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アメリカのビジネス書トレンド Facebookつくりました！期待の新刊！ 2 3 スタッフのつぶやき…4

東京で一番高い山、標高2017mの雲取山へ、
今年2回目の登山に行ってきました。これまで
は知り合いに誘ってもらうだけだったのです
が、今回は初めて自分から友人を誘ってプラン
ニングをすることに。2日目、事前の計算では
7時間だったコースタイムをひいひい言いなが
ら6時間半で終えると、下山後、じつは8時間
半のコースだったということが判明するなど、
初心者らしさ満載の登山でしたが、なんだかん
だ無事に楽しめたのでよかったです。

急に寒くなりました。最近自分の中でのブームはフッ
トサルです。クロスメディアフットサルチームが出来
たのです！先日練習しましたけど、いやあハードです
ね。一応、元ラガーマンなのですが全く動けませんで
した。あと、グラウンドで走ってる人を見るとどうし
てもタックルしたくなります、、、。(実際にはタッ
クルもできないほどに体力はなくなってました)

もし、クロスメディアとフットサルで戦い
たいと少しでも思われましたら、担当営業
か大沢までお知らせ下さい！

先日、高校の友人の結婚式のムービー撮影で
「恋するフォーチュンクッキー」を踊ってきま
した。東京にいる同期数人で集まって撮影する
予定でしたが、ドタキャンが相次ぎ、集まった
のは結局僕と撮影係の二人だけ。撮影係は既に
別グループで撮影済みだったため、僕は一人で
踊ることに。インバウンドとカップルで賑わう
東京タワーの下での「ひとり恋チュン」は恥ず
かしすぎて、恥ずかしすぎて・・・もうお嫁に
いけません。

ここ最近、めっきりと気温が下がってきました
ね！ 紅葉がちょうど良いかも、と先月遊び仲
間達と山梨県の大菩薩嶺に行ってきました。
10月中旬、天候晴れ、気温上々。時計回りの
コースを取ったら、開始30分地点から1時間ほ
ど急登で、思っていたより登りごたえがありま
した。その後は、ずっとゆる～っとした山道
で、険しさもなく、紅葉を堪能した登山に。皆
様も興味がありましたら是非！今月は二子山に
登る予定です。

木枯らしの吹く季節となりました。路上で生活
する方々はさぞ寒い思いをされていると思いま
す。先日の飲み会で、おつりをどうするかの話
になったとき、友人が「路上生活している人に
あったかいものを食べてもらおう」といいまし
た。たった1000円ですが、「人と話すのは1週 
間ぶりだ」と金額以上に喜んでくださいまし
た。その人たちの未来への投資、これを「ペ
イ・フォワード」ともいうのだそうです。いい
言葉だと思いました。

先日、北海道旅行に行ってきました。どこへ行
こうか相当迷った挙句、今回は小樽を選択。駅
に到着したときから、そのレトロな雰囲気に大
感激！「歴史ある運河の街」小樽には、街中に
も運河沿いにも、趣のある古い建物が大切に保
存されていて、また新たな利用のされ方をして
いたり、博物館的に保存されていたりして、ひ
とつひとつゆっくり見ている時間がなかったの
が残念でした。ぜひ、また行きたいなーと思っ
ています。

先月は、3年ぶりに九州出張にいってきました。商談
会がメインでしたが、3年ぶりでも、担当者さんが覚
えていてくれていました。このかわら版のおかげ？か
もしれないので、ネタに困っていますが、がんばって
いきます。さて出張では、天神でおいしいと評判の天
ぷらを食べに行ったのですが、11時すぎという時間
にもかかわらず、長蛇の列・・・。さすがに、レジャ
ーで行ったのではないので、諦めました。プライベー
トで行くことがあれば、行きたいお店No.１になりま
した。（「ひらお」というお店です。）

会社近くでよく行く2つのコンビニが、どちらもそ
こそこ感じのいい接客で、私が行く時間帯は、片方
は若めの、もう一方は主婦っぽい店員さんが多くい
ます。若めコンビニは、夜に眠眠打破とかを買いに
行くと「今晩、寝られないんですね……。頑張って
ください」と声をかけてくれたり、主婦コンビニは
商店街にいそうな明るいおばあちゃん的（もっと若
いですが）な接客だったりします。マニュアル化さ
れても、個性って出るものですね。 

以前、とある会で毎月5万円くらい本を買って読
むという方と話をする機会がありました。その方
は、ビジネス書はもちろん、様々なジャンルの本
を読むそうですが、「もっと作者との接点をつく
ってほしい。本を読むと作者のこと・考え方など
をもっと知りたいと思うものでしょう」と仰って
いました。こういった本好きな読者の生の声を聞
くと、「出版社としてまだまだできることはある
ぞ」と考える今日この頃です。

今月の新刊『はたらく人のコンディショニング
事典』の編集をしながら、人間の機能について
いろいろと学んでいます。身体や脳のしくみを
知り、改善をすることで、まだまだ自分やスタ
ッフは成長できると実感しています。みんなが
毎日、健康的でいきいきと働いている職場って
素晴らしいですよね。出版業は知的格闘技で
す。常にベストなコンディションで仕事に臨め
るヘルスケア・マネジメントを考え、導入して
いきたいと思います。

今月のお休み

長谷川諒

Hilight!

期待の新刊が遂に発売します!!
ビジネスライフ第1弾、第2弾

広告以外にも、プロモーション施策や拡材制作など
全社を挙げて売り伸ばしに取り組みますので、お力添えよろしくお願いいたします。

『自分を変える習慣力』
三浦将
定価：1,380円
ISBN：978-4-8443-7444-2

定価：1,480円
ISBN：978-4-8443-7443-5

『はたらく人の
コンディショング事典』
岩崎一郎／松村和夏
／渡部卓（監修）

過去２回にわたり告知してきました、クロスメディアが提案する新ジャンル『ビジネスライフ』の新刊第1弾と第2弾
がまもなく発売します。書店のみなさまの多大なるご協力のおかげで、非常に良い本に仕上がりました。この本を
できるだけ多くの読者にけるために全力で頑張っていきたいと思います。そのためには、みなさまのご協力が不可
欠です。お力添えよろしくお願いいたします。

11/25
前後

日経全5段広告に
掲載決定!!

第1弾 第2弾



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

10月のTOP10

２位には「Primed to Perform: How to Build the Highest 

Performing Cultures Through the Science of Total Moti-

vation」がランクイン。アップルやスターバックスなど、独自の文化

を持つ企業からは独創的な商品が誕生しやすいというデータがあ

ります。組織の最高のパフォーマンスを引き出すには、独自の組織

文化を作り上げることが重要なのです。鍵は「遊び」を取り入れるこ

と。マッキンゼーのコンサルタントが組織文化の具体的なつくり方

を解説します。

そして1位に輝いたのは、「The Heart-Led Leader: How Liv-

ing and Leading from the Heart Will Change Your 

Organization and Your Life」。著者のトミー・スポールディング

氏は、リーダーシップ開発の第一人者。世界中の企業や団体、教育

機関へ講演を行っています。真の変革をもたらすリーダーには、謙

虚さ、繊細さ、透明さ、共感、そして愛が必要です。スポールディン

グ氏自身の人生と彼が出会ったリーダーのエピソードから、ハート

主導のリーダーになる方法が紹介されています。

今回はトップ３が新しい顔ぶれとなりました。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！

アメリカのビジネス書トレンド
クロスメディアかわら版　Vol.86 2015.11 クロスメディアかわら版　Vol.86 2015.11

（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 Heart-Led Leader: How Living and Leading 
from the Heart Will Change Your Organization and Your Life

（仮題）ハート主導のリーダー̶心から生き、導くことであなたの組織と人生が変わる̶
著：トミー・スポールディング

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

Good Profit: How Creating Value for Others Built One of the
World's Most Successful Companies

（仮題）善良な利益̶世界の企業を成功へと導いた、他者のための価値創造̶
著：チャールズ・G・コッホ

The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath （仮題）行動を起こす勇気̶危機とその余波についての回顧録ー
著：ベン・S・バーナンキ

Primed to Perform: How to Build the Highest Performing 
Cultures Through the Science of Total Motivation

（仮題）パフォーマンスの知恵ートータルモチベーションの科学で組織文化を創る方法ー
著：ニール・ドーシ、リンジー・マクレガー

（邦題）権力(パワー)に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ブラッド・ウィルソンThe 48 Laws of Power

（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

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

（邦題）ニュー・ソリューション・セリング―
　　　顧客と販売員をともに成功へ導く販売プロセスとは（コンピュータエージ社）
著：キース・M・イーズ

The New Solution Selling: The Revolutionary Sales Process 
that is Changing the Way People Sell

(仮題)実行への4つの規則‐あなたの野心を叶えるために
著：クリス・マケズニ―

The 4 Disciplines of Execution:
Achieving Your Wildly Important Goals

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

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。11月のニューヨークは、氷点下を記録する日もあり、秋と

いうよりも冬。日本では11月はもうクリスマスの気を帯びているか

と思いますが、アメリカにはクリスマスの前に大事な感謝祭、サンク

スギビングデーがあります。我が家もそれに合わせてロースト・ター

キーでお祝いしますよ。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。今月は、４位までが初ランクインという結果になりまし

た。トップ３を紹介していきます。

まず、３位にランクインしたのは「The Courage to Act: A Mem-

oir of a Crisis and Its Aftermath」。元連邦準備制度理事会

（FRB）議長（日本で言うところの日銀総裁）のベン・バーナンキ氏

による、世界金融危機の回顧録です。2006年にFRB議長に就任

したバーナンキ氏は、2007年の住宅バブル崩壊、2008年のリー

マンショックの対応に当たった人物。

この本では、指導者たちの創造力と決断力がいかにしてアメリカ

経済崩壊を防いだかを初めて明らかにしています。

世界金融危機の舞台裏を知り、アメリカ経済への新たな視点を得

られる1冊です。

クロスメディア・グループに参加すると・・・

あの営業マンの意外な一面も見れますよ・・・？

参加方法

ぜひ、お気軽にご参加ください。

クロスメディア・グループを
Facebookで作りました！

Facebookを使った書店さんと出版社の新たな関係！

クロスメディア・グループって？

今、SNSが普及するとともに、ビジネスでFacebookなど
が活用され始めています。そこで、弊社でも出来るだけタ
イムリーに情報を書店員の皆様にお届けできないかと
思いFacebook上でクロスメディア・グループを作りまし
た。そして、お伺いしていないお店にも弊社を知ってい
ただくキッカケになればなあ、などと考えております。さら
に、書籍情報だけでなく、僕たちの知られざる（？）一面
もこっそりと配信します。お暇つぶしにでもなれば、幸い

ですが・・・・。また、弊社では、書店員様のご意見を元
に書影やタイトルを改善することが多いのですが、頂い
たアドバイスにより変更した書籍は売れています。このグ
ループでの交流により、より皆さんと一緒に売れる書籍
を作っていけたらなどと考えております。僕ら営業マン
全てSNSは初心者ですが、一生懸命やっていきます。
今後、実験的に受発注をこのSNS上でやり取りすると
いう試みもしてみたいと思っています。

1

2

3

重版情報や広告情報を最速でお伝えします。

今、クロスメディアで作っている本や他社の
売れ筋の情報もお知らせ！

各地を歩き回っている営業マンの本当は教えたくない！
美味しいお店情報もこっそり。

無事、参加！どうぞお楽しみください！

担当営業がグループへ招待させていただきます。

担当営業にFacebookで友だち申請。
（お伺いしていない書店様は私”Takashi Osawa”へ）


