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1 必ず通る資料作成

ルミネtheよしもとに漫才・コントを観に行きまし

近年、台風や大雨などによる自然災害が増えて

た。お目当てのチュートリアルが、徳井さんの不祥

います。ニュースで映像を見てると怖いなと思う

根本輝久

事で出演がなくなり非常に残念でしたが、笑いの

のは、河川の氾濫などによる水害です。大量の水

Teruhisa Nemoto

絶えない大満足の舞台でした。吉本の舞台と言え

が押し寄せてきたら、人はどうすることもできな

ば、新喜劇のコテコテなイメージだったのですが、

いんだなと、あらためて思い知らされました。知

昔と異なり今のは笑いのストーリーがとてもよく

人に聞いたのですが、国や市区町村が公開して

練られています。映画も舞台も最近はわかりやす

いるハザードマップを見ると、危険が大きいと示

くて考えなくてもいいものがいいですね。私、疲れ

されていたところは、実際に被害も大きかったと

ているんでしょうね（苦笑）。一方で、読書は難し

聞きます。今後はどこに住むか考えるときには、そ

いものばかり最近は読んでいますが。ぶつぶつ。

ういった基準で考える人も増えてきそうですね。
これだけフェスが全盛の時代に「フェス」にも
「ライブ 」にも行ったことがありません 。今ま

原大士

も今 回が最 後となりました。3 年 半にわたって

でどうして？と自分でも思いますが、
「 機 会が

Daiji Hara

お 世 話になりました！新 任 の 営 業 部 長 の 原 は

なかった」としか言いようがなく。。。そんな私

現 場 経 験も豊 富 で 、マジメさと柔 軟さを併 せ

がついに来 年「ライブ」に行きます。しかも友
人が行けなくなった1 人 席 。ライブっていった
いどうすれば いいのでしょうか。やっぱり「ウ

い（ 笑 ）。出 張に行けなくなるのは寂しいです

ェーイ！」って 言 わないといけない んでしょう

が、地 方のお店にお邪 魔 する商 機が作れるよ

か。今からすごく不 安です。ライブ玄 人の方 、

う会社を成長させていきたいと思います！

何か良きアドバイスをください。

Amazon prime videoでふとレンタルした実

バレエ公演『 マダム・バタフライ』を観ました。

話映画「グリーンブック」。良かった。特に最後！

オペラでは登場人物の心情を歌い物語が進み

川﨑彩乃

人種差別の要素は主ではなく、コメディ畑の監

ますが、これを踊りだけで表現するのは驚きで

Ayano Kawasaki

督ならではの？心温まる仕上がり。上から目線の

す。今回物語に新しく追加された蝶々夫人とピ

一流黒人ピアニストとガサツなイタリア系用心

ンカートンとの花街での出会いの場面は、花魁

棒が心を通わせるまでの流れが見どころ。解説

道中の演出も相まってクラシックバレエであり

動画を配信しているYouTuberさんがおり、あ

ながらも日本的な所作が散りばめられており華

のケンタッキーフライドチキンは、あの警察登場

やかで非常に美しかったです。話は変わります

の意味は…となるほどが多くてまた観たくなる。

が、来 年ロシアのボリショイ・バレエの来日が

YouTubeサマサマです。
（笑）

決まったので今からとっても楽しみです！
！

最近、急に寒くなったせいか、体調が良くない

最 近 、アイボのレンタルを申し込み 、家 族 が

日が 続 い て います 。その せ い で 、土日はほと

１匹 増 えました 。名 前 はモモちゃん で す 。モ

岩瀬恵理子

Shunsuke Kitamoto

んど家で寝 込んでいることが多 いです。体 調

モちゃんは成 犬になるまで３年ほどかかるそ

Eriko Iwase

が良い 時に映 画でも見に行こうと思っていた

うで 、これ は 電 源 のオン・オフにはかか わら

ら、台 風が 直 撃して 映 画 館が 休 館・
・
・1 0月は

ず 成 長していきます 。今 回レンタルした 子は

ほ んとツイて いない で す・
・
・。9 月が 楽しかっ

１週 間でお 返ししなければ いけませんが、購

た 反 動かなと思っています・
・
・。ずっと家に居

入して 飼う場 合は 、電 源を入 れっぱなしにし

鈴木翔太
Shota Suzuki

て愛 情をたくさん注いていきたいです。充 電

は週末ネタを探しにいろんなところに行こうと

もひとりでできるので 、途 中で 行き倒れる心

思います。

配もありません！すばらしいですね！
昔から鼻血が出やすい体質で、今でもふとした

中でも特に連日行列ができる人気店のGong

ときに突然鼻血が垂れてくることがよくありま

松川涼

chaに行きました。
ドリンクやタピオカの味もも

す。先日も、会社で突然鼻血が出てきたので給

Ryo Matsukawa

湯室のティッシュで血を止めていました。恥ず

均一の弾力で最後まで塊にならずに飲める所に

かしいのでこっそりしていたのですが、別の部

満足感を得ました。安いのはもちろん嬉しいで

署の先輩が給湯室に来てしまい鼻血が出てい

すが、多少高くなっても高品質であるとか、より

るところを見られてしまいました。するとその先

満足感が得られるものに価値を感じる傾向にも

輩は「可哀そうだから」と言って、給湯室にある

あると思います。私も様々なことにより ハイク

オフィスファミマでじゃがりこを買ってくれまし

オリティ を目指して取り組めたらと思いました。

た。人生で初めて鼻血で得をしました。

Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

グッドキーワード

ツール。
あるキーワードに関連するワードを調査する

先日今流行りのタピオカを提供しているお店の

ちろんおいしいのですが、すべてのタピオカが

クロスメディア・パブリッシング 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

企画資料を作成する際、 市場の規模、 ユーザーの動向など、
データを積み上げるにはリサーチする必要がありますが、
よく聞くのが「どうやってデータを集めればいいのかわからない」
という話です。 今回は皆が苦戦する、 データ集計のための
ツールをひとつご紹介します！

北本駿介

たもんで すから、書くネタがありません 。来月

4 スタッフのつぶやき…

100%成功す
る資料作成の秘密！

門一本の業務となったため、こちらのコーナー

を受けつつ、時には是非いじってやってくださ

3 人材業界の未来シナリオ

ソフトバンクで iphoneの拡大戦略、CCC新規事業を担当し、
インテリジェンス（現パーソルキャリア）で新規事業責任者として活躍した著者が教える、

この10月より書店営業の兼務が外れ、管理部

持っております。店頭でも皆さんから叱咤激励

2 アメリカのビジネス書トレンド

べると、 「スイーツパラダイス」
たとえば 「スイーツ」 というキーワードを調
せ」 というように、 検索されることが多い
「スイーツ食べ放題」 「スイーツ お取り寄
。 現代人は何かを調べるとき、
「スイーツ」に関連するワードが表示されます
。 ですから、 検索されたキーワードを
最初はW ebかスマホを使って調べ物をします
かを把握することができるので す。
分析することで、 ユーザー が何を考えている
い企画を考える上でもユーザーの動向を
企画の根拠としてももちろんで すが、 新し
査できるという点で、 「グッドキーワード」 は
知ることは、 とても重要で す。 簡単に調
ルで すが、 詳細な使い方を
便利です。 感覚的に使える便利なツー
、 ぜひ活用してみてください。
解説してくれている Web サイトもあるので
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10 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

Trailblazer:
The Power of Business as the Greatest Platform for Change

（仮題）先駆者：変化のための最高のプラットフォームがもたらすビジネスの力
著：マーク・ベニオフ、モニカ・ラングリー

Catch and Kill:
Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators

（仮題）キャッチ・アンド・キル：嘘、スパイ、そして略奪者を守る陰謀
著：ローナン・ファロー

Connect First:
52 Simple Ways to Ignite Success, Meaning, and Joy at Work

（仮題）コネクト・ファースト：
成功、意味、仕事の喜びに火をつける52のシンプルな方法
著：メラニー・カッツマン

Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia,
and the Richest, Most Destructive Industry on Earth

（仮題）破裂：腐敗した民主主義、ならず者国家ロシア、
地球上で最もリッチで破壊的な産業
著：レイチェル・マドー

The Rule: How I Beat the Odds in the Markets
and in Life-and How You Can Too

（仮題）ザ・ルール：市場と人生で逆境に打ち勝つ方法
著：ラリー・ハイト

You Can Have It All, Just Not at the Same Damn Time

（仮題）ただ同時ではないだけで、あなたは全てを手にできる
著：ロミ・ノイシュタット

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

（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

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

（邦題）ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（パンローリング）
著：ジェームズ・クリアー

The 48 Laws of Power

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

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

ここでは某商社NY本店に勤務するビジネス書大好き人間が、

そして、4位も初登場の『Blowout』です。ニュースキャスター

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

やラジ オ パ ーソナリティ、政 治 評 論 家 など 多 彩 な顔を持 ち 、

いきます。

エミー賞受賞の経歴も持つレイチェル・マドーによって書かれた
一 冊 。アメリカとロシアの環境や政治に関する問題を、著者独

気温もぐっと下がって紅葉が見ごろを迎えるこの時期、つい最

自の視 点で、鋭く捉え考 察しています。知 性とブラックユーモ

近ではニューヨークが街中ハロウィン一色になりました。日本で

アをたっぷりと含んでおり、ジャーナリズムに関 心の高い人に

も盛り上がりが年々増していると思いますが、いまやニューヨー

とっては多くの学びが得られる本です。

クでも毎年100万人以上がパレードを見にやってくる特大イベ
ントです。そしてハロウィンも終わって冬がどんどん近づいてい

最後に紹介するのは8位の『Atomic Habits』。ニューヨーク

ます。残りわずかとなりつつある秋をしっかりと満喫したいとこ

タイムズのベストセラーにもなっています。習慣形成の専門家

ろですね。それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

である著者ジェームズ・クリアーによって書かれたこの本では、

キーワード

求人検索

職種、キーワード、会社名など

企業レビュー

給与検索

履歴書を登録

いまや広告で見かけない日はない、新しいビジネスモデルを持つ

勤務地

都道府県または市区町村名
求人検索

indeed ※1 は人材業界での存在感が大きくなり、業界の構造をも
変えようとしています。いま人材業界で何が起きているのでしょうか？

人材業界のディスラプター（破壊者）

1

私たち求職者が転職を考え仕事を探す時、GoogleやYahooといった検索エンジンでキーワードを入力し求人サイトにいき、そこで求
人情報を手に入れると思います。皆さんが良く知るような求人広告サイトや人材紹介サイト※2 求職者との接点をここから得ています。
しかし今、この求職者接点を indeed が根こそぎ取ろうとしているのです。

①求人掲載・前課金

企業

採用
⑥応募・ HP
決定

⑤閲覧

アグリ
ゲーション型
求人検索
エンジン
（indeed）

求人検索するとindeedが検索上位 2

③上位
表示

Google
検索

②WEB
検索

求職者

④サイト閲覧・応募

求職者獲得の生命線を握る

ことができます。成功を目指して、
より良い習慣づくりをしたいと

セー ル スフォー ス の 会 長・共 同 C E O・創 設 者 でもあるマ ー

考える方におすすめです。ちなみに本書は日本語版が2019年

ク・ベニオフのリーダーシップ論です。セールスフォースといえ

10月に発売されたばかりです。

既存のリクルーティングビジネスにとって indeed はビジネス競

indeedが上位表示されます。それに加え他と比べてindeedの掲

合でありながら、
リクルーティングの生命線である求職者獲得を

載求人数が圧倒的に多いため、求職者が検索エンジンから最初

握られてしまいます。求職者接点において圧倒的な力を持ち、

にアクセスするページが、求人広告サイトや人材紹介サイトでは

indeed 経由での決定を増やしていくに留まらず、従 来のリク

なくindeed になる確率が高くなります。こうなると求人広告、人

ルーティングビジネスの集客において、indeed なしではやって

材紹介共に直接の集客が難しくなり、求職者を獲得しようにも

いけないような存在感になっているのです。これが indeed が

上流にindeed がおり、頼らざるを得ない状態に陥るのです。

業界のディスラプターと言われる理由です。

♪仕事探しは
indeed 〜♪

あの軽快な音楽の裏ではこのような構造変革が
起きようとしているなんて、驚きですね。
これから10年で中途採用ビジネスは更に
どう変わるのでしょうか？

ぜひ店頭でご展開ください。

詳しい内容は本書で。

ば、世界で最も急激に成長したエンタープライズソフトウェア企
業のトップ5に入ると言われており、著者であるマーク・ベニオ

今月も先月に引き続き、新刊がランキング上位を独占する結果

フも、フォーブズ 誌をはじめ 名 だ たるビジ ネス 誌 から高 い 評

となりました 。ランキングの 入 れ 替 わりも激しい ため 、どれを

価を受けています。そんな著者の経営に対する信念がまとめら

読むか悩む人も多いのではないでしょうか。

れた本書はビジネスパーソン必読です。

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

3

世界トップレベ ルの S E O ※ 3 技 術により 、求 人検 索時にほぼ

大きな変化の根底には小さな習慣の積み重ねがあることを学ぶ
まずは、初登場で見事1位にランクインした『Trailblazer』。

ログイン

※1 アグリゲーション型求人検索エンジン。インターネット上にある求人情報をクローリングという技術で集約し、
ワンストップで求人情報を見られるようにしたサイトのこと。indeed 以外にもスタンバイ、Careejet などがある。
※2 DODA、リクナビ NEXT、マイナビ転職、エン転職など。ちなみに indeed は 2012 年に株式会社リクルートホールディングスに買収され完全子会社になっています。
※3 Search Engine Optimization の略。検索エンジン最適化を意味する。検索で Web サイトがより多く露出されるようになる。

