
出版業界を盛り上げるために新サービスを構
想中です。それにより、読者一人当たりの年
間書籍購入冊数や単店流通人口を上げるこ
とができれば、本の年間合計販売冊数をダイ
レクトに上げることができます。進捗はここで
発信していきますので、応援よろしくお願いし
ます。プライベートでは、学生の頃にやってい
た合唱を再開しました。色んな国、色んな時
代の合唱曲を聴くために楽譜やCDを買い漁
る癖があるため、貯金ができません(笑)

「丸山ゴンザレス」さんについて何人の方がご存
知なんでしょうか。TBS深夜の紀行バラエティ番
組「クレイジージャーニー」に度々出演される、海
外の危険地帯専門ジャーナリストさん。カメラを向
けるな！と現地の方から罵声を浴びながら取材して
回り…銃声が遠くから聞こえ…クスリを目の前で
打つ人たち…倒れている人…。周りにゴンザレス
ファンが少ないのでもっと広めたい！と思ってここ
に書いてみました。笑 YouTubeで観れるのでぜ
ひ衝撃シーンについてお話出来たら嬉しいです！

父親の還暦祝いで石川県に帰ったのですが、姪っ
子、甥っ子の成長にビックリしました。数か月前まで
は、抱っこをしても平気だったのが、今では大きくな
り、抱っこをするのが大変・・・それでも「抱っこ！」と
言われると、なぜか抱っこをしてしまう・・・。もう姪っ
子甥っ子が可愛くて仕方ありません。特に1番下の
3歳児は最近「俺」と使いだして可愛いんです！なん
でも買ってあげたくなります。実際、買わないです
けどね。小学2年生の甥っ子は最近、ガンプラを作
るのが好きみたいで、血は争えないと感じました。

アメリカでは宿題を忘れたときに「犬が食べ
た」と言い訳するというネタがありますが、先日
同僚と「これまでどんな言い訳をしたか」につ
いて話しました。人間性を疑われそうで言えな
かったのですが、私は高校時代、「風が強くて
自転車が進まなくて」「雨が降ったので」と言っ
ては休み、「天気がいいので帰ります！」と言っ
ては早退していました。もはや言い訳ですらな
いですね。もちろん社会人になってからは、心を
入れ替えて真面目に働いています！

夏本番ですね！半袖を着るようになってから、毎日
日焼け止めを塗っています。日焼けを防いでくれる
ことはいいのですが、塗ると擦れて服につき白く汚
れてしまうことが悩みです。紺の服を着ると夕方に
は埃を被ったかのように薄汚れて見えるんですよ
ね。なるべく服に触れないようにしたりウェットシー
トで拭いたり、試行錯誤したのですがうまくいかず
...最近は諦めて濃い色の服は封印して、もっぱら白
のトップスにグレーのパンツです。この悩みあるあ
るだと思っているのですがみなさんはどうですか？

7月に発売された「サイゼリヤのまちがいさが
し」（新星出版社）が気になっています。という
より大ファンです！サイゼリアのキッズメニュー
でこのまちがいさがしに出会ったのは大学1年
のときでした。子供向けと侮るなかれ。4人が
かりでも10コあるはずの間違いが9コしか見
つからない。終電も忘れ、朝までかかってよう
やくすべてを発見。朝日の照らすサイゼリアで
「こんなの子供向けじゃねーよ！！」という友人の
一言は今でも忘れません。 

4月より経営企画室と兼務になり、ほとんどの書
店さんと取次さんの担当を外れてしまいまし
た。現場を離れるのは寂しいですが、原点を忘
れずに仕事に邁進したいと思います。一方で業
務の種類がとてつもなく増えたため、これは仕
事の処理能力を上げなくてはまずいと思い、
『すべての仕事は10分で終わる』を読みまし
た。LINE元社長の森川さんの本ですが、「大き
い仕事は10分でできる作業に分解する」等、参
考になるメソッドが満載でした。おススメです！

この前はじめて崎陽軒のシウマイ弁当を食べ
たのですが、それ以来ハマっています。シウマ
イ弁当にはたくさんの具が入っているので、そ
の食べる順番のバリエーションの多さを楽しん
でいます。実は食べ方の解説本が出ていたり、
ネットにも記事が出ているので、人それぞれ食
べ方やこだわりがあるので見ているだけで面
白いです。まだまだ私は初心者ですので、オス
スメがありましたら、ぜひお教えください。

数ヶ月からショルダーバックをやめ、リュックに
切り替えました。そうしたところ、あんなに痛か
った肩がウソのように軽くなりました。満員電車
では前に抱えなおしたり、物の出し入れのたび
に肩から降ろしたり、格段に面倒くさくなった一
方、肩が軽くなったのはそれを補って余りある
恩恵が……と思っていた矢先、肩の痛みが和ら
いだことが関係あるのか、今度は腰に痛みが
……。もはや43歳にもなったらどこも痛くない
体って無理なんでしょうかね。

W杯での日本代表の活躍、特に我が鹿島アントラ
ーズの大迫、柴崎、昌子選手が、それぞれのポジ
ションの中心を張っていたのは、喜ばしいことで
すが、大舞台で活躍した選手にはオファーが殺到
し、その選手は次なるチャレンジを求め、新天地に
心が向きます。寿命の短いプロの世界は、そうい
うものかもしれません。Googleやトヨタでも同じ
問題があると言っていたので、このことを前提で、
経営は行っていかないといけないんでしょうね。
その前に、プロ集団にならないといけませんが。

根本輝久
Teruhisa Nemoto

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

大森三規雄
Mikio Omori

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

川﨑彩乃
Ayano Kawasaki

中平麻衣子
Maiko Nakahira

Takuya Cho
長琢也

Daiji Hara
原大士

Yukari Tsuchiya
土屋友香里

Shunsuke Kitamoto
北本駿介

今月のお休み

書店店頭写真

発
売
後
即
重
版
！

万
部
重
版

疲労、肥満、不眠、不安、病気、老化
など、、、私たちが抱えるこれらの悩み
は文明が発展するにつれて出てき
たものです。これらをまとめて文明病
と名付け、文明病を取り払って本来
私たちが持っているパフォーマンスを
発揮するにはどうすればいいのか？
その方法を全て科学的根拠とともに
ご紹介しています。

お盆休み品切れ注意!!
Bon vacation attention caution!

し
ま
し
た
!!

鈴木祐／本体1,480円（税別）／ISBN：978-4-295-40212-1

『
』

これからしかけていただく書店様です（7/25現在）

4
ビジネス・経済

カテゴリ 1位

 売れに売れて

追加注文
殺到中！

Amazon
総合順位最高で

5位
発売1週間で仕掛けの
追加注文も続 ！々

帯には
メンタリスト

DaiGoさんの
推薦文も

1
Check

2
Check

3
Check

Bファースト中野店　　100冊

J書店三宮駅前店 30冊

Y隣堂武蔵小杉 30冊

Lブロ浅草 30冊／A書店志木店 30冊

B書店姫路店 30冊

K文堂府中本店 35冊

B書店大阪店 30冊

他、多数

T書店静岡本店 30冊

T書店菊名 30冊T書店三軒茶屋天 30冊

M善多摩センター 30冊 J書店池袋本店 30冊 J書店明石店 30冊

S省堂大宮高島屋店 20冊 Bファースト練馬店 20冊

Bファースト自由ヶ丘店 30冊

Bファースト西宮店 30冊

Bファースト川越店 30冊

Bファースト北千住 30冊

K伊國屋書店
ららぽーと豊洲店 30冊

Bファースト六本木 50冊 MJ書店梅田店 50冊 M書店岡山店 50冊

M書店浜松市野店 50冊 K伊国屋新宿本店 50冊 Y隣堂横浜西口 40冊 J書店難波店 40冊

30冊
Bファースト
ルミネ町田店
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次に紹介するのは、7月に出たばかりの新刊『The Art & Science 

of Respect』です。著者であり、起業家でもあるジェイムス・プリン

スがいかにして成功を収めてきたかが書かれた一冊となっていま

す。レコード会社での代表やボクシングのPRなど、業種にこだわら

ずに多くの結果を残してきた著者の秘密が詰まっています。起業を

考える方に、ぜひお勧めです。

最後に紹介するのは、7位にランクインした『Emo t i o n a l  

Intelligence 2.0』です。自己や他者の感情を知覚し、また自分の感

情をコントロールする知能をあらわすEQ（心の知能指数）をいかに高

めるかについて書かれている一冊です。朝の通勤ラッシュ、上司から

の理不尽な説教、家庭内でのいざこざなど、日常には多くのストレス

がありますよね。また、日本人は遺伝子レベルでストレスに弱い傾向

があることもわかっています。本書は、日頃から多くのストレスを抱え

ている方々の救世主となるかもしれません。

今回のランキングは、数ある名著を差し置いて、マルコム・グラッド

ウェルの作品が二つランクインしています。あらためてこういったロ

ングセラー作品に触れてみると、何か発見があるかもしれませんね。

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。

8月になり、日本の多くの学校はもう夏休みに入った頃ですね。長期

休暇に思い切って海外旅行をするという方も多いのではないでしょ

うか。もしあなたがNYに行こうと考えているのなら、ぜひセントラル

パークをお勧めしたいですね。せっかくの海外旅行は、休む暇なく

色々なところに観光に行きがちですが、NYは真夏です。暑さで熱中

症にでもなってしまえば元も子もありません。自然いっぱいのセントラ

ルパークでのんびり過ごすことも悪くはありませんよ。

それでは、7月のランキングを見ていきましょう。

まず紹介するのは、2カ月連続でトップ10入りし、今月1位となった

『Outliers: The Story of Success』です。著者のマルコム・グ

ラッドウェルは、多くのベストセラーを作った、アメリカ人気No.1と

言っても過言ではないビジネス書作家です。スティーブ・ジョブズや

一流プロスポーツ選手など、さまざまな例から天才の法則を紐解い

ていきます。今では有名になった「１万時間の法則」もマルコム・グ

ラッドウェルが提唱し始めた考え方だと言われています。本書を読め

ば、今からでも天才に近づくことができるかも知れません。

7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）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒルThink and Grow Rich

（仮題）「尊敬」の技術と科学
著：ジェイムス・プリンス/ジャスミン・D・ウォーターズThe Art & Science of Respect

The 7 Habits of Highly Effective Teens

（仮題）心の知能指数2.0
著：トラヴィス・ブラッドベリー/ジーン・グリーブス /パトリック・M・レンシオーニ

（邦題）ティッピング・ポイント　
　　　いかにして「小さな変化」が「大きな変化」を生み出すか（飛鳥新社）
著：マルコム・グラッドウェル

（邦題）SHOE DOG （東洋経済新報社）
著：フィル・ナイト

Outliers: The Story of Success （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

How to Win Friends and Influence People

Emotional Intelligence 2.0

（邦題）ヤバい経済学
　　　悪ガキ教授が世の裏側を探検する（東洋経済新報社）
著：スティーブン・D・レヴィット/スティーヴン・J・ダブナー

Freakonomics: 
A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

（邦題）やり抜く力　
　　　人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける（ダイヤモンド社）
著：アンジェラ・ダックワース

Grit: The Power of Passion and Perseverance

（邦題）7つの習慣 ティーンズ （キングベアー出版）
著：シーン・コビー

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

台北

長崎

鹿児島

沖縄

『誠品書店』

『誠品書店』の特徴

世界の本屋さん

雑誌TIMEで「アジアで最も優れた書店」と評された美しい書店

そ
れ
で
は
、

次
回
も

お
楽
し
み
に

出 び 飛  せ !
ココ！

中1階
(円形
 売り場)

中国医学、風水、アロマテ
ラピー、算命学、漫画、グ
ラフィックノベル

1階
新刊、自己啓発、コレクシ
ョン、宝石、時計、ファッ
ション、旅行など実用書
が充実している

地階
売場

機械、電子工学、マルチメ
ディア、コンピューター、
辞書、コミュニケーション、
マーケティング、投資など

日本の書店様には伺っていま
すが、他の国の本屋さんはどん
な感じなんだろう？そんな興味
から、世界の本屋さんに詳しい
能勢仁さんにインタビューし、
ご紹介したいと思います！

誠品書店の中でも今回ご紹介
する台中中友百貨店内にある
こちらが最も落ち着き、貫録が
ある。入口から店内に入った時
の吹き抜けの天井の高さ、雰
囲気に圧倒されます。

店舗レイアウトに円形広場が
ある。階段状になっている所が
読者の座り読みの場所になっ
ており、利用者が多い。吹き抜
けになっている周辺の壁は回
廊式の陳列になっている。木
目調の床、平台・棚は優雅な作
り。商品構成は専門書が中心。

第2回　―台湾・台中―

ちなみに

日本の某書店の参考にされた
書店でもあるそう…(？)

台湾はチェーン書店大国で、金石堂書店99店、新学友書局39店、誠品書店34店、阿嘉仁書店24
店、紀伊國屋書店5店などがあります。店舗数、販売金額では金石堂書店がトップですが 店舗規模、
レイアウト、陳列、情報量、クオリティ、信頼度、店格では断然誠品書店！1989年創業、売上412
億円（2015年）従業員1,600人で台湾を代表する書店さんです。

中国経典、日本文学、独
露文学、仏文学、米文学、
台湾研究、ジェンダー、政
経法書、書法

中2階
回廊
売場
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