
実写版アラジン。ドアップでもずっと眺めていられ
るイケメンアラジンと、どの角度から観ても美しい
ジャスミン。アニメ版には無い華麗でキレッキレな
ダンスシーンの数々。絨毯で飛び回るカメラワー
クと感動の名曲たち…スクリーンでしか味わえま
せん！そしてウィルスミス演じるジーニーは、世間
で噂されていた通り？主役2人を思いっきり喰う、
圧倒的存在感と前へ前へ感。ハマり役とかのレベ
ル越えてもはやジーニーがウィルスミスを演じて
いるのか？？と混乱するレベルでした。笑

先月、GW前に財布を無くした話をしました
が、先日、やっとキャッシュカード、免許証な
どすべて再発行することができました。一番
面倒だったのが、免許証ですね。免許証の再
交付が平日しかできないということが、まず、
面倒だったのと、再交付するときに、失くし
た当時のことを細かく書く必要があり、とに
かく面倒でした。結果、2時間半以上再交付
に時間がかかりました。二度と無くしたくな
いですね。

大自然の中でデジタルデトックスをしよう！と思
いたち、先日、一人で田舎の方に行ってきまし
た。宿で荷物を下ろし、さあスマホを置いて散
策だ！と意気込んだのもつかの間。ここは人里
離れた見知らぬ土地。グーグルマップがなけれ
ばどこへも行けない。何かあったときの連絡手
段が手放せない。街灯のない夜道など、画面の
光がなければ一歩も歩けない。四六時中スマ
ホに釘付けでした。今度は大都会の中でデジ
タルデトックスに挑戦してみたいと思います。

最近、髪の生え際が薄くなってきている気が
して怯えています。いつも行く美容室では、
髪を切ったあとに前髪を上げて額を出した状
態にセットしてくれるのですが、先日髪を切っ
たときには、そっと前髪を下ろして生え際が
見えないようにセットされました。やっぱりそ
うか、と悟りました。このままでは不安なの
で、薄毛対策について学べる本をご存知の
書店員さんはぜひ松川までご一報いただき
たいです。

先日東京国際フォーラムで開催されたラ・フォ
ル・ジュルネに行ってきました。クラシック版の
音楽フェスのようなイベントで、国内外の一流
の演奏を低料金で楽しめる音楽祭です。私は
ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を聞いたの
ですが、チケット代金なんと2500円！こんなに
安く聞ける機会は他にありません。音楽祭はク
ラシック初心者でも楽しめるプログラムになっ
ているので、聞いてみたいけどなんだかとっつ
きにくいなあと思っている方にもオススメです！

先日、はじめて下北沢に遊びに行ってきまし
た。地方出身者だからか、今まで下北沢という
地名の響きや、その雰囲気に憧れており、服
やおしゃれな小物を買うつもりでした。しかし、
行ってみるとおしゃれで魅力的な食べ物も多
く、食べ歩きばかりして終わってしまいました。
（レモネードやホルモン焼きが、凄く美味しか
ったです。おすすめです。）次に下北沢に行く
ときは、家でお腹いっぱい食べてから行って、
今度こそ服を買って帰ろうと思います。

流れで申し込んだ東京オリンピックですが、
ゴルフ決勝（女子）が当選しました。松山英樹
やタイガー・ウッズの男子を目の前で見たい
気持ちがあったのですが、それでも日本で開
催されるオリンピックの現場に立ちあえるこ
とは幸運です。ゴルフは選手との距離が近い
ので、セキュリティチェックがすごく厳しそう
です。それより心配なのが、1年以上先のこと
なので、ちゃんと行けるかどうか・・・が今から
心配です。

先日静岡に出張した時、おもしろい立ち飲み屋
を見つけました。静岡駅から徒歩15分。7、8
人が囲めるテーブルと4人ほどが立てるカウン
ターがあるお店です。最初の一杯を頼むとチー
ンとベルがなって、店内みんなで乾杯。入店15
分後には何度も通っているような気分になれる
フレンドリーなところでした。店主の方針らしく
職業は聞かれず、ただただ酒好きとして飲め
る。立場とか肩書とか関係なく等身大でいられ
るとても素敵な場所でした。

先日、ある方から聞いた噂話ですが、大企業には
占いや風水などのアドバイザーがついているケー
スがあるらしく、とある大企業の風水アドバイザー
が2020年の東京オリンピックは開催されないと
予言しているそうです。理由はわかりませんが。
当社が千駄ヶ谷にあることもあり、新しい国立競
技場も着々とできているのを目にしているので、
眉唾だろうと思っていますが、もし本当にそうなっ
たら、世の中には普通の人には見えない何かが見
えている人がいるのを信じざるを得ないですね。

まだ、電話とFAXだけで仕事をしていた頃から考え
ると、メールやスマホ、LINE、Messengerなど、仕
事でのコミュニケーションツールがたくさんあって、今
はとても便利になったと思います。著者の方には、ス
マホで原稿を書いていたり、実際に会っての打ち合
わせはしないとか、LINEやMessengerだけしか連
絡を返さないという人も出てきています。「それはど
うなの？」と思いつつ、そのコミュニケーションに付き
合っていたら、とても楽なのを実感します。とはいえ、
こういうかわら版は大事だと思います。ぶつぶつ……
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今月のお休み

その2

その1 1位！
1位！

東洋経済オンライン
記事掲載で

アクセスランキング総合

Amazonランキング
ビジネスライフ

『エグゼクティブ・コンディショニング』著：ZERO GYM
監修：松尾伊津香

NEWSPICKSで今週

（2820Picks）
（6/16の週）

大反響！
その3

寝る前「1分の仕込み」で睡眠は劇的に改善する東洋経済オンライン

から、そのうちの1つのストレッチをご紹介します。

首の後ろの詰まりのリセット

【ウサギのポーズのやり方】

　首は柔軟に動く分、ストレスを受けやすく、とくに首の後ろに詰
まりが発生してしまいます。首の後ろの詰まりというのは、首コリ
や肩コリの原因になるのはもちろん、首に通る神経を圧迫し、脳
への血流を悪くし、頭痛などのさまざまな不調の原因にもなります。
　それを改善するのがウサギのポーズです。見た目はなんだかわ
かりにくいポーズのように感じられるかもしれませんが、一度行っ
てみてください。とっても簡単です。

ウサギのポーズ

正座し、おでこを床につけるように前屈します。背骨は丸まってOK ！1.

2.

3.

ゆっくりとお尻を持ち上げて、頭頂部を床のほうに向けていきます。
このとき、手のひらを床につけておき、首に過剰な負荷が
かからないよう注意します。

自分の膝の間に目線を向け、「痛気持ちいい」ところで5回ほど
呼吸します。頭の位置に違和感を感じたら置き直してOKです。
必要があればその都度微調整しましょう。

最も読まれた
記事に！
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Highlight!

Crossmedia Walker



続いて紹介するのは、6位にランクインした『How to Win 

Friends and Influence People』。こちらは初版が1936年

で、「自己啓発本の元祖」として愛読されてきた本です。邦訳『人

を動かす』も言わずと知れた大ベストセラーですが、人間関係を

築くための基本原則からリーダーとしての心構えまでを、さまざま

な人のエピソードを交えながらわかりやすく説明しています。一見

すると「ごく当たり前のこと」ですが、その「当たり前のこと」を改

めて確認し、意識的に実践することの大切さを教えてくれます。

そして、最後に紹介するのは、9位にランクインした『Think 

and Grow Rich』。同じく邦訳『思考は現実化する』も大ベスト

セラーですね。「成功哲学」の提唱者として知られるナポレオン・

ヒルが、鉄鋼王カーネギーをはじめとした成功者500人にインタ

ビューし、彼らの成功の過程を研究した集大成の一冊。成功者に

共通する思考や行動の法則を、「成功の秘訣」として教えてくれ

ます。1937年の刊行以来1億部を突破した不朽の名作です。

今月のランキングでは、長年読まれ続けてきた名著が多くラ

ンクインしました。多くの人に読まれてきたという説得力が、

変わらない人気の秘訣なのかもしれませんね。

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。

7月になりましたね！ 7月4日はアメリカ独立記念日です。毎年各

地で独立を記念する花火大会が開かれていますが、特に盛大で

注目を集めるのが、ここNYで開かれるメイシーズ独立記念日

花火大会です。もちろん展望台やテレビ中継でも楽しむことが

できますが、NYの花火大会はクルーズ船から眺めるのがオス

スメです！ 機会があったら、みなさんにもぜひ足を運んでいただ

きたいものです。

それでは、6月のランキングを見ていきましょう。

まずは、1位にランクインした『The 48 Laws of Power』。

孫氏やマキャヴェリなどの歴史上の策略家たちの言葉から、権

力を獲得する方法やその扱い方を学ぶことができる一冊で

す。なんとこの本、20年近く前に出版されたものです。権力を

得たい人、反対に権力に立ち向かいたい人など、手に取った理

由はさまざまでしょうが、人々の「権力」というものに対する変

わらない関心の高さがうかがえますね。

6月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

（仮題）不正の指揮官：ゴルフはトランプの本質を映し出す
著：リック・ライリーCommander in Cheat: How Golf Explains Trump

Think and Grow Rich

（仮題）裕福になる方法をあなたに教えます、第2版：罪悪感もなく、言い訳もなく、
　　　でたらめもなく、たった6週間のプログラムが変える。
著：ラミット・セティ

（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

(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

I Will Teach You to Be Rich, Second Edition: No Guilt. 
No Excuses. No B.S. Just a 6-Week Program That Works.

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

How to Win Friends and Influence People
 (Special Anniversary Edition)

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke 
in the Richest Country on Earth

（仮題）ハートランド：
　　　地球上で一番豊かな国で必死に働き、そして破産にいたる回想録
著：サラ・スマーシュ

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

The 48 Laws of Power （邦題）権力に翻弄されないための48の法則（パンローリング）
著：ロバート・グリーン

Crossmedia Walker
ー最高の飯は営業マンが知っているー

クロスメディアウォーカー

弊社の営業マンのおすすめのご飯（営業飯）や出張先での美味しいご飯を皆さんにおススメしてみようということ
で始まったのが、 本特集です。「知らなかった！行ってみたい！」というお店を紹介できるよう頑張りますので、
ご愛読よろしくお願いします。 第 3 回目は東京で食べたご当地グルメ！テーマは「カツ」！結構ニッチなご飯です。

トンカツが乗った熱々鉄板のミートソーススパゲッティ。ジューと
いう鉄板の音が食欲をそそる一品。発祥の店は北海道釧路市の
「レストラン泉屋」最後まで温かく食べてもらおうと鉄皿で出した
スパゲティが話題となり、当時ごちそうだったトンカツを乗せた
らどうだろうという発想から生まれたそうです。

こちらはトンカツが乗った、みんな大好きオムライス。洋食屋さん
で出てきそうなメニューです。名前の由来や発祥のお店については
謎が多いそう。 「日本ボルガラー協会」という団体もあり、会長は
『ボルガチョフ』と呼ばれ、会員は『ボルガラー（ボルガライスを愛
する者）』と呼ばれるらしいです。

第3回!

ご当地
グルメ編

01
ご当地グル
メ

02
ご当地グル

メ

北海道釧路市
かつミート（スパカツ）

福井県越前市
ボルガライス

原のおすすめ!

「北の幸 釧路港 新宿店」
東京 / 新宿

「花の木」
東京 / 新高円寺

成功例 成功例 成功例

金融庁が公表した、いわゆる「2000万円不足」問題により、老後
の不安は増しています。人生100年時代、定年後の35年を生きて
いくためには今のままではお金が足りないかもしれない。
本書はそんな不安を払拭する手段として

 「大人だからできる週末起業」をおすすめしています!

才能 才能 才能

会社に頼らずともあなたには稼ぐ手段と才能がある!

週末起業で
成功する大人
が本書には
続々!

大人が今すぐ｢週末起業｣をするべき理由

著

寿命

100歳

定年

65歳

不動産営業の
経験を活かし
投資コンサル
として活躍

百貨店の
外商経験を活かし
収納アドバイザー
として活躍

メタボと診断され
ダイエット。
その経験から
ダイエットコーチに

社会人経験が長い 人脈がある 元手資金が多少ある 貫禄がある才能
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