
今年から観た映画を記録しはじめました。現在
の本数は54。１年に100本とか200本とか観
る人は本当にすごい……。今年上映された中
で個人的なおすすめは『ブリグズビー・ベア』
です。誘拐され、世間を知らずに育った主人公
が、唯一の心の拠り所だったブリグズビー・ベ
アという架空のクマと一緒に現実に立ち向か
います。悲劇：喜劇のバランスが５：８の黄金比
です。完璧です。レンタルも開始しているの
で、年末年始にぜひご覧ください。

学生時代の部活女子11人LINEグループにて。
独身、ワーキングママ…それぞれの生活。ある日
夜遅く、仕事帰りのメンバーが「帰ってちゃんと
お風呂入れるか自信ない」。疲れてるとお風呂も
しんどいよねと共感してたら皆のコメント「1日
入らんでも死なへん」「てかバレへん」「ウェッテ
ィーで拭いとき」「枕にタオル敷いて明日も同じ
髪型で」「そういや昔、先輩がヘアセット崩した
くないから座って寝たってゆってたよね」 …危機
突破力高めのオカン達（と先輩）。心強い。笑 

先日、前職の友人の結婚式で石川県の実家に
帰省してきました。新郎新婦ともに幸せそうでし
た。そんなとき、ふと思ったのですが、自分って
いつ結婚できるのだろうか・・・このままできない
んじゃないのか・・・不安になりました。兄が結婚し
たのが28歳の時でしたが、当時大学生だった
私は、「俺は絶対もっとはやく結婚してやる」と
思っていたのに、兄が結婚した28歳になってし
まい、まもなくその年を過ぎようとしています。
とりあえず、仕事に励んで気を紛らわせます。

最近、運動不足と食べ過ぎで体重が増えてき
たので、「ちょっとは鍛えようかな」と1日に最
低1回はビルの7階にあるオフィスまで外階段
を歩いて上がってくるようにしています。最近
の研究によると、食後すぐに運動すると脂肪が
よく燃えるらしく、実際に昼ごはんの後にはい
い腹ごなしになるんですが、一点だけ難点が。
私、十数年前からだんだん高所恐怖症になっ
てきてまして……7階ってけっこうな高さなん
ですよね。外階段こわいです。

先日人生で初めて結婚式に出席してきまし
た。なにせ初めてなのでドレス、靴、クラッチバ
ッグ、アクセサリーなどなど揃えるものがたく
さん！どのデザインにしようかあれこれ選ぶの
も楽しかったのですが、一番わくわくしたのが
当日のヘアセット。髪の毛はアイロンでウェー
ブにしてふわふわのシニヨンにしてもらいまし
た。初めてのドレスアップにうきうきわくわく胸
を躍らせた一日でした。

もうすぐ今年も終わりですね。日本の年末には
皆さん1年の締めくくりの挨拶をしますが、世界
には時間を表す言語を持たない、つまり時間と
いう概念を持たない人々もいるそうです。ある
のは昼や夜、雨期や乾期の区別、そして子ども
が生まれるなどのライフステージの節目など。
あと、時間だけでなく数や色の捉え方なんかも
万国共通ではないのだそうで。だから何という
話ではないんですけど、へえ～と思ってしまっ
たので共有です。 

テレビで「平成最後の」というフレーズを聞かな
い日がない位、このところ常に前置きにされてい
ますが、実際の中身は「最後らしさ」は何もない
ことがほとんどです。せめて紅白歌合戦くらい
は、メドレーで平成のヒット曲を聴きたいもので
す。KAN、篠原涼子、BBクイーンズ、米米
CLUB・・・等、30代以降の世代は懐かしさを味わ
ってもらい、20代には“今でもイケる”名曲を伝
える、まさに「最後のチャンス」です。大人の事情
もあると思いますが。実現してもらいたいです。

書店で会計をしていると「パパ何してるの～」と
2歳ぐらいの男の子に後ろからタックルされまし
た。振り返って顔を見ると、間違えたことに気が
付き、ギョッとして逃げていく男の子。自分にも
あのぐらいの歳の子どもがいてもおかしくない
んだよなぁと思いつつ、会計を済ませて外に出
ると、さっきの男の子とその家族がいました。そ
こにはどう見ても僕とは似ても似つかない服装
＆体系のパパ・・・。少年よ、どこをどう見間違え
てタックルしてきたんだ？ 謎は深まるばかり。

いま、発達障害の本を編集しています。大人
の発達障害も含め、最近は本当によく聞くよう
になった話題です。最近ではNHKでも発達障
害に関する番組が日に何本も。それもそのは
ず。発達障害の子どもが近年急増しているそ
うです。いま編集している本は翻訳書ですが、
類書とは全く違う治癒を目指す治療法につい
て書いてあるので、悩んでいる多くの親御さ
んに届けられるよう、書店の皆様にもご協力
いただけたら幸いです。

Facebookで日常を発信する人、たくさんいますよ
ね。「カルボナーラ、おいしい！」って見せられても… ネ
ットが普及する以前は、個人が手軽に情報発信できな
かったからわからなかっただけで、本来、人間は情報を
知りたい欲求と一緒に情報を伝えたい欲求も持って
いるのでしょう。私ももうおじさんですが、わたしより
ももっとおじさん、おばさんたちのFacebookでの日
常発信力は凄く、それが若者のFacebook離れにつ
ながっているとか。考えたら、両親や先生とつながって
いるのって嫌ですよね。きっと社長も嫌だよね…
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今月のお休み
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梅田のカフェで部長らしき人がマネージ
ャーらしき人に「部下に嫌われたらまじ
で終わりだから！仕事進まないから！」と
力説。その通り!この本を手渡したくなり

ました。（笑）部下に動いてもらわなければ仕事の効
率、生産性は上がりませんが、それならまず初めにやる
べきことは「心に火をつけること」。本当に信頼される上
司というのは、どんな価値観も否定せず、またその人に
合う伝え方が出来るのでみんなついてくるんですね。

コンテンツやメディアで悩む人へ。
コンテンツってどう作ったらいいのか、
作ったはいいけどどう広げていいのか
わからない、そんな困った人たちに読

んでもらいたいです。発売以降、本書に共感した有名
な方との対談記事がNewsPicksをはじめ、数多くのメ
ディアで取り上げてもらいました。まだまだメディアでの
露出も増えていくので、再展開宜しくお願い致します。

「前にいたブラック企業、見事なくらい
全部当てはまってる笑」と読者の共感
を得た本書。離職率の高い企業に勤
めている人だけでなく皆が気になるテ

ーマです。Yahoo!ニュースに取り上げられた時も大
反響でした。リーダーシップ、マネジメントの棚にぜひ
置いていただきたい1冊です！

中平のコメント 『部下を元気にする、上司の話し方』 北本のコメント 『コンテンツのつくり方』 川﨑のコメント 『人が集まる職場 人が逃げる職場』

意外と「図解版」「マンガ版」が少ない
弊社のラインナップですが、本書は満
を持して図解化して刊行しました。すぐ
に2万部まで重版がかかり、現在も安

定した売れ行きを見せています。目論見通り、元本が
「なんだか難しそう・・・」という人も「これなら読めそ
う！」というテンションで買ってくださっているようです。
実は私も元本は積読だったのですが、図解版はすぐ
に読めました（笑）

2018年クロスメディア最大のヒット作!
2018年7月の発売後、翌週から仕掛
けのご注文を続々いただき現在7万
部を突破しています！進化医学から

のアプローチで最高の体調になる方法を紹介して
います。これから体調管理への関心が高まる時期で
テーマとしても相性抜群。「2019年も自分史上最高
の体調でよいスタートがきりたい」。そんな思いも込
めて是非今後もご展開ください！

大森のコメント 『図解 鬼速PDCA』 原のコメント 『最高の体調』
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Highlight!



うのです。あなたの悩みも、ほぼすべて人間が絡んだものではあ

りませんか？

次に紹介するのは、7位にランクインした『Open Veins of 

Latin America』です。ラテンアメリカの近現代史を、植民地

化・差別・貧困などの観点から学ぶことのできる一冊で、元ベネ

ズエラ大統領のウゴ・チャベスが、元アメリカ大統領のバラク・

オバマに送ったことでも有名です。アメリカと同じく先進国であ

る日本では実感が湧きにくい歴史を知ることで、いろいろと考

えさせられる一冊です。

最後に紹介するのは、9位にランクインした『Atomic Habits』

です。Googleやスタンフォード大学で講演を行うジェームス・ク

リアが、習慣形成のメソッドについて書いた一冊です。日本の書

店にも「習慣」に関する書籍は多く置かれており、その重要性は

あなたも知るところでしょう。これをマスターすればモチベーショ

ンのコントロールも仕事での成功も可能といいます。全社会人必

読の一冊かもしれません。

今回は、「習慣」に関する書籍が2冊も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。

12月に入り、あっという間に2018年が終わりを告げようとして

います。12月と聞いて多くの人が思い浮かべるイベントはクリス

マスですよね。皆さんには、機会があればぜひNYでクリスマスを

過ごすことをおすすめします。毎年、ロックフェラーセンターでは、

クリスマスツリーが点灯します。その美しさはもちろんのこと、点

灯式の日に無料ライブが行われたり、目の前でスケートができた

りと、クリスマスデートにもってこいのスポットなんです。人生で一

度くらいはNYでクリスマスをすごすのも素敵ですよ。

それでは、11月のランキングを見ていきましょう。

まず紹介するのは、1位にランクインした『The Laws  o f  

Human Nature』です。著者のロバート・グリーンはベストセ

ラーの『The 48 Laws of Power』も執筆しています。同書で

は「権力に屈しない方法」について書かれていましたが、今作の

テーマは「人間性の把握」です。社会的動物である私たち人間は、

人生において他者との関わりが不可欠です。つまり、「人間がどう

いった生物なのか」がわかれば、あらゆる物事が良い方向に向か

11月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

How to Win Friends and Influence People

（仮題）思い切って率いなさい：勇敢な仕事。力強い対話。真心。
著：ブレン・ブラウン

Dare to Lead: 
Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.

Atomic Habits: An Easy & Proven 
Way to Build Good Habits & Break Bad Ones

（邦題）収奪された大地
　　　―ラテンアメリカ五百年（新評論）
著：エドゥアルド・ガレアーノ

（邦題）金持ち父さん 貧乏父さん:
　　　アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学（筑摩書房）
著：ロバート・キヨサキ

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

（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

The Laws of Human Nature （仮題）人間性の法則
著：ロバート・グリーン

Think and Grow Rich

Open Veins of Latin America: 
Five Centuries of the Pillage of a Continent

（邦題）7つの習慣
　　　ー成功には原則があった!（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

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

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids about 
Money That the Poor and Middle Class Do Not!

（仮題）小さな習慣：良い習慣を生み、悪い習慣をなくす簡単かつ実証済みの方法
著：ジェームス・クリア

Leadership: In Turbulent Times （仮題）リーダーシップ：荒れ狂う時の中で
著：ドリス・カーンズ・グッドウィン

StrengthsFinder 2.0

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル ココ！

世界の本屋さん
出 び 飛  せ !

『カルトゥレシテイ書店』
旧市街イプスカーニ通りにあり、ブカレスト大学から近い大型書店

それでは、
次回も
お楽しみに!

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！

第3回　―ルーマニア・ブカレスト―

ちなみに

ロシア

ドイツ

フランス

イ
タ
リア

ウクライナ
ポーランド

ルーマニアは人口1,904万人（2015年）で、面積は日本の60％。
政治体制は共和制。社会主義体制時代の独裁者チャウシェスクが有名ですね。
文化面ではウィッチクラフト(魔女文化)は数世紀の歴史があり、2011年には
「魔女」が職業として 認められたそうですよ。

1階は趣味の文具、実用生活用品売場となっており一角には
ワインが50本程並んでいます。その脇にはグラスコーナー
があり、棚前のワゴンには関連書籍が陳列されていました。
“チャイナ売場”には陶器、急須、土瓶、茶器、皿等が陳列さ
れておりジャパンコーナーのようにも見えます。

2015年にオープンし、19世紀に建て
られた歴史的建物に入っています。ご覧
の通り白を基調とした個性派書店で、と
にかく美しい！売り場は吹き抜けとなっ
ていて1階から4階の天窓が見え、まる
で劇場にいるようです。

2階は本のみの売り場です。そして3階には写真集や画集、
インテリア、絵画用品、ガイドブック、ホビーコーナーには盆
栽、生け花、武道、空手の紹介本が多く陳列されています。
最上階はカフェになっており、一人で来ている人も多く雰囲
気の良い静かな空間が広がっていました。
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