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1 初速好調! 新刊のご案内

小早川幸一郎

若 い 頃は 、連日終 電まで 仕 事をして いました

僕は自宅で飲む飲 料と言えば、ほぼ水なので

が、けっして会社や上司からムリな仕事量を押

すが、最近、水の硬水、軟水に関する話をある

根本輝久

Koichiro Kobayakawa

し付けられていたわけではありません。自分の

著者の方に聞きました。日本人は「軟水の方が

Teruhisa Nemoto

実力不足を解消すべく、仕事を通じて「仕事の

いい」という人が多いように、僕も軟水派なの

勉 強 」を毎 晩 遅くまでして い たのだと思 いま

ですが、水に含まれるマグネシウムやカルシウ

す。そしてそれが、今の自分の基盤となってい

ムの量に雲泥の差があるそうです。軟水を10

ます。数多くの仕事をこなし、たくさん経験を積

とすると、硬水は1400近くのものもあるんだ

んで、実力をつけたい、早く成長をしたいという

とか。味をとるべきか、健康をとるべきか、悩み

人を、働き方改革の名の下で一律に見なすのも

の種がひとつ増えてしまいました。

2

アメリカのビジネス書トレンド

3

4

気になる!あの子の本棚
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1月新刊

問題かと思う今日です。

大森三規雄

先日読んだ本の中に、
「ストレスは過去を悔や

最近ビットコインや仮想通貨の本が軒並み売れ

んでいる時と、未来を心配している時にほぼ生

ていると聞きます。実は去年の今頃も、もう今さ

竹内悠一郎

Mikio Omori

まれる」と書いてありました。確かにストレスを

らと思っていたのですが、そこからビットコイン

Yuichiro Takeuchi

感じる出来事そのもの（例えば叱責されたり、

は20倍もあがっています。ビットコインは12月

カッとなったり）は時間軸でみると一瞬のことが

に暴騰し、1月に40%程落ちるなど、乱高下し

多く、それについてああだこうだと悶々と考え

ているので少し怖い面もありますが、社会勉強

ている時間の方が圧倒的に長いです。気持ち

として少しビットコインもしくは仮想通貨を買っ

を切り替えたいときはぜひ「今」の目の前のこ

てみようと思っています。なにかオススメやアド

とに視点を向けて、楽しんだり集中してみては

バイスがあれば、お伺いした際にぜひ！

思わずマネしたくなる！信頼される人、
好かれる人の
話し方と言葉づかいはここが違う！
内容 PICK UP

いかがでしょうか？

しろい！見 習う！」とアップして い た そ の 書 籍

世界的にヒットした前作の続編です。年齢制限

Ayano Kawasaki

は、某 売れ 筋自己 啓 発 書 。見 ず 知らずの人 同

があり、人間をミンチ肉にするシーンはかなり

士 が 影 響を与えあったり、信 頼 関 係を築くに

衝撃的で目を覆いながらもすごく楽しめました。

は通 常 時 間がかかるはず。でも「 本 」は多くの

前作に引き続き『 007 』のようなスパイ映画の

人の手により作られ 流 通し、信 頼 感が大きく、

オマージュやパロディが盛り込まれていてわか

読者と著者を【 瞬時に強く】結びつける力があ

る人はそこも楽しめるようなのですが、残念な

るなと、改めて感じさせられました！

使いかたが曖昧になりがちな謝罪の言葉。
なんとなく雰囲気でどれが一番かしこまって
いる表現で、
どれがカジュアルな表現なのかは想像がつきますが、使う場面と意味を理
解して使い分けていますか？

がら私はまだ観たことがなく。週末に『007』シ
リーズの一作目でもレンタルして観ようかなあ。

だな」程度に流していた将棋関連のニュースまで

るスタイルだそうです。パッケージで話題にな

急に気になり始めたこの頃です。ちなみに藤井四

った明治の「THE Chocolate」もBean to

段が名曲として挙げたのは「魔女旅に出る」という

Bar製品。カカオ豆本来の味や香りを感じられ

いかにもガチ勢な一曲でしたが、私は結局有名ど

るそうで、たしかにおいしい！最近はBean to
Barのチョコづくりを体験できるワークショップ

たりします。加えて「猫になりたい」
「スピカ」なども

もあるそうなので、バレンタインに向けて今年

推したいところ。まだ聴いたことのない方は是非。

は本気のチョコづくりに挑戦してみたいです。

同じ部署の同期が、 ベスト のことを チョッキ

最 近マイブームが2 つあります。1 つ目は、週

と呼 びます。それを聞いていた先 輩が、
「そう

一で飯田橋にあるゲームセンターに通うこと。

長琢也

いえば俺、今日外出したらそのまま帰るから。」

アニメ「夏目友人帳」に登場する愛されキャラ

Takuya Cho

と 直帰 の話をしてきました。平均年齢は２７

クター「ニャンコ先生」のぬいぐるみをゲットす

歳くらいの若い部署のはずなのに、選ぶ言葉や

るため。そして先日、遂に手に入れました！2つ

ギャグがおじさんみたいだなと思いました。ま

目は、土曜日の夜に、コーラ片手にピザを食べ

た、僕も先日他の部署の先輩から「猫背がひど

ながら映画を観ること。最近観た中では、
『ミッ

くておじいちゃんみたい」と言われました。でき

ション・インポッシブル（トム・クルーズ主演）』

れば今年は、部署を上げてフレッシュな雰囲気

と『 あやしい彼 女（ 多 部 未 華 子 主 演 ）』が面 白

を出していきたいです。

かったです。

著者

桑野麻衣

パネル

ころで「空も飛べるはず」や「チェリー」が好きだっ

有澤琴子
Kotoko Arisawa

パネル・POPご用意してます！
ぜひ拡材をつけてご展開ください

ＰＯＰ

るまでの全工程を、つくり手が一貫して手がけ

﹁ごめんなさい﹂

Ryo Matsukawa

知りました。カカオ豆から板チョコレートができ

であるという話を聞いて、これまで「へーすごいん

謝罪の気持ちに加えて︑
﹁免じて﹂
と許しを請う
気持ちを含む︒

松川涼

最近携った本で Bean to Bar という言葉を

申し訳がない︒
弁解の余地がなく︑
相手に
すまないと詫びる言葉︒

Yu Hashiba

子供の頃からスピッツ（バンドの）が好きなのです
が、将棋の藤井聡太四段がかなりのスピッツファン

﹁申し訳
ございません﹂

橋場優

﹁失礼しました﹂

川﨑彩乃

Maiko Nakahira

相手に礼儀を欠いたことに
対して︑
お詫びと許しを得る
気持ちを表現するもの︒

映画『キングスマン:ゴールデン・サークル』
を観
てきました。イギリスのスパイアクション映画で

﹁すみません﹂

近頃、
「 出 版 が 提 供 できる価 値 」を日々 考え
ています。知り合いがインスタで「この本おも

自分が悪いことをした
というより︑特に悪気がなく
不可抗力で起きてしまった︑
という気持ちを含む︒

中平麻衣子

謝罪の言葉

全日本空輸株式会社(ANA)入社後、最重要顧客DIAMOND会員専用カウンターのサービス責任者、教育イ
ンストラクターを務める。ANA在籍中にオリエンタルランドに出向。2013年にはジャパネットたかたへ転職し
広報担当、研修担当に従事。その後、再春館製薬所グループ企業に接遇マナー講師として入社。現在は研修
講師として独立し年間200本の企業研修・セミナーを行う。
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読む本はもっぱら自分の好きなジャンル。他の人がどんな本を読んでいる
のかは知る機会がなかなかありませんよね。読書好きの営業川﨑が、身

1 月の TOP10
順位

タイトル

近にいる人がどんな本を読んでいるのか知りたい！と社内で話していたと
ころ、かわら版で聞いてみてはということに。そんなゆるい感じではじまり

邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）

The 5 Second Journal: The Best Daily Journal and Fastest
Way to Slow Down, Power Up, and Get Sh*t Done

（仮題）5秒ジャーナル
あなたを落ち着かせ、力づけ、やるべきことを終わらせる最強の日記
著：メル・ロビンズ

When: The Scientific Secrets of Perfect Timing

（仮題）いつ？ 完璧なタイミングの科学的秘密
著：ダニエル・H・ピンク

A Pocket Guide to Public Speaking / Edition 5

（仮題）話し方ポケットガイド第5版
著：ダン・オヘア、ハナー・ルーベルスタイン、ロブ・スチュワート

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす（新潮社）
著：デール・カーネギー

Principles: Life and Work

（仮題）仕事と生活の原則
著：レイ・ダリオ

Emotional Intelligence 2.0

（仮題）心の知能指数 2.0
著：トラビス・ブラッドベリー、ジーン・グリーブス

The Art of Public Speaking / Edition 12

（邦題）アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書（SBクリエイティブ）
著：ステファン・E・ルーカス

気になる！

あの子の本棚

ました。
まず最初に聞いてみたのは同期入社の編集部の矢作くんです。

『ハッパノミクス』(みすず書房)
川﨑

気になる！あの子の本棚〜！「突撃！隣の晩ごはん〜！」

のリズムを意識してみたんだけど、わかる？笑

りするんだよ。

矢作

いや分からないよ！でも突撃！は当たってるよね、昨日い

川﨑

川﨑

それはごめん…。

きなり好きな本、おすすめの本教えてって突撃されたからね。
矢作

上がり率の問題。原価から商品になるまで 3万％くらい値上が

矢作

すごい数字だね…これが末端価格ってやつですね。
そうそう末端価格。原価が 1 ドルのコカがボリビアで取

られて精製されて、メキシコとかの販路からアメリカに入って都

インタビューされる側は初めてだから新鮮だなあ。なん

市部にいく。そしたら３００ドルくらいになったりするんだよ。こ

か楽しくなってきた。あ、ついこの間買って面白かった本持って

の二つの面から政府の対策は間違っているっていうのを数字を

MKTG (with MKTG Online, 1 term (6 months)
Printed Access Card) / Edition 11

（仮題）マーケティング 第11版
著：チャールズ・W・ラム、ジョー・F・ヘア、カール・マクダニエル

きたよ！これこれ！

使って明らかにしていて面白いね。二つ目は麻薬カルテルのリク

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

おお…ありがとう！カバーがかっこいいね。早速だけど、

ルーティング。採用だね。犯罪組織だと逮捕されたり殺し合い

（邦題）完訳 7つの習慣 人格主義の回復（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

川﨑

どうしてこれを買ったの？

でどんどん人がいなくなっちゃって人が定着しないからできる人

矢作

仕事の一貫で書店に行ったときに、新刊コーナーで目に

はみんな引き入れる。そんな時に人材を確保する餌場というか、

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

飛び込んできて一目ぼれして買ったんだよね。

格好の場所が刑務所なんだ。

川﨑

面白いタイトルだね。中はどんな話？

川﨑

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

続いて、7位に入った『The Art of Public Speaking /

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

Edition 12』です。ハーバード大学など、アメリカの1000以上

話ししていきます。

の大学で20年以上使い続けられている、伝え方の指南書で

こんにちは！まだまだ寒さは厳しいですが、2月は後半になって

す。相手を説得したい時、相手に共感してもらいたい時、
などの

いくと、段々と暖かくなっていく時期でもあります。冷たい雨や

場面に応じた伝え方が紹介されています。話すことが苦手、
と

風にも耐えていきましょう。

矢作

経済学的に麻薬ビジネスを読み解く話だよ。麻薬カルテ

矢作

刑務所 !? 結構大胆だね…。
だよね。向こうでは敵対するギャングの抗争を防ぐため

ルを会社としてとらえることでその経済活動がどうなっているの

にギャングを刑務所ごとに分けているんだよ。そうすると所内で

かというのが書かれているんだけど一般的な企業とやっているこ

ますます同じギャング同士の結束が強まる。そこにマフィアじゃ

とはとても似ているんだよ。びっくりだよね。

ない人が入ってきたらそのギャングに染まっていくことになるん

川﨑

だけど、そこで「君、
ここ出たらウチにこない？」って声をかける。

麻薬カルテルって？
麻薬の商社っていうイメージかな。学術的にちゃんとし

それが一種のリクルーティングになっているんだ。アメリカ大陸

悩む方には、ぜひ手に取っていただきたい本です。
日本では『ア

た内容でもあるんだけれども、一種のドキュメンタリーでもある

でコカインかヘロインを広めた大罪人がいるんだけど、彼も元々

し潜入捜査のような、サスペンスとかスリルっていう面も垣間見

軽微な罪で刑務所に入ったんだよ。そこで麻薬関係の人と知り

NYの2月といえば、バレンタインデーです。アメリカでは、バレ

メリカの大学生が学んでいる
「伝え方」の教科書』
というタイト

れる。分かりやすく書かれているからするする読めるよ。

合ってビジネスパートナーになった。彼が口述するにその時の

ンタインデーは「愛の日」
として大切にされています。NYでは、

ルで出版されています。

彼にとって刑務所は大学であったという風に言っている。そこが

すでに年明けからバレンタインの飾りが街中で見られるように

そして、8位にランクインした『MKTG / Edition 11』。マーケ

なり、街中がロマンチックな姿に様変わりします。大切な人との

ティングについて、わかりやすく丁寧に教えてくれる一冊。
さら

1日を、NYで過ごしてみるのはどうでしょうか。

に『MKTG Online』
を利用すれば、スマートフォンなどの端末
でいつでもどこでも学ぶことできます。毎年新版を出版してい

それでは、1月のランキングを見ていきましょう。

るシリーズで、現在の状況に適したマーケティング術を提供し

まずは、 2 位にランクインした『 W h e n : T h e S c i e n t i ﬁ c

てくれます。
この2月2日には、第12版が出版されます。

Secrets of Perfect Timing』。著書が35カ国語で翻訳され
ているベストセラー作家の、
ダニエル・H・ピンクの新作。心理

1月は、
さまざまな悩みの解決につながる本が多くランクインし

学・生物学・経済学といった多面的な視点から、時間の使い方

ました。次回はどんな本が登場するのでしょうか。

について論じています。職場や学校・家庭で「時間が足りない」

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

と感じる理由を、科学的に解明する一冊です。

矢作

川﨑

そうなんだ〜。麻薬ビジネスを一般企業と同列に論じて

いるんだね。特にここがすごく面白かったっていうエピソードある？

面白いなと。

矢作

沢山あるけど…じゃあ二つ！少し長くなっちゃうけどいい？

川﨑

矢作

川﨑 どうぞ！笑

刑務所が大学とは…驚いた。そういえば今公開中の映
画「キングスマン : ゴールデン・サークル」って麻薬カルテルと

一つ目はね、麻薬カルテルの撲滅とかその勢いを減退さ

戦うスパイ映画だよね、麻薬カルテルについてよく知らないまま

せようとしている政府の対策が間違っているっていう話。コカイ

観ちゃったけど…。これ読んでからもう一度観に行きたいな！貸

ンの原材料になるコカは畑で栽培されているんだけど、政府は

してください！
矢作

いいよ笑。でも先に他の人に貸

なって、コカインは価格が値上がりして消費者は飛びつかなく

す約束してるからその次ね。

なるだろうという考えでね。でもこれは複数の面で間違った手

川﨑

ありがとうございます !!!

その畑を潰そうと考えるんだ。そうすることで供給量が少なく

なんだよ。なぜかというと、
ここに
（本文を指して）
ゴキブリ効果っ
て書いてあるけどある箇所をつぶしてもすぐ移動して同じことを
やるからゴキブリと同じように麻薬密売人はひとつの部屋から追

ということで今回は編集部矢作くんの

い出されても、すぐ別の場所に住み着いちゃう。あとはコカの値

おすすめでした！

