
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10万部企画会議を行いました!!

『はたらく人のコンディショニング事典』

日本人にしかできない
「気づかい」の習慣

2

著者 岩崎一郎／渡部卓／桜井静香
概要 エビデンス（科学的・医学的根拠）を
ベースに、ビジネスパーソンの体調管理に
ついて解説する本。
「体」
「心」
「脳」の３部
構成で、
「食事」
「運動」
「睡眠」の３つの
テーマを中心に述べていく。この本を読めば、
仕事や人生のパフォーマンスが向上できる。

本体予価：1,480 円
予定頁数：256 頁
類書 『一流の人はなぜそこまで
棚分類：ビジネス・
コンディションにこだわるのか？』
フィットネス
2015 年 11 月刊 /￥1,380 /

クロスメディア・パブリッシング

3 万部
突破 !!

10万部
突破 !!

!!

のです。いろいろ衝撃だったのですが、子供たちの

執事のダンドリ手帳

『自分を変える習慣力』
著者 三浦将

概要 コーチングの手法で深い潜在意識まで降りて
いくと、いい習慣を身につけたり、様々な悪い習慣を
治すことができる。本書では、いい習慣を身につけ、
一日の八割を占めるといわれるほとんど無意識な
習慣の行動を設計することで、ビジネスパフォーマン
本体予価：1,480 円 スを上げる方法を解説する。具体的には、メンタル・
予定頁数：240 頁
フィジカル両面でよい習慣をつくるために、生活
棚分類：自己啓発
習慣・運動・モチベーション・集中力・メンタルヘ
ルスといった項目について、具体的なケースを例に
取って説明していく。

※タイトル等、本に関する情報はまだ暫定なので、発売前までに変更となることがあります。

類書 『できる 5％のビジネスマンは潜在意識を必ず
活用している』
2012 年 11 月刊 /￥1600 ／かんき出版

そもそも「ビジネスライフ」とは？
ビジネス上のスキルや実務ではなく、
ビジネスマンを「生活」の面からサポートする本

もお身体にお気をつけくださいませ。

Takushi Osawa

3 CMPビジネスラボ

topic 「ビジネスライフ」というジャンルの
1
確立はどうすればいいか？

続けてきた方の話なのですが、最近は子供に原爆の

楽しみにしていた映画「ゴッド・ヘルプ・ザ・ガ

私がフェイスブックに登録したのは、5年前だっ
たでしょうか…。ほぼ更新ゼロ。プロフィールも
一部のみの状態が続いていたのです。なんだか苦
手で、たまに見るぐらいの利用頻度でした。しか
し、今月から急に（←今頃！？）フェイスブック
をはじめました。何をしたらいいかもわからない
ので、まず、大好きな うに丼 の写真をアップ
してみました。FBやっている方がいらっしゃれ
ば、ぜひ私と友だちになってください。

2 アメリカのビジネス書トレンド

クロスメディア・パブリッシング 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

万部を狙う企画はコチラ

安賀裕子

先月、先々月と引き継ぎでバタバタしてしまい、

An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e a t bu si n e ss m a n.

過去には︑この会議から
ベストセラーが
出ています

中山直基

早いもので、当社は来月に10周年を迎えます。そ
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Hilight!

橋場優

Yu Hashiba

弊社発売では「一流の人はなぜそこまで、
コンディションにこだわるのか？」がビジネスライフに
あたります。コンディションと今回の企画を足掛かりに、
「ビジネスライフ」といえば「クロスメディア」と言われる
ように、このジャンルを開拓していければと思います。

現場ならではの意見や外から見たクロスメディアの強みとその
活かし方などご貴重な意見を沢山頂きました。また、予定した
時間を少しオーバーしてしまうくらい、議論が白熱しました !!

今回の10 万部企画は、11月発売予定です!! 現場の意見もたくさん詰まった良書に仕上げますので、新刊案内が始まったら、
ぜひ多めのご注文をお願いいたします。また、当日ご参加いただいた書店のみなさま、ありがとうございました。
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アメリカのビジネス書トレンド
8 月の TOP10
順位

タイトル

CROSSMEDIA BUSINESS LAB.Vol.4
ビジネススキル編

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

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

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

Robert's Rules of Order Newly Revised, 11th edition

（仮題）ロバート議事規則 11版
著：ヘンリー・M・ロバートⅢ

name

大沢卓士

ビジネススキルのロングセラー商品をご紹介！
ビジネススキルの棚の売り上げを上げるにはどうした

２年以上売れ続けるロングセラーも多数存在してい

らいいのか？これが、今回の「クロスメディア・ビジネ

るということでした。そのロングセラーが売り上げ

スラボ」のテーマです。そこで、神奈川県で随一の売れ

のベースになり、かなり重要な要素になっています。

上げをあげているお店を中心にお話を聞いてきました。 今回は、ロングセラーが多い「ミスをしない仕事術
お話しを聞いて分かったのは、ビジネススキルという

系」、
「ダンドリ・整理術」
、
「話し方・伝え方」の各

と新刊が多く、入れ替わりも激しいようなのですが、 ジャンルから、おススメ書籍を紹介します！
！

Outliers: The Story of Success
The New One Minute Manager

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead
Essentialism:The Disciplined Pursuit of Less

（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

(邦題)新1分間マネジャー ―― 部下を成長させる３つの秘訣
著：ケン・ブランシャール
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ミスをしない仕事術系

（邦題）LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、
リーダーへの意欲（日本経済新聞出版社）
著：シェリル・サンドバーグ
(仮題)本質主義：より少ない規律をへの追及

著：グレッグ・マキューン

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

The Challenger Sale:
Taking Control of the Customer Conversation

（仮題）販売の挑戦者ーお客様との会話をコントロール
著：マシュー・ディクソン

A Pocket Guide to Public Speaking/Edition 4

0

(仮題)ポケットガイド話術 第4版
著：ダン・オヘア

「ミスゼロ仕事」の段取り術

「ミスゼロ仕事」の片づけ・整理術 「事務ミスゼロ」の仕事術

やり直し・間違いゼロ

絶対にミスをしない人の
仕事のワザ

藤井 美保代
日本能率協会マネジメントセンター
(2014/08)

とにかく簡単!ミスをとことん防ぐ50の小ワザ

図解ミスが少ない人は必ずやっている

あなたの 1 日を 3 時間増やす

残業ゼロ ! 仕事が 3 倍速くなる

はじめてのGTD

サンクチュアリ出版／ (2010/01)

高嶋 美里
KADOKAWA・角川学芸出版／ (2014/02)

吉山 勇樹
明日香出版社／ (2008/12)

デビッド・アレン
二見書房／ (2008/12)

誰とでも15分以上

大人なら知っておきたい

伝え方が 9 割

藤井 美保代
日本能率協会マネジメントセンター
(2013/08)

藤井 美保代
日本能率協会マネジメントセンター
(2012/03)

鈴木 真理子
明日香出版社／ (2014/04)

ダンドリ・整理術
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

次に、5位には
「The New One Minute Manager」
がランクイ

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

ンしました。著者はケン・ブランチャード社CSOのブランチャード

していきます。

氏、そして医学博士で心理学者でもあるジョンソン氏。物語を読

ニューヨークでは今月から来月にかけて、
ラシャシャナやヤムキッ

むだけで「1分間マネジメント」の秘訣が身につき、部下の意欲を

パーといったユダヤ教の重要な祭日があり、
ユダヤ人が多いニュ

引き出すことができるのです。
目標の立て方・部下の褒め方・間

ーヨークでは休みになるところがあります。
これらはユダヤのお

違いの正し方という3つの柱でできたこの本は、上司のための教

正月にあたり、最終日には断食をしながら昨年一年の反省をする

科書と言ってもいいでしょう。

のです。私も今年はやってみようと思っています。

そして、2位には「Robert's Rules of Order Newly Re-

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。

vised, 11th edition」
がランクインしました。著者は、原作であ

今月は既刊のランクインが目立つ中、いくつか初登場したものも

るロバート議事規則の著者の孫であり、国会議員でもあるヘンリ

ありました。まず、1 0 位にランクインしたのは「 A P o c k e t

ー・M・ロバートⅢ氏。
日本でも青年会議所などで採用しているロ

Guide to Public Speaking/Edition 4」
です。
こちらは初ラン

バート議事規則ですが、作られたのは1876年のことです。
この

クインのもので、著者はコミュニケーション学の専門家であるオ

本では、電子通信が発達した現代の議会手続にあわせ、必要な

ヘア氏、
スチュワート氏、そして通信会社社長であるルーベンス

新ルールや解釈、手順といったものを加えて、今の時代に即すよ

タイン氏。
この三人が人前で話すための技術をわかりやすく伝え

う書かれています。

てくれます。話の組み立て方から場面ごとの話し方まで、スピー

今回は新刊、そして改めて注目されている一冊を紹介しました。

チに必要な技術がつまっていて、
プレゼンをするビジネスマンに

次回はどんな本がランキングに入るのでしょうか。

は必需品となる一冊でしょう。

それでは、来月のランキングをお楽しみに！

「書類・手帳・ノート」の整理術 「超整理術」

ダンドリ仕事術

ストレスフリーの整理術

話し方・伝え方

雑談力が上がる話し方

30 秒でうちとける会話のルール

齋藤 孝
ダイヤモンド社／ (2010/04)

会話がとぎれない ! 話し方
66のルール

野口 敏
すばる舎／ (2009/07)

モノの言い方サクッとノート
櫻井 弘
永岡書店／ (2014/02)

佐々木 圭一
ダイヤモンド社／ (2013/03)

