
根本さんの実家からユリのつぼみの鉢がいくつ
か送られてきたので、自分の窓辺に1つもらっ
て育てています。同い年の同僚から「私も水あ
げていいですか？」と聞かれたのですが、ちゃ
んと自分で育てたかったので「嫌です」と断り
ました。僕の言い方が冷たかったからか、同僚
は結構成長した状態のユリをもらってきて、当
てつけのように僕のユリの横で育て始めまし
た。結局、先に花を咲かされてしまいました。人
に冷たく当たるものじゃないなぁと思いました。

大阪・東心斎橋のお寿司屋さんで社長と晩御
飯中。私:「いまさらテラスハウスにハマってる
んです～、“テラスハウス出るんで3か月会社
休ませてください！”とか言ったらふざけすぎで
すよね～ははは～」社:「おもしろいじゃん！行っ
てきなよ！有名になってあちこち営業してき
て」私:「…え？( ﾟДﾟ)」最新話の軽井沢編に
今、ドタイプのプロスノーボーダー君が出てい
る。これは…チャンスか！？最近の一番の悩み
です。（笑）

先日、パチンコ店で「ファン感謝デー」という、来
店者全員対象のくじ引きがありました。そこで、
なんと一等を当てちゃいました！！景品は
「RENAULTの折りたたみ自転車」でした！値段
を調べたところ34,000円もするんです！嬉しく
てハイテンションで自転車に乗って帰ったんです
が、鍵がなく、盗まれたくないので、部屋まで運
びました。そしたら、腰を痛めました…くしゃみす
ると痛いです。これを書いているとき腰に湿布貼
ってます…これから筋トレ始めたいと思います。

大の運動嫌いを貫いてきた私ですが、最近な
ぜか「運動欲」が高まっています。ということで
先日、話題の「VRサイクル」を体験。暗闇の
中、爆音のEDMとモニタに流れる映像に合わ
せ、大人数でひたすらペダルを漕ぎます。キツ
イ傾斜を越えると「フゥー↑↑」と歓声、終了後
はハイタッチと、アゲアゲなノリに若干の場違
い感はありましたが、楽しく運動できました。そ
の後、焼肉を食べたので消費カロリーはパーに
なりましたが…。

上野の国立科学博物館で開催されている「人体展」に
行ってきました。最初に人体展のポスターを見たときは、
プラスティネーションの人体標本が展示されているのか
と勘違いしたのですが、そうじゃなく解剖学の歴史がメイ
ン。ダ・ヴィンチが人体を解剖して描いた人体解剖図の実
物、動物やヒトの臓器の標本なども展示されていました。
ちなみにプラスティネーションとは人間や動物の遺体に
含まれる水分と脂肪分を合成樹脂に置き換えることで保
存可能にする技術のことなのですが…人体標本は倫理
的な問題も。ご存知ない方は一度ググってみてください。

最近、安野モヨコさんの「くいいじ」（文春文
庫）という食ベ物エッセイを読みました。安野
さんの日常生活と「食ベ物」にまつわる話が料
理のイラストとともに描かれている本です。登
場人物や料理の描写がとても魅力的で、なお
かつちょっと笑える。漫画家さんの感性ってや
っぱりすごいと思いながら、読み終わったとき
「毎日おいしいご飯を食べられるって幸せだ
な」と月並みな感想しか浮かんでこなかった自
らの貧弱な感性を呪いたくなりました。

「ハゲタカ」が7月からドラマ(テレビ朝日系)で
始まるそうですね。10年以上前に放映された
NHK版は本当に良いドラマでしたし、原作の
書籍もストーリーや描写がすごくリアルで、ハ
ゲタカ好きとしては今から楽しみです。個人的
にはNHKのキャスティングでもう一度「誇りで
飯が食えますか！？」といった名言を聞いてみた
かったのですが･･･。ビジネス小説本が再び店
頭で活況になることを願いつつ、真山仁をもう
一度読み直したいと思います。

5年間住んだ阿佐ヶ谷を引っ越すことになりま
した。阿佐ヶ谷にはいい飲み屋さんがたくさん
あり、そこでいろんな人と知り合ったり、いろ
んなことを教えてもらいました。この5年で体
重増や肝臓の健康値悪化、ときどき記憶と失
ったものも（いや、むしろ増えた）多いですが、
たくさん勉強させてもらいました。とはいえ、
引っ越し先は阿佐ヶ谷までバス10分くらいで
行ける西武新宿線の駅なので、引き続きお世
話になろうとは思っています。 

先日、ある企画の著者と話をしていたところ、
著者の子ども時代の話になりました。その方は
東京の青山あたりの生まれだそうで、小さい頃
は今の秩父宮ラグビー場の近くでよく野球をし
ていたそうです。東京オリンピック開催前のこ
とであの辺りも特にお金持ちが住む場所では
なかったのだとか。もっと驚いたのは原宿はホ
ームレスの溜まり場で、子どもが近づけるよう
な場所ではなかったとのこと。今の原宿しか知
らない世代には信じられないことですよね。

行こう、行こうと思いながら足を運んでいなかっ
た、業界話題の天狼院書店に行ってきました。
2013年に池袋でのオープンから、福岡、京都な
ど５店舗を展開。先々月の４月にオープンしたビ
ジネス書に特化したお店は、池袋の駅ビルと好立
地にありますが、１店舗目は駅から10分以上歩く
場所の雑居ビルの２Ｆにあり、よくここまで辿り着
いたなぁと感心しています。スモールで支持さ
れ、スケールしていく。このような書店や出版社
がこれからどんどん出てくるような気配がします。
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今月のお休み

「うわ〜、以前勤めてた
ブラック企業、
見事なくらい全項目
当てはまってて
ちょっと笑っちゃったわ(笑)」

当て

はまっ
たら

要注意
！
あなたはどっちの職場!?

即戦力に
ならない人は見守る

即戦力に
ならない人は切り捨てる 研修はしっかり行う

実践のみで育てる部下の成長が上司の
評価になる

部下の指導は
プラスαで行う 常に静か

適度にワイガヤ

不安に満ちた「戦場」

安心できる「ホーム」

「ここにいたら潰される」と感じたら、人は逃げていく
『「人が逃げる職場」にならないように、気をつけておきたい2つのポイント』と題して、

「前の会社は典型的な「人の逃げる職場」で、
良いリーダーも居なければ良いマネージャーも
居ませんでした( _́ゝ )̀ 成長のためと称してペーペーに
全て丸投げ、成果は横取り。仕事のできる人から
新しい仕事を見付けて辞めていく。残るのはどこの
会社でも使えないような人だけ…という悪循環。」

地方・郊外のインショップ、女性が多いお店で売れています。
人事労務の元棚から話題書へ移動させたら一気に売れた書店さんも。

Yahoo!ニュースにて紹介され大きな反響が！

内容がキャッチーで、多くの働く人が関心があるテーマなので、ぜひ新刊台でご展開ください！

展
開
写
真
◀

「現場の大変さを
上司自身が確認し、
きちんと認めてくれる。
そんな会社ではたらいて
みたいものです」

『人が集まる職場 人が逃げる職場』
人が逃げる職場？

人が集まる職場
？
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れる一冊です。

続いて4位の『Designing Your Life』です。スタンフォード大学

の講師2人が贈る、あらゆる年齢や職種の方々2000人の仕事の

悩みを解決してきたベストセラー。日本では『LIFE DESIGN（ラ

イフデザイン）―スタンフォード式 最高の人生設計』というタイ

トルで出版されています。また、5位の『The Designing Your 

Life Workbook』は新たに出版されたワークブックで、合わせて

役に立つこと間違いなしです。

そして、8位にランクインした『The Total Money Makeover』。

「これまでに500万部が完売した」とニューヨーク・タイムズでも

取り上げられた話題の書籍です。「お金はコントロールすることが

できる」「危険なお金の10の誤解」など、著者のデイヴ・ラムジー

が培ったお金との付き合い方を紹介します。お金の使い方に悩ん

でいる人にぜひ読んでほしい本です。

5月は、自分自身や自分の生活を見つめ直すための本が多くラン

クインしました。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！ NYの6月は、夏の始まりと言われています。気温が

30度以上になる日もあり、半袖でも過ごしやすい陽気になってき

ます。6月になると、例年NYの街では文化的なイベントが催され

ます。これまでには、参加自由のダンスパレードや、海の生物や人

魚の仮装をして楽しむマーメイドパレード、さらに屋外での映画鑑

賞やシェイクスピア演劇の無料鑑賞などが行われています。パ

レードで盛り上がるもよし、映画や演劇で感動するもよし、たくさ

んの楽しみ方があります。

それでは、5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『VentureGirls』です。著者のクリ

スタル・グランチャイは、起業のための体験学習を提供する団体

の創設者で、主に青少年に起業家精神を教えている女性です。本

書ではエンジニアの男女比率などを中心に、あらゆる職業におい

て男女間の差がある現状に警鐘を鳴らしています。仕事で成功を

するときには男女の差など関係ない、ということを改めて教えてく

5月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

（邦題）LIFE DESIGN（ライフデザイン）
　　　―スタンフォード式 最高の人生設計（早川書房）
著：ビル・バーネット、デイヴ・エヴァンス

The Total Money Makeover: 
Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness

（邦題）人を動かす　新装版（創元社）
著：デール・カーネギーHow to Win Friends and Influence People

（仮題）資本主義万歳！　実業家になったとあるアメリカ人の物語
著：ケネス・ランゴーンI Love Capitalism!: An American Story

Think and Grow Rich

（邦題）習慣の力 The Power of Habit （講談社）
著：チャールズ・デュヒッグ

（仮題）お金の大改革　決定版　証明済み、経済的健康を手に入れるためのプラン
著：デイヴ・ラムジー

（邦題）新懸命なる投資家　
　　　割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法（パンローリング）
著：ベンジャミン・グラハム

VentureGirls: Raising Girls to Be Tomorrow's Leaders （仮題）ベンチャーガールズ　未来のリーダーへとのし上がる少女たち
著：クリスタル・グランチャイ

Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life

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

（仮題）とてつもないあなた　はい上がれ、抜きん出ろ、打ち負かせ、繰り返せ
著：サラ・ロッブ・オハガンExtreme You: Step Up. Stand Out. Kick Ass. Repeat.

（仮題）LIFE DESIGN ワークブック　より良い人生設計のためのフレームワーク
著：ビル・バーネット、デイヴ・エヴァンス

The Designing Your Life Workbook:
A Framework for Building a Life You Can Thrive In

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

The Intelligent Investor Rev Ed.

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

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

ました。第2回目は、編集部の戸床さんです。

気になる！
あの子の本棚

『縷縷日記』(リトルモア)
る　　る

2006年刊/1,700円＋税

川﨑﨑（以下川）：気になる！あの子の本棚～！

第2回は『人が集まる職場 人が逃げる職場』を

編集した戸床さんです！

あ、重版おめでとうございます！

戸床（以下戸）：ありがとうございます！！

かわら版1面でもご紹介していますが…

今いろんな職場で問題になっているテーマの本

だと思うので、そこがうけてるならうれしいです!

川：まあまあ自社の本の話はここまでとして…
戸床さんのお気に入りの一冊を教えてください。

戸：そうだね笑。では早速…『縷縷日記』って

いう本で、女優の市川実和子さん、デザイナーの

eriさん、写真家の東野翠れんさんの仲良し3人組

による交換日記風エッセイ集です！

川：ヘ～！素敵なカバーだね。
縷縷ってどういう意味？

写真は次のペ
ージだよ～

戸床さんもかわい
いー!

戸：「細く絶えずに

続くさま。こまごまと

述べるさま。」っていう

意味らしいんだけど、

その名の通りそれぞれの

日常が写真やイラスト入りで

こまごまと綴られているの。

みてみて！こんな感じ。

川：そうだったんだ！本との出会いって

いろんなところにあるね。

最後に、この本を一言でいうと？

戸：オトナになって忘れてしまった

子どものころのときめきを

思い出させてくれるような本です！

川：ありがとうございました！

川：わ～！
手作り感がすごいね。

戸：そうなの、

実際に交換された

紙の日記帳を

スキャンして

つくってるんだって。

シールとかチェキを

貼ってコラージュ

してたり、関係ない落書きが

散りばめられていたりするのがそのまま本に

なってるんだよ。こういうのはやっぱり紙じゃないと

できないことだなって。

川：こういう形の本があるの知らなかったなあ。
ちなみにどこで知って買おうって思ったの？

戸：実は前に、好きな服飾デザイナーさんの

トークイベントに行ってきて。そこでね

そのデザイナーさんが「今の活動の源になった

思い出深い本」って紹介してたんだよね。

その話と、イベントで内容の紹介を聞いて

面白そうって思って買ったんだ。

そういう出会い方をしたのもうれしい！

これがわたしの

お気に入りの本！かわいい!!

わしの会社は

大丈夫かのお…

ウィーン

なんか、突撃!隣の晩ご飯！に似てない？（笑）

気になる!
気になる!

仲良しー
仲良しー

本を通じてそのデザイナーさんと繋がれるね！


