
2019春のテーマソングはもう決まりましたか？
（なんの話w）私はいまさらながらcome again 
by  m-floでいきたいと思います。内にこもったも
のを一気に外に解放！軽やかキラキラ☆サウンド
はやはり良い！春夏はボーッとして苦手ですが、ポ
カポカしつつも冷たい風がピュー！っと吹く春の初
めには、まさにアップテンポがピッタリ。あとは昔
ダンスをしてたので思うのがhouse musicなん
かもいいなぁと☆…うまく解説でき過ぎる自分が
怖い。DJなろうかな。FM COCOLO派です。笑

クロスメディアに入社して1年が経ちました。この
1年間、いろいろと学ぶことが多く、あっという間
に感じました。この1年間で一番辛かったのは、ち
ょうど1年前のこの時期です。そうです。花粉症
です。特に昨年はひどく、当時、先輩が営業して
いる横でずっとくしゃみをしていて、書店員の方
に心配されていたことを今でも覚えています。今
年もこの時期がやってきました。今も鼻水が止ま
らないです。もう辛くて仕事に集中できないで
す。はやく花粉の時期が過ぎてほしいです。

今年に入ってから、次男がインフルエンザ→長
男インフルエンザ→長男がインフルを母にうつ
す→長男胃腸炎→次男が溶連菌感染症→次男
溶連菌感染症（2回目）という感じで、まさに感
染症フィーバーの様相を呈してます。ここまで
続くのはちょっと珍しすぎて、むしろわが息子た
ちの流行キャッチアップ能力が半端ないんじゃ
ないかとポジティブに捉えることにしました。そ
れにしても、私と妻の2人だけまったくうつって
ないのはなぜなんだろう……。 

Bluetoothイヤホンを使い始めて数ヶ月、と
ても快適です。コードって結構ストレスになって
たんだな……と、ポジティブな意味で「なくし
て初めて気づく」やつを体験しました。唯一の
難点は、電子レンジを使うと電磁波が干渉して
音が途切れることですが、プレイヤーの位置を
調整すれば解消できるようです。あと、人混み
の中でも音が途切れることがあるのですが、こ
の場合は「近くに強力な電磁波を放つ人がい
る……」と思うようにしています。

ついにテレビを買いました！しかしいざ買って
みても見たい番組がない…。なので最近はも
っぱらテレビモニターで Y o u T u b eと
AmazonPrimeを視聴しています。テレビを
買ってよかったこと…それは大画面、大音量
で動画を見られること。本来の使われ方では
ないのでしょうが、メーカー側も広告で「TVで
見たいのは、もうテレビだけじゃない。」と言っ
ているくらいですから私のように地上波を見な
くなった人はきっと大勢いるはずです…。

最近スノボにハマっています。週末になると、
ボードを積んで長野に出かけています。雪山の
澄み切った空気と、テッペンから滑り降りる爽
快感は格別。滑り終えてから近くの温泉につか
るのも楽しみのひとつです。しかし先日、身内
が滑走中に転んで足の靭帯を切るケガを…。
油断大敵ですね。週末は、病院までの送迎と
家事に専念します。皆様もケガには十分お気を
付けください。

先日、NHKクローズアップ現代で「スマホ脳
過労」が取り上げられていました。最近脳が疲
れてるなあと感じていた私はまさにこの状態で
した。通勤・移動時間はスマホ、隙間時間にス
マホ、休日は読書がメインであるもののまたス
マホと、とにかく脳内が情報で散らかった状態
になってしまっていました。このまま仕事に支
障をきたしては本末転倒…ということで、今さ
らながら日課としてマインドフルネスを始めて
みました！経過はまた来月ご報告しますね。

自宅のノートPCが限界にきています。数か月前
から「バッテリーが劣化しています」とアラート
表示が出るようになり、最近は冷却のためのフ
ァンが高速で稼働しはじめました。社会人にな
る時、両親が就職祝いにと買ってくれたものだ
ったはずなので、使い始めてから10年になろう
としています。久しくPCを買い替えていないの
でスペックなど何がいいかも全くわかりません。
こうやって世の中に取り残されていくんだなと
危機感ばかりが募る今日この頃です。

最近、知人からカメラメーカーもユーザーとつなが
り、ユーザーがどのような機能を求めているのか
など、ユーザーと直接接点を持つことで製品開発
を行っているという話を聞きました。ここまではよ
くある話ですが、最近ではそれがコミュニティ化
し、ロイヤリティの高いファンが生まれ、ひいては
それが売上につながっているそうです。好調の
NewsPicks Booksも同じモデルかと思います。
コミュニティビジネスの出口の1つとして本がある
というモデルを当社でも模索していかなければ。

20年間ホームグランドとして隔週で通っていたフ
ットサルコートが、オリンピック開催に向けた区画
整備で4月から使えなくなります。人生で一番頻
繁に通っていた場所かもしれないと考えると、寂
しいかぎりです。チームメンバーも今では立派な
父親になり、中学生の子どもたちを連れ一緒にフ
ットサルをしています。子どもたちとは、なんとか
同じレベルでプレーをしていますが、これから
徐々に差が開いていくんでしょうね。それも寂し
いかぎりです。ぶつぶつ……
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今月のお休み

新入社員からマネジャーまで、ビジネスに絶対必要な問題解
決と業績を伸ばす実践的なデータ分析を徹底解説。問題解
決力・仮説の構築・データ集め・分析、売上アップから新商
品の開発まで、知識ゼロからデータ分析がサクッとわかる！

『データ分析で、会社に必要とされる人材になる』

『今後データ分析できる人材は引く手数多になっていく』

『儲かるためのデータ分析』

『問題解決のためのデータ分析』

『キャリアアップにデータ分析スキルは欠かせない』

『データ分析できない社員は必要ない』

『今、データ分析が熱い !』

『データ分析は、社会人にとって最も必要なスキルである』
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データ分析が学べる本があります。
どの本を読みたいと思いますか？
最も読みたいと思うタイトルを
1つ選んでください。

データ分析できるように
なりたいと思いますか？
当てはまるものを
最大３つまで
選んでください。
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分析結果

ビジネスパーソンの約2割が仕事上で
データ分析に携わっている

自身のスキルアップやキャリアアップに
繋がるためのデータ分析に対するニーズは
全体の3分の2以上が感じている

データ分析関連の類書タイトルと比較した際、
「問題解決のためのデータ分析」が
最も手に取りたくなる

データ分析をするビジネスパーソンはもちろん、
データ分析をしないビジネスパーソンも
「問題解決のためのデータ分析」が
最も評価が高い

仕事において、
データ分析をすることは

ありますか？
最も近いものを1つ
選んでください。
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WEB上にて800名

(男女400名ずつ)に対して

実施したアンケートか
ら

この書籍の読者の特
徴を

分析しました！

自身のスキルアップに
なるなら

給与が上がったり
キャリアアップになるなら

会社から必要とされる
人材になれるなら

会社の役に立つなら転職に役立つなら

独立に
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2 3 スタッフのつぶやき…アメリカのビジネス書トレンド 販促プロモーション紹介データ分析を分析! 4

Highlight!



次に紹介するのは、６位にランクインした『The Pursuit of 

Happyness』です。この本は映画化され、『幸せのちから』という

邦題で日本でも2006年に公開されました。内容は、著者のクリス・

ガードナー氏によるノンフィクションサクセスストーリーです。事業

の失敗により息子を抱えたままホームレスに陥るものの、チャンス

を逃さず挑戦し、努力を積み重ね、ついに成功を掴むまでの道を描

いています。なお、映画は父子愛をテーマにした作品となっていま

す。興味を惹かれた方はぜひ、翻訳書籍や映画でもご覧ください。

最後に紹介するのは、9位にランクインした『Dare to Lead』 

です。本書はベストセラーにもなった話題作であり、「リーダー

シップとはどういうものか」ということを説いていきます。優秀な

指導者になるのは易しいことではありません。勇気を持って可能

性を拓き、責任を負い、厳しい議論をし、絶えず学習と実践を続け

なくてはならないのです。居心地のいい「Comfortable Zone」

から飛び出さなければ成長はありえないのです。

今回は、2位の書籍や9位の書籍など、自己啓発に関するものが

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。

東京よりも少し高い緯度に位置するNYの３月は肌寒く、コートが

手放せません。木々もまだ枯れ枝が多く、今にも雪が降りそうな

曇天のこともしばしばです。

しかし、17日に行われる、アイルランド発祥のイベント、「セントパ

トリックスデー」では鮮やかな緑色で着飾った人々によるパレード

があり、一足早く春が訪れたような気分になります。

それでは、２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位にランクインした新刊、『Girl ,  Stop 

Apologizing』です。発売して間もなくトップ３に入る勢いは注目

に値します。著者のレイチェル・ホリスはエネルギッシュな女性起

業家であり、ニューヨーク・タイムズベストセラー作家No.1にも

輝きました。本書は以前出版した『Girl, Wash your face』に

続く、女性向けの自己啓発書です。「自分自身を信じ、自身を変革

させることで、周囲を、世界を変えよう」というメッセージは、何か

あればすぐ謝ることが日常となってしまっている女性の心強い味

方となるでしょう。

2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 Dumb Things Smart People Do with Their Money: 
Thirteen Ways to Right Your Financial Wrongs

（仮題）女子よ、謝ることをやめなさい：目標を達成するための不真面目な方法
著：レイチェル・ホリス

Girl, Stop Apologizing: A Shame-Free Plan for 
Embracing and Achieving Your Goals (B&N Exclusive Edition)

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

（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

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

（仮題）賢い人々の大いなるムダ遣い：
　　　あなたの間違ったお金の使い方を正すための13の方法
著：ジル・スレンチャー

（仮題）汚れた血：シリコンバレーのスタートアップの秘密と嘘
著：ジョン・カレイロウ

Think and Grow Rich

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

（邦題）幸せのちから（アスペクト）
著：クリス・ガードナーThe Pursuit of Happyness

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

（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

The Trump Tax Cut: Your Personal Guide to the New Tax Law （仮題）トランプ減税：新しい税法のためのパーソナルガイド
著：エバ・ローゼンバーグ

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

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
　　　（日本経済新聞出版社）
著：トム・ラス

『本当に必要なものはすべて「小さなバッグ」が教えてくれる』

『人が集まる職場 人が逃げる職場』

みなさまからのご注文お待ちしております！
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女性が自分用のギフトとして手に取っていただけるよう
リボンを掛けました。花柄の包装紙を什器に貼り、
華やかに飾り付け。

お客様に投票していただくための拡材を
シールと一緒に設置！沢山投票をしていただき、
インパクト大！店頭で目を引く展開です。

女性向けファッションビル内にある書店さん

埼玉県の駅ナカ店

別verもあります

その結果…

その結果…
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