
春といえばお花見と、花粉ですよね。杉よ、荒
ぶりたもうな…鎮まりたまへ…我々の懇願虚
しく、今年もすでに尖兵たちが街に降りそそい
でいるようです。かつては私の粘膜も花粉に
蹂躙されていたのですが、なんと、２年前にメ
キシコ留学から帰ってから一度も花粉症の症
状が出ていません。花粉症の方は一度海外で
暮らしてみることをお勧めします。なお、これ
は個人の体験ですので効果の保証はしかねま
す。あしからず。

美容本の女神・神崎恵さんとツーショット写真
撮らせてもらいました！！！！！！！もうその一言で充
分。（笑）昔から大好きで、握手会に当たりま
して。本で見ててもYouTube動画観てて
も、可愛いのは重々承知でしたが、やっっっぱ
り！ナマの可愛さは世界を救う！！！･:*+.\(( °ω° 
) )/ . :+ . 声が！！！鈴が鳴るようでホントに可愛
い！！今年は4冊新刊出されるとのこと。引き続
きインスタでチェックし続けます！（笑）

先日、コンビニで「ルマンドアイス」なるものを発
見しまして、ルマンド好きとしては試さねばと、高
ぶる気持ちを抑えてレジに並びます。「ありがと
うございます、243円になります」。え、143円じ
ゃなくて？ と思いましたが、まぁ高い分、旨いはず
だと自分に言い聞かせて実食。結論から言えば
……ルマンドとチョコモナカジャンボを別々に食
べればいいかなと。味のイメージ再現度の高い
「桔梗信玄餅アイスバー」を見習わせたい。 

「ラストアイドル」にハマってます。テレビのオ
ーディション番組で勝ち残ったメンバーで結成
された秋元康企画のアイドルなのですが、ファ
ン層が面白いのです。秋元康が抱えるメジャー
アイドル界隈のファン、メンバーが元々所属し
ていたマイナーグループから来た地下アイドル
界隈のファン、たまたまテレビを見た非ドルオタ
のファン…アイドルブームの終焉を前にあらゆ
る層のファンを根こそぎ集めている感じです。
ちなみに私の推しは間島和奏さんです。

下の歯を2本抜きました。矯正をしていて、歯
を動かすためには抜く必要があると先生に言
われ泣く泣く永久歯とお別れを。抜いたところ
の傷口を刺激しないように食べるものが制限
されていて最近はほぼ具なしスープとおかゆ
を食べています。腹持ちがしないのですぐお腹
が空いてしまって困り中です。親知らずも含
め、あと6本抜歯するのでしばらくは喋るのも
食べるのも大変な日々が続きそうです...。

3月、ということで漫画『3月のライオン』の話題
から。将棋を題材にした作品で、最近は映画化・
アニメ化もされているので今さら説明は不要か
と思います。……が、作中に登場するお店「もん
じゃ太郎」が実在することはご存知でしょうか？
月島駅からわずか200m弱、店内に入ると壁の
いたるところに作品のポスターが！漫画の中で
主人公たちが食べている「鮭マヨネーズもんじ
ゃ」を実際に食してみると、作品の世界に浸るこ
とができます。ファンならぜひ足を運ぶべし！

以前こちらのコーナーでも書きましたが、ダイ
エットを今も続けており、体重は5ヶ月で5キロ
減りました。ストレス面では非常に辛いものが
あるのですが、体重計の数値を減らすことをや
りがいに何とか継続しているといった感じで
す。毎日体重を量っていて気づいたのですが、
先に野菜を食べてご飯を最後に食べるといっ
たいわゆる「血糖値」に配慮する食べ方だけで
も効果はあります。「糖質制限」はヤダ！という
方はお試しください。

30歳目前になって、同期や先輩後輩、歳の近
い周りの人が色んなキャリアを歩み始めまし
た。海外赴任や転職、起業にはじまり、なかには
麻雀プロになった人間もいます。（もしかする
と、今流行りの「億り人」もいるかもしれませ
ん。）私もみなさまにこれまで教えていただいた
ことを軸に、ベストセラーを連発したり、これま
でにない書籍を世に出していけたらと思ってい
ます！ちなみに麻雀プロには1人ではなく、3人
もなっています。

2月に家族もろとも携帯をY!mobileに変更し
ました。電波が悪いとか、速度が遅いとかいう
こともなく、料金は安くなり、いまのところはい
いこと尽くめです。変えるにあたって20年弱
使っていたドコモに解約の連絡をしたのです
が、対応が冷たい・・・。仕方ないといえば仕方
ないのかもしれませんが、20年も使っていた
ユーザーに感謝のひとつも述べておけば、ま
たいつか変更するときドコモも選択肢に入る
かもしれないのに・・・。

最近、スマホのゲームにハマっていて、『ドラク
エ６』と『キングダム』をやっています。楽しいか
らやっているのかというと、そうでもないんで
す。スマホゲームをしている時間は頭の中を空
っぽにでき、四六時中、仕事のことを考えてい
る疲れた脳を癒やしてくれるんです。通勤電車
の中で、「いい大人がゲームなんかして… 読書
しろ、読書」と冷ややかな目で見ていた自分で
したが、私と同じような理由でゲームをしてい
る人も多いかもしれません。ぶつぶつ……
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今月のお休み

ぜひPDCAコーナーを作って店頭を盛り上げていきましょう!

10万部突破の『鬼速PDCA』の著者、冨田和成さんの新刊『営業』（4万部突破）と
併売できる販売台もご用意していますので、よろしければぜひ2点でご展開ください。
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『鬼速PDCA 』
10万部
突破!

クロスメディア・パブリッシング
978-4844377498

実践に特化した解説が具体的、40点以上の図版を添えてありわか
りやすい。全ての段階を徹底して数字(KPI,PDI)で管理している。
PDCAに不慣れな若い世代のために初級編と応用編に分かれて
いる。AがActionではなく、Adjust(調整)であるのが特徴。改善だ
けでなく、中止の判断をもこのフェーズで行う。

ちなみに…
販売台写真
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アメリカのビジネス書トレンドPDCAコーナーのご提案 2 3 スタッフのつぶやき…新入社員紹介 4

Highlight!

新生活が始まる春に
向けてPDCAコーナーを
作りませんか？

もともと生産管理や品質管理の管理業務を円滑にするために使用されたもの
で、右の図のように、繰り返すことにより業務を継続的に改善するためのフレーム
ワークです。管理者向けの本が多かった中で、『鬼速PDCA』は個人が仕事で
使えるようより一般的に落とし込みをしたものです。

そもそもPDCAとは？

今回は“PDCA本”の火付け役である「鬼速PDCA」を含めた特に売れている3書籍を読み比べ、特徴をまとめてみました！
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改善ACTION

計画PLAN

検証CHECK

実行DO

フォレスト出版／978-4894517400
個人で簡単にすぐ実践できる方法が書
いてある今日1日のスケジュールをPlan
とし、それに対するDo Check Action
を行うノートに書くことで「見える化」し
て行動への落とし込みがしやすい。ハ
ードルが低くすぐ取り掛かれる入門書。

『自分を劇的に成長させる!
   PDCAノート』

PDCA本が沢山あるけど、それぞれどう違うの？

『孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA
   終わらない仕事がすっきり片づく超スピード仕事術』

ダイヤモンド社／978-4478100950
著者の経験を元にソフトバンクで行
われていたPDCAの実例を挙げて書
いた本。DoとCheckを多く、そして同
時に行うことに注力することが特徴。
ソフトバンクと孫さんの仕事のやり方
をPDCAに沿って説明をしている。

Q.

Q.

入社、転職、部署移動…サラリーマンに
とって環境が変わる春。
新年度、心新たに頑張ろう！と意識が高
まるこの時期、PDCA本はぴったりなんじ
ゃない？と書店員さんからの声が！
実は昨年も4月に入りPDCA本の売り上
げが伸びたと店頭でよく聞きました。この
時期にぜひPDCAコーナーを！

新入
社員!

編集者
2名!



クロスメディアかわら版　Vol.114 2018.3クロスメディアかわら版　Vol.114 2018.3

ン王の箴言―ユダヤの賢人が導く大富豪への道』というタイトル

で出版されています。

続いて、7位に入った『Crushing It!』です。著者は、ニューヨーク

タイムズの選ぶベストセラー作家に4度選ばれたことがあるゲイ

リー・ヴェイナチャック。有名な投資家であり、Facebookや

Twitterなどの大企業のアドバイザーも務める著者が、タイトル

通り優れた起業家が実践している、ビジネスと影響力の作り方を

記しています。さまざまな起業家の成功エピソードも書かれてい

る本書は、新しいことに挑戦したい人のよい参考となるはずです。

そして、9位にランクインした『The Power of Moments』。ア

メリカのビジネス界では大人気のハース兄弟が示した、一瞬で

インパクトを与えるための力。上司や交渉相手に、自分の考えを

より明確に、記憶に残してもらうための極意が書かれています。

「相手に伝えることが苦手」という方には、ぜひ読んでもらいた

い一冊です。

2月は、ビジネスでの成功を導いてくれる本が多く見られしまし

た。次回は、どんな本がランクインするのでしょうか。

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

このコーナーでは某商社ニューヨーク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

をお話ししていきます。

こんにちは！ 3月のNYは、まだコートが必要な日が続きます。日を

追うごとに、段々と暖かくなっていくのが待ち遠しいです。3月の

目玉のイベントは、3月17日のセントパトリックスデーです。アイ

ルランド発祥のイベントで、アイルランド系移民の多いNYでは、

毎年大規模なパレードが催されています。人々が緑色のものを身

につけることが、セントパトリックスデーの一番の特徴で、夜には

建物まで緑色にライトアップされます。このときしか見られない美

しい町並みは、一見の価値ありです。

それでは、2月のランキングを見ていきましょう。

まずは、 1位にランクインした『The Richest Man Who Ever 

Lived』です。これは、ビジネスや経営での成功法則を、旧約聖

書に出てくるソロモン王の言葉から学ぶ、という一風変わった本

です。「仕事で成功を収めたい」という人や、「自分の考え方を見

直したい」という人にもお薦めできる一冊です。日本では『ソロモ

2月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

（ ）グンリーロンパ（】版4第【 法掘発株長成のルーニオ）題邦
著：ウィリアム・J・オニール

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

（仮題）孫子の兵法
著：孫子、ダラス・ガルビンThe Art of War (Barnes & Noble Classics Series)

（邦題）さあ、才能（じぶん）に目覚めよう 
　　　新版 ストレングス・ファインダー2.0（日本経済新聞出版社）
著：トム・ラス

StrengthsFinder 2.0

The Power of Moments: 
Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact

（仮題）粉砕せよ！　あなたもできる、優れた起業家のビジネスと影響力の構築法
著：ゲイリー・ヴェイナチャック

（邦題）この人についていきたい、と思わせる21の法則
　　　―成功者に学ぶ人間力の磨き方（ダイヤモンド社）
著：ジョン・C・マクスウェル

（邦題）フィッシュ!―鮮度100％ぴちぴちオフィスのつくり方（早川書房）
著：スティーブン・C・ランディン

The Richest Man Who Ever Lived: 
King Solomon's Secrets to Success, Wealth, and Happiness

（邦題）ソロモン王の箴言
　　　―ユダヤの賢人が導く大富豪への道（トランスワールドジャパン）
著：スティーヴン・K・スコット

How to Make Money in Stocks: A Winning System in 
Good Times and Bad, Fourth Edition / Edition 4

Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and 
Influence-and How You Can, Too

（邦題）エネルギーバス
　　　―人生と仕事を変えるポジティブ・エネルギーの法則―（オープンナレッジ）
著：ジョン・ゴードン

The Energy Bus: 10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team 
with Positive Energy / Edition 1

（ ）社談講（ tibaH fo rewoP ehT 力の慣習）題邦
著：チャールズ・デュヒッグ

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

（仮題）瞬間の力　なぜ、ある経験がとてつもないインパクトを与えるのか？
著：チップ・ハース、ダン・ハース

Fish! A Proven Way to Boost Morale and Improve Results

初速
勝負 乗り物集中

時間

橋渡しホラー多趣味

新入社員紹介!

熊本県の盆地に生まれ、埼玉県浦和市（現・さいたま市）で育つ。中学で仮

面優等生ライフに見切りをつけ、適当な高校時代を経て、米国の大学で起

業学を学ぶ。帰国後はITベンチャーで品質エンジニア、人材系ベンチャー

で Webディレクターを務め、現在の書籍編集職に流れつく。

大学では管理栄養士の資格を取り、院では生活科学の博士号を取得し、大学

病院の研究所で肥満のメカニズムに関する研究を行ってきた。ビジネス書の編集

者らしからぬ経歴だが、理系ならではの目線も取り入れた面白い本を作っていけ

ればと思っている。ZERO GYMで、ダイエットコースの食事指導も行っている。

土屋 友香理 つちや ゆかり
米国で起業学を学んだ書籍編集者

有澤 琴子 ありさわ ことこ
管理栄養士の資格を持つ書籍編集者

Q. 好きなものはありますか。

何かに集中する時間。誰もいない朝
のオフィス。美味しい朝食。音楽の
良いミュージカル。本屋はディズニー
ランドよりも楽しい。しかし表情に乏
しいため、周囲に楽しさが伝わらな
い。昔「能面女王」というあだ名も
ありました。

Q. どんな性格ですか。

「熱しやすく冷めやすい」の典型なの
で、物事は初速が勝負と思っています。
ドラマ１クール分、ドラマの主人公と
同じ職業を目指してみるような、飽
きっぽい子どもでした。「根性と忍耐
は植えつけ忘れた」という親のお墨
付き。

Q. 苦手なものは何ですか。 

乗り物が苦手で、ブランコでも酔いま
す。しかし無駄なチャレンジ精神で先
日、高速鉄道5時間・船・プロペラ機
の移動を詰め込んだ北欧旅行を自ら企
画。道中はグロッキーでしたが、風景
動画をコンクリート壁に投影したマルメ
駅は素敵でした。

Q. なぜ研究者から編集者へ？

研究をやっていた時は、専門家として
「困っている人の助けになりたい」と
いう思いがありました。これからは編
集者として、専門家と困っている人の
間を、本でつなぐお仕事ができれば
と思っています。

Q. 好きな本は何ですか。

ホラーが好きで、大賞作品をライン
読みしています（特に恒川光太郎、津
原泰水が好きです）。クロスメディア
で最近好きな本は『「事業を創る人」
の大研究 ）淳原中、聡中田（ 』で、ま
さに専門家が悩みに寄り添ってくれて
いる本です！

Q. 趣味・好きなことは何ですか。

エレキギター（邦ロック）、ジャズピ
アノ、リアル脱出ゲーム、深夜ラジオ、
日本酒、ワイン etc…広く浅く、色ん
なものに手を出したいタイプです。

昨年と今年で 2名の書籍編集者を迎え入れました。
どうぞよろしくお願いいたします!


