
最近「くまのプーさん」の「さん付け」が気に
なります。ほかのディズニーキャラクターは呼
び捨てなのに、プーさんにだけ強制的に敬意
が払わされているような気がしてなりません。
日本には「サザエさん」がいますが、これは磯
野家を「架空の隣人」として認識させる働き
があるように思えます。では、蜂蜜狂いのヌイ
グルミに「さん」を付ける理由は何か？「単純
に『くまのプー』だと語呂が悪いからだ」と自
身を納得させています。

「ソウルの女王」アレサ・フランクリンさんが亡く
なられ、好きだった「I Say A Little Prayer」
をヘビロテ中。（カバー曲だということに初めて
気づきましたが…汗）他の曲も色々聴いている
とどれも素敵で癒されます。朝晩涼しい時も出
てきた今日この頃。秋に向かう今、R&Bやゴス
ペル系が身に染みます♪ちなみに大阪駅の某
歯医者さんはいつもマライアキャリーのBGM。
お洒落な気分に浸れるんですが、虫歯治療のと
きはそんなことは言ってられません。（笑）

お盆明けぐらいからほぼ毎日偏頭痛に悩まされ
ています。症状でいうと右目の奥が、えぐられ
るほどの痛みと片目だけ充血し、涙が出ます。
さらに吐き気があり、鼻水が出て、死にたいくら
いの痛みが1時間以上続きます。偏頭痛は血管
が拡張する際に痛みが出るので、偏頭痛になっ
たら、患部を冷やして血管を圧迫して血管が拡
張するのを防がないと痛みは引きません。痛み
止めの薬も効きません。専用の薬しか効きませ
ん。早くこの痛みから逃れたいです。

これまで家族連れの帰省は基本的に年末年始
だったんですが、今年は夏に帰ってみました。
お盆を避けたこともあって、年末の大混雑とは
比べものにならないくらいの快適さ。何より新
幹線の切符の取りやすさが段違いでした。あと
地元の老舗っぽい店や屋外施設は年末年始は
ほぼ閉まっているし寒いので、今回は意外に妻
や子どもは連れて行ってなかった地元の名所め
ぐりをして楽しめました。あ、原稿も実家までお
持ち帰りでしたが……。 

SNSで人気の“ピザトル”が私の中でアツいん
です！ショウガラコ、別名ブッシュベイビーとい
う手のひらに乗るくらい小さなお猿さんで、く
りっとした大きい目と耳がとても可愛らしいん
です。変わった名前は、「ピザを取る」という響
きから名付けたというエピソードがおかしくて
笑ってしまいました。飼い主さんに甘えている
様子や、自分より大きいサイズの果物を食べ
ている様子が投稿されていて、最近はその動
画を見て癒されています。

30歳を過ぎた頃から、一人飲みが好きになり
ました。カウンターから焼き鳥が焼けるのを眺
めたり、壁のメニューをじっくり見たり・・・そん
な一人の時間にとても癒されます。周りがワ
イワイしているところで一人でいるなんて傍
から見たらさみしそうに見えますが、本人はと
っても幸せです。とはいってもみんなで飲むの
も好きですよ！地元のおじさんや観光中の外
国人と仲良くなれたりするのも一人飲みのも
う一つの楽しみだったりしますし。

先日、女子プロゴルフの試合を初観戦しました。
普段テレビで見る選手が間近にいるミーハーな
ドキドキ感を久々に味わいました。また正確無比
なスーパーショットに会場が盛り上がる場面もし
ばしば。そんなSNS映えするシーンがたくさん
あるにも関わらず「場内撮影禁止」のルールを
皆さん遵守し、スマホをかざしている人は皆無
でした。思えば競馬場も最近はマナーが向上し
てすっかりクリーンなイメージに。やはり人間の
本性は「善」なのでしょうか。

お盆休みを利用して実家に帰省してきました。
6月に結婚してから初の帰省だったので、奥さ
んを親戚に紹介したりと大忙しでした。祖母の
ところにも行ったのですが、10人いるいとこ
のうち、4人のいとこがみんな子供を引き連れ
て来ていたので大騒動でした。ちなみにいとこ
は女性ばかりなので、高い高いなどの肉体を
酷使する遊びは僕が引き受けたのですが、可
愛さのあまりつい頑張りすぎてしまったのでヘ
ロヘロになったお盆休みでした。

隣の席の編集部の古川が、昼食時にデスクで
麺類を食べているのを見かけた日は、無性に
麺類が食べたくなります。その日も古川に触発
され、帰り道にコンビニのカップ麺コーナーに
立っていました。コーナーを見渡すと、ひときわ
目立つ赤のパッケージが目に飛び込んできた！
『マルちゃん赤いきつねの焼うどん』だ！ マルち
ゃん（どん兵衛も）好き、カップ焼きそば好き、
それらが合体！ 即買いしました。以来、週3回く
らい食べてます。

私は本をたくさん買うのですが、一文字一文字
噛み締めて読んでいるためスピードが遅いんで
す。さらに、原稿やメールを読む時間は取れて
も、読書時間がとれていないので、「買う」に「読
む」がついて行っていません。そこで、週末に時
間をとって、買ってまだ読んでいない「小説」「歴
史書」「経営書」「経済書」「ドキュメンタリー書」
の５冊を、１章読んだら次の本と順繰りに読んで
みたところ、眠くならずに楽しく読書ができまし
た。他にも読書術を開発していこうと思います。

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

Keita Yahagi
矢作奎太

Daiji Hara
原大士

Koji Furukawa
古川浩司

Shunsuke Kitamoto
北本駿介

今月のお休み勉強会＆花火大会
オフショットver.

『仕事は嫌いじゃないけど、
   人間関係がめんどくさい！』

10万部企画販促会議
を書店のみなさまと合同で行いました！
毎年夏に弊社が開催している会議のことで、10 万部突破を狙う本づくりを目としてい
ます。書籍企画について、書店の皆様から編集・営業・販促に関するご意見を伺います。

担当編集：古川

　　  あまり本を読まない層を狙っているのです
が、タイトル・帯・コンセプトとカバーイメージが
ターゲットに合っていますでしょうか。
　　  企画書では読者ターゲットは 20代後半～
30代後半ビジネスパーソンとなっていますが幅を
広げてもいいかもしれないですね…中身もイラス
トを入れたら若い世代にも受けるのではないで
しょうか。40代～50代の部下を持つ上司にも役立ちそうですね。
　　  タイトルは「こういうことってある」と思えることですし、手に取っ
てもらいやすいワードが入っていると思います。オビは「説教している上
司にはとりあえず○○と言え」など具体例が載っていたほうが、どういう
本かわかりやすくなると思いました。

　　  いまのカバーデザインだと五木寛之さんの
本が置いてあるような文芸の棚に置かれるのでは
ないかという懸念があるのですが、「ビジネス・
自己啓発」に置けますでしょうか？
　　  人文、文芸にいく可能性はなくはないです
ね。ただお店によりますが、著者を見ればビジネ
スにいくのではないでしょうか。
　　  自己啓発の棚にはこのままだと置けないと思いました。サブタイト
ル（ひとりのときに人は磨かれる）をタイトルに持ってくると良いのでは
ないでしょうか。

『おとしどころの見つけ方   
   世界一やさしい交渉学入門』3 担当編集：矢作

1

『年齢に負けない
  「動ける体」の作り方』4 担当編集：坂口

2

　　  このタイトル・カバー（：話の通じない人
（=宇宙人）とわかりあえる（=握手）というイメー
ジ）でコンセプトは伝わりますでしょうか？欲し
いと思いますか？
　　　テーマとして需要がありそうですね。「お
としどころ」という言葉が日本人らしくていいと
思いました。
　　 「おとしどころ」という言葉は少しもやっとしますね…。企画書に
書いてあるように、 仕事からプライベートまで交渉は日常に溢れている
ということを示すといいかなと思いました。

　　  どういう風に営業していくのが良いでしょうか。
　　  TRF世代にはディスカッションでは好評でし
た。読み物部分で当時を懐かしめますね。あまり
おしゃれに売らずに、５時に夢中、サンデージャポ
ンなどで取り上げてもらえるようにするといいので
はないでしょうか。
　　  女性に対して売るのであれば、表紙が男性
向け感が強いのでもう少し万人受けするように変えるといいと思いまし
た。プロモーションが大事だと思うので、テレビの露出やTRF25周年と
いうバックグラウンドで初動を伸ばしていくことが必要だと思います。

昨年は本会議にて『営業』が議題にあがり、5万部のヒットになりました。
これまでも『鬼速PDCA』、『自分を変える習慣力』、『日本人にしかできない気づかいの習慣』など
ロングセラーが生まれました。毎年書店員さんとの熱い議論を経て、次のベストセラーを世に出しています。

10万部を狙う企画はコチラの4書籍！

『孤独   「ひとり」のときに、人は磨かれる』
担当編集：根本&矢作

祝!初担当企画

矢作

古川

書1

書 2

坂口

書1

書 2

矢作

書1

書 1

書 2

書 2
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2 3 スタッフのつぶやき…コンテンツ・間違い探しアメリカのビジネス書トレンド10万部企画販促会議 4

Highlight!



ムズ。「1滴の血液から200種類以上の病気が診断できる」と謳

う検査を売りにセラノス社はたちまちシリコンバレーでユニ

コーン企業となりました。しかし実はそんな検査技術は実在せ

ず……。ジャーナリストである著者が企業秘密という盾に隠れ

て行われてきた詐欺行為を暴いたルポタージュであり、シリコ

ンバレーの光と闇を描く秀作です。ちなみにタイトルの「Bad 

Blood」には嫌悪や憎しみという意味もあり、ダブルミーニング

となっています。

最後は、9位にランクインした『Dopesick』。8月上旬に発売され

たばかりの話題作です。善良なる市民社会にも差すドラッグの

影。アメリカを侵食し、権力や富に利用される麻薬の全貌を解き

明かします。著者であるべス・マーシーは数々の賞を獲得した

ジャーナリストで、弱者やアウトローについての調査報道で高い

評価を得ています。

９月はアメリカの歴史や、社会の影の部分に迫るドキュメンタリー

的な書籍が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！

ここ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。

９月に入り気温も落ち着いてきたころでしょうか。NYで秋と言え

ば芸術の秋。年に一度のスミソニアンデーも９月に開催され、

NYでも一部のミュージアムが無料で入れます（ちなみにスミソ

ニアン博物館があるのはNYではなく、ワシントンD.Cです）。一

方で、日本で秋と言えば読書の秋ですね。この機会に自分の読

書習慣を見直してみるのもよいのではないでしょうか。

それでは、８月のランキングを見ていきましょう。

最初にご紹介するのは、3位の『Leviathan』です。実はアメリカ

の発展に捕鯨は大きく貢献しており、本書はその歴史を細かく読

み解くものです。アメリカがイギリスと同等の地位を築くことが

できたのも、日本が開国を迫られたのも捕鯨が関係しているとも

指摘しています。何度か日本で反捕鯨活動を行っている「シー

シェパード」も膨大な数のクジラを犠牲にしてきた歴史的背景が

関係しているのかもしれませんね。

続いて、７位にランクインした『Bad Blood』です。「ジョブズの

再来」として称賛されていたセラノス社創業者エリザベス・ホー

8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）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

Think and Grow Rich

（邦題）権力（パワー）に翻弄されないための48の法則〈上〉〈下〉 （角川文庫） 
著：ロバート・グリーン、ユースト・エルファーズThe 48 Laws of Power

（邦題）クジラとアメリカ：アメリカ捕鯨全史
著：エリック・ジェイ・ドリンLeviathan: The History of Whaling in America

Dopesick: Dealers, Doctors, and 
the Drug Company that Addicted America 

（仮題）汚れた血：シリコンバレーのベンチャー企業での詐欺行為
著：ジョン・カレイロウ

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

（仮題）国際指名手配：
　　　大型融資、殺人、そして正義のために戦ったある男の真実の物語
著：ビル・ブローダー

StrengthsFinder 2.0 （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 
著：トム・ラス

Outliers: The Story of Success

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

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

（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The 7 Habits of Highly Effective Teens

（仮題）麻薬中毒：アメリカを蝕むディーラー、医師、ドラッグカンパニー
著：べス・マーシー

Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and 
One Man's Fight for Justice
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ぼく、クロスメディアの
クロスくんだよ! よろしくね!

ぼく、クロスメディアの
クロスくんだよ! よろしくね!

3

新企画!
営業部内でブームになっているサイゼリヤの間違いさがし、盛り上がりすぎてクロスメディアの
間違いさがしを作ってしまいました！ぜひやってみてくださいね！

7月発売の「サイゼリヤのまちがいさがし」 (新星出版社)をGetしなくては！
※答えは、来月のかわら版で !

売れ行き良好書ランキング 売れ行き良好書ランキング

左と右で

まちがいが

10コあるよ!

ひだり みぎ

逃走中、戦闘中、Numer0n（ヌメロン）、ノイタミナなど、
数々のヒットコンテンツを生み出した企画者の

世界一簡単なコンテンツのつくり方

9月にNewsPicksにて著者 髙瀬さんとオリエンタルラジオの
中田敦彦さんとの対談が掲載されます！

・ベタが最強　・編集動画の時代
・世の中のもの、すべてが「コンテンツ」
・コンテンツ化とはマッチングである
・コンテンツ化は「制約」があってこそ
・インフルエンサーに頼りきらない
・コンテンツがメディアを選ぶNews （目次より抜粋）

「コンテンツの謎を
  知りたい人に最高のガイド」 吉田正樹氏

株式会社ワタナベエンター
テインメント 代表取締役会長

「マーケター、
  クリエーター必読の一冊」 竹谷祐哉氏

株式会社Gunosy 
代表取締役CEO

「感性と感覚のコンテンツを
  見事に言語化した！」 中川悠介氏

アソビシステム株式会社 
代表取締役社長

「コンテンツの大切なことは
  全部ここに書かれている」 加藤隆生氏

株式会社SCRAP代表・
「リアル脱出ゲーム」創設者

各界から
絶賛の声
続々
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