
昨年の年末、十数年ぶりに父方の叔母といと
こに会いました。叔母と私は干支が同じヒツ
ジ年なのですが、久々に会った叔母は「干支
が同じだからか、あなたとはなんだか気が合う
ような感じがする」と言ってくれました。続け
て「なんというか、ウマが合うというか、ヒツ
ジが合うって感じ？」と言っていました。どちら
かというと折り目正しいイメージのあった叔
母の突然のギャグが、いまだにじわじわ来て
います。

先日、友人とダーツをしに行ったのですが、そこ
で、コートを盗まれました。おそらく、後ろの席の
人が間違えて持って行ったと思われるのです
が、その人を探し出す方法がありません。ダーツ
にも集中できず、散々なスコアでした。盗まれた
せいで寒い中、コート無しで家に帰ったのです
が、電車の中も寒く風邪ひくかと思いました。
2018年の最後に嫌なことがあったので、2019
年は良いことがあることを願っています。とりあ
えず新しいコート買おうと思います。

先日久々にボクシングジムに行きました。以前通
っていたジムがなくなったので、移籍後初のトレ
ーニング。１時間半汗を流しました。こう書くと通
い慣れたベテラン風ですが、まだボクシングを始
めて１年足らず。初めて習う事も多く、うまくいか
ないことだらけです。コーチに怒られ、たまに褒め
られ、オジサンにはどちらも新鮮です。知り合った
20歳の学生は、強くなりたいと燃えていました。
こちらまで熱くなってきます。張り切りすぎて、翌
日から体調を崩したのはご愛敬ということで。

つぶ貝の煮物がめちゃくちゃ好きです。はじめ
て食べたのは、浅草のホッピー通りにある一軒
の店。以来、つぶ貝煮を食べるために年に３～
４回は浅草に行きます。店名を毎回忘れてしま
うので、一軒一軒「つぶ貝煮ありますか？」と
聞いて回っています。もっと近場で気軽に食べ
られたらな～と思うのですが、あそこ以外でつ
ぶ貝煮を出している店に巡り会えたことがあり
ません（刺しとか焼きならあるのですが…）。い
い情報があれば教えてください。

『ミッフィーファーストライト』ミッフィー型のLEDライト
で、雑貨屋さんで見かけてからずっとずっと欲しくて
買おうかどうか悩んでいます。お子さんのクリスマス
プレゼントにいかがでしょうかとお店ではpopがつけ
られているしカタログを見ると就学前くらいの年齢の
子がミッフィーライトを抱き抱えている写真が載って
いるし…この歳で買うのがちょっと恥ずかしい…。でも
枕元にミッフィーを置いて柔らかい光とともに眠りに
つく幸せを想像するともう買わない理由なんてないよ
うに思えてきたので次の休みに買いに行ってきます。

モフモフの灰色猫を飼って3年ほどが経ちまし
た。「みかん」という名前なのですが、「みか
ん」と呼んだことはなく、「みっちゃん」か「み
ちこさん」と口走っています。「みかんちゃん」
は言いにくく、「みかん」と呼び捨てにするに
はあまりにも愛らしい。結局「みっちゃん」、変
化球で「みにゃん」「みちょぱ」と七色に変化し
ます。これも猫という生き物があまりにもミス
テリアスで、ペットという枠を超えて、時に神
神しい存在に映るからなのです。

新年明けましておめでとうございます。年末、周
りの忙しさにつられて、ついバタバタと日々を送
ってしまいました。余裕がなくなると、人としっか
り向き合わず自分中心で何かと考えてしまう自
分の癖を、あらためて実感させられました。結
局、自分ひとりで考えてもいいことなんてないは
ずなのですが、悪い癖というのはなかなか抜けま
せん。今年は「余裕をもって人と向き合う」を目
標に頑張っていこうと思います。皆様、2019年
もよろしくお願いいたします。

西洋占星術ホロスコープ（ネットで見れます！）
にハマってます。太陽星座はいわゆる「星座」
で私は天秤座。他に月星座は魚、金星星座は乙
女、木星星座は水瓶。12星座別掃除法！という
動画によると、魚座は「菌」に敏感、不潔は嫌い
で掃除はアルコール消毒必須！すごくわかる。衝
撃だったのは天秤座。掃除してくれそうな人を
電話で呼ぶ。もはややる気ない！w 蠍座は掃除
トコトン派、呼ぶ人は蠍座（つぶやきメンバーで
いうと上司の大森）が良いらしいです（笑）

毎年、一年の自分の目標を立てているのです
が、昨年は、ダイエット・ゴルフ・血圧の数値で目
標を立ててみました。結果、ダイエットは目標達
成！でしたが他は未達でした。ふと思ったのです
が、ストレスを減らすことができれば、全て良い
方向に行くのではないかと思い・・・ということは、
やはり「売上を上げること」が全ての根幹になり
ますね。今年は本の売り方・作り方をドラスティッ
クに変えていかなければならないと感じていま
すので、一緒に出版業界を盛り上げましょう。

書店の皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。年々デジタル化が進み、手帳を持たない
人も増えてきましたね。当社でもGsuiteを導入
しているのでGoogleカレンダーでスケジュー
ルを共有するようになり、手帳を持たない人もい
ますが、僕は相変わらずの手帳派です。そして、
今年は自社の『鬼速PDCA手帳』を使おうと考
えています。読者からの評判も上々ですが、自
分でも実践してみて、来年また『鬼速PDCA手
帳』の進化版を出版できたらと考えています。

大森三規雄
Mikio Omori

根本輝久
Teruhisa Nemoto

原大士
Daiji Hara

川﨑彩乃
Ayano Kawasaki

中平麻衣子
Maiko Nakahira

Ryo Matsukawa
松川涼

Hidemi Kawabe
川辺秀美

Natsumi Todoko
戸床奈津美

Yuichiro Sakaguchi
坂口雄一朗

Shunsuke Kitamoto
北本駿介

今月のお休み

謹賀新年
旧年中は書店、取次の皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございます。

出版社の人間ということもあり、よく人に「今、どういう本
が売れているの？」ということを聞かれます。そのときは、
１つが「未来を提示してくれる本」、もう１つが「SNS やネッ
ト上で発信力がある人が書いた本」と答えています。そして
この傾向は今年も続くと思います。当社としては、この波
に上手く乗っていくと共に、書店の皆様と一緒に新しい波
をつくることができないかと考えています。
編集スタッフが、お客様だけではなく書店、取次の皆様
のもとに足を運びいろいろと企画やプロモーションのご相
談をさせていただくことがあるかもしれませんが、そのとき
はご協力のほどお願いいたします。

毎度同じ締めの言葉となりますが、本年も書店、取次のご

意見を参考に、価値ある本、売れる本をつくり、皆様の

利益に寄与するように努めてまいりますので、引き続きご

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役　小早川幸一郎
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す。『WHYから始めよ！』というタイトルで邦訳本も出版されるな

ど名著である本書では、タイトルの通り「Why」で考えることの重

要性が述べられています。実は、だれもが知る世界的な企業であ

るアップルやスターバックスも、この考え方で成功を収めたよう

です。「なぜこの仕事をするのか」「なぜこの取引先にはうちの製

品が必要なのか」。このような考え方が、あなたの生活を大きく変

えるかもしれません。また、著者のTEDのプレゼンも非常に人気

があり、本書と一緒に視聴することで理解が深まるでしょう。

最後に紹介するのは、7位にランクインした『Lead Inside the 

Box』です。リーダーは、部下への指導や管理など仕事量が多く、

より効率的な働き方が求められます。ですが、著者によると多くの

リーダーは、一人ひとり個性のある部下に対して一律に同じ接し

方をするため、仕事の効率が上がらないといいます。仕事を効率

化し、チームでの業績をアップさせるために、ぜひ一度読んでお

きたい書籍です。

今回は、先月に引き続いてトップ10にランクインする書籍が多く

みられました。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。

あけましておめでとうございます。あっという間に2019年を迎え

ましたね。今年の抱負を考えたり、家族と過ごしたりと、いいお正

月を過ごせたでしょうか。実は、日本と異なりNYでは、年末から年

始にかけて、元日以外は仕事をするのが一般的です。もしNYで働

くことがあれば、年末年始の労働を覚悟したほうがいいですね。

それでは、12月のランキングを見ていきましょう。

まず紹介するのは、前回に引き続き2位にランクインした『Dare 

to Lead』です。あなたにとってリーダーとは何ですか？ 中に

は、単なる肩書きや権力を振り回すものとして解釈する人もいま

す。ですが、著者であり、リーダーシップについて7年間も研究し

続けたブレン・ブラウンは「部下の能力やアイデアを信じ、ステッ

プアップをためらわない勇気を持つこと」と定義しています。リー

ダーシップに不可欠な「勇気」について知りたい人は、本書を手

にとってみてはいかがでしょうか。

次に紹介するのは、4位にランクインした『Start with Why』で

12月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

The 7 Habits of Highly Effective People: 
25th Anniversary Edition

（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

（仮題）箱の中へ導け：
　　　優秀なリーダーたちはどのようにチームを優れた結果へと導いたのか
著：ビクター・プリンス、マイク・フィグリウオロ

（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）7つの習慣 ティーンズ （キングベアー出版）
著：ショーン・コビー

（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

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

Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

Lead Inside the Box: 
How Smart Leaders Guide Their Teams to Exceptional Results

（邦題）ザ ビッグ チェンジ
　　　―アメリカ社会の変貌1900～1950年（光和堂）
著：フレデリック・ルイス・アレン

The Big Change: 
America Transforms Itself 1900 -1950 / Edition 1

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

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup （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

The 48 Laws of Power

（邦題）WHYから始めよ！ 
　　　―インスパイア型リーダーはここが違う（日本経済新聞出版社）
著：サイモン・シネック

2019年2月6日(水)11：00～17：30
東京ドームプリズムホール

今回単独初出店！ぼくが目印だよ！

初出展
だよ～

皆様のご来
場、

お待ちして

おります。

TELE
PHONE
MEMO
クロスメディア・パブリッシング クロスメディア・ランゲージ

ビジネス 10

営業の原がブースにおります。
「オリジナルテレフォンメモ」を
ご用意してお待ちしております。
皆様ぜひお立ち寄りください！

ジャンル ブース番号 です！

クロスメディア・パブリッシング
書店大商談会
に初出展いたします！

「書店が中心となって企画・実施」
「帳合を超えて」をモットーに
   始まった商談会です。

店大商談会とは？書
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