
コロナウイルスが広がるちょっと前に、たまたまアマ
ゾンプライムでアメリカに致死性の高いウイルスが
大流行し、全米がパニック！もはや流行った町（人）
ごと爆破するしか打つ手がない…という映画を観ま
したが、まさか？と思いながら今後を心配していま
す。そういえば、10何年か前に中国でSARSが流
行った時に、雑誌の仕事で中国・香港に行きました。
今思えばそんな時期によく行ったなと思います。た
しか終息宣言が出た後でしたが、今のようにマスク
をしている人はほとんどいなかったように思います。

最近、巷ではコロナウイルスのニュースで持ち
切りだと思います。私も毎日マスクをしていま
すが、どこもマスクが品切れで家にある分が無
くなったらどうしようか、困っています。ちなみ
に私の場合、コロナウイルスの予防よりも花粉
症対策でつけています。今年は例年より、花粉
の時期が早くて困っています。先日、耳鼻科に
行って、薬をもらってきましたが、薬局で買うよ
り数倍安く買えるので、薬局ではなく、耳鼻科
に行くことをお勧めします。

近年日本でも『「量より質」なんていう言葉は
使い古されたものだ』と言われるほど、より
「質の向上」で経済成長をしているそうです
が、最近父の食事へのこだわりでもその一端
を感じることがあります。経済的な事情もある
とは思いますが、父は昔ではあり得なかった
「量を差し置いての質の選択」をするようにな
りました。しかし私の食の選択は専ら『質より
量』であり、これこそが私の“成長”の秘訣な
のです。。。

iHerbでの買い物にはまっています。iHerbと
は米国に本社を置く、サプリ・食品・美容などライ
フスタイル消費財を中心に展開するECサイトで
す。日本からの購入は個人輸入となるのです
が、1週間ほどで届き、日本語対応もしているの
で、とても便利です。Amazonなどでも外国製
のサプリなどは売っているのですが、そもそも値
段が高いので、iHerbで購入するメリットは大き
いです。また、iHerbでしか売っていない商品も
たくさんあるので、ついつい気になっています。

2月末をもって退職することになりました。お
取引先の皆さま、大変お世話になりました。久
しぶりに入社した頃のかわら版に掲載した自己
紹介を読み返していたのですが、好きな自己
啓発書として『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまう
のか』を紹介していました。先延ばししてしまう
自分を変えたいと大学生の頃から思っていた
ようです…あれから3年経ちましたがついつ
い。先延ばし無縁人間になれるよう今年も努
力していく所存です。

仙台出張に行ってきました！ 東北に行くと地面
が凍っていたり雪が降っていたりする風景を
想像し、今回は雪対応のブーツを購入していっ
たのですが、当日はコートがいらないくらいの
暖かさで過ごしやすかったです。調べてみる
と、今年は超暖冬といわれる年で、普段はもっ
と寒いのだそうです。なので、来年伺う際は今
年準備した万全の装備で伺わせていただきま
す。あと、牛タンがとても美味しかったので、そ
れも忘れずに食べて帰りたいです。

昨年この場で「友人にチケットをもらったので、
人生で初めてライブにいきます」と書かせてい
ただいたのですが、先日ついに、ライブ、行っ
てきました！ あいみょんの。30過ぎの男の初ラ
イブがあいみょんって。しかも1人で。もう異常
事態です。当日、会場であることに気づいてし
まいました。若い女性が多い。さらにもう一つ。
「両隣が女性って可能性も？…」。そんなの居
心地悪すぎてライブどころではない。一抹の不
安と共に、席に向かったのでした。

巷の女たちはいま「タケル」にゾッコンのようで
す。ドラマ「恋は続くよどこまでも」佐藤健。LINE
登録すると「あとでLINEする」「今仕事終わっ
た」とタケルからLINEが届くそうです（笑）。確か
に横から見た顎のラインは美しい！萌え部位と言
えば、嵐の翔くんファンとしてYouTube検索オ
ススメが。「眠らないカラダ（2002年）」で首筋
の血管が浮き出る瞬間。ごはん3杯いけます!お
試しください。細眉にも時代を感じます。あのと
きは今と違って本当にチャラかったな…（笑）

最近打ち合わせをしていても、カフェで仕事
をしていても、外でランチを食べていても、周
囲からコロナウイルスの話題が聞こえてきま
す。僕個人も感染しないようマスク着用と手
洗い・うがい、そして、できるだけ人の多く集
まるイベントごとは避けるようにおとなしく生
きています。オリンピックイヤーでなんとなく
景気も上向きになっていただけに、ダメージ
は大きいですね。はやく終息することを願う
ばかりです。

編集工学研究所で「クエスト・リーディング」という
ワークショップを編集部のスタッフとともに受けて
きました。Quest Reading（探究型読書）とは、簡
単に言うと「物事を深く考えるための手段としての
読書」です。本を介するので、考えや発言がしやす
くなります。“これは使えるぞ”と、「俺が選書をする
からクエスト・リーディングを会社で行おう」と言っ
たところ、スタッフの土屋さんに「本を介して私たち
を自分の思い通りに動かそうとしている小早川さん
の魂胆が透けて見える」と言われました（苦笑）。
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JR東日本
車内ポスター

JR東日本・西日本
車内デジタルサイネージ

新聞広告
3紙

掲載します‼

首都圏、京阪神の書店様はコチラ！

JR東日本・西日本車内デジタルサイネージ広告（3/30 ～ 4/5）

全国の書店様はコチラ！

新聞広告3紙、計7回掲出

小売・メーカー・ECでまさに起きているイノベーションを伝えつつ、
「およそ5年後の近未来」を予測することが本書のテーマです。
小売系・デジタル系企業の多い地域では累計400冊超えのお店も!

首都圏の書店様はコチラ！

JR東日本車内ポスター（3/30 ～ 4/5）

掲出路線図

トレインチャンネル
(JR東日本)

 JR東日本トレインチャンネル

JR京都線、JR神戸線、JRゆめ咲線、JR宝塚線、JR東西線、琵琶湖線、
湖西線、山陽線、福知山線、学研都市線、大阪環状線、阪和線、北陸線、
大和路線、おおさか東線、草津線、赤穂線、きのくに線、関西空港線

放送路線

WESTビジョン
(JR西日本)

JR西日本 WESTビジョン

山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、
南武線、常磐線各駅停車、中央総武線各駅停車
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日経朝刊
半五段広告

日経産業新聞
全五段広告

3月9日週 3月16日週 3月23日週

日経産業新聞
全五段広告

日経MJ
全五段広告

日経朝刊
半五段広告

日経MJ
全五段広告
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全五段広告
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Highlight!



続いては、同じく初登場で2位となった『Dark Towers』。

こちらはニューヨーク・タイムズの財政担当エディターである

著者が、世界屈指の銀行であるドイツ銀行の闇に切り込んだ

ルポルタージュです。2014年1月、元ドイツ銀行幹部のウィリ

アム・ブルックシュミット氏がロンドンの自宅で変死したのは、

彼が「知りすぎた男だったから」ではないかとして、同行とドナ

ルド・トランプやロシアのプーチン大統領、はてはナチスドイツ

とのつながりまで丁寧に迫った著者の渾身の作です。

3冊目は、4位の『The Laws of Human Nature』です。

博覧強記で知られ、2019年の国際ビジネス書アワードに輝い

たベストセラー作家のロバート・グリーンが、古今東西のさまざ

まな事例なども引きながら、「仮面」の後ろに潜む人間の本性を

鋭く描き出す内容になっています。600ページを超える大作

で、その要約本も売れているほどですが、8位にランクインして

いる『The 48 Laws of Power』も同じ著者による作品です。

今月は初登場の本が上位にランクインしていますが、来月はど

んな本がベストセラーとなっているのでしょうか。それでは次回

をお楽しみに。

ここでは某商社ニューヨークオフィス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。

ニューヨークは3月といってもまだまだ「冬の日」が多く、平均気

温は10度くらいで、朝夕が厳しく冷え込む日もあります。とはい

え、3月後半には、春の訪れを告げるイベント「メイシーズ・フラ

ワーショー」が開催されます。2020年は3月22日から2週間に

わたって開かれる予定です。巨大百貨店のメイシーズで70年

以上も続く「花の祭典」、NYに来られた際にはぜひのぞいてみ

てくださいね。それでは今月もランキングを見ていきましょう。

まずは、2月下旬の刊行直後にいきなり初登場1位となった

『The Ultimate Retirement Guide for 50+』です。著作

が10作連続でニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリスト入りし

ているというファイナンシャルアドバイザーのスージー・オーマン

が、すぐ使える実践的なアドバイスを盛り込んだ1冊。さっそく各書

店でベストセラーとなっているようですが、本書はバーンズ＆ノー

ブル限定で著者のサインが入った特別エディション。こうした限定

版が出ていることからも、彼女の人気のほどがうかがわれます。

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 7 Habits of Highly Effective People: 
25th Anniversary Edition

（仮題）ダーク・タワーズ：
　　　ドイツ銀行、ドナルド・トランプ、そして桁外れの破壊の痕跡
著：デイビッド・エンリッチ

Dark Towers: 
Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction

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

（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

（仮題）勝者たちがすべてを奪う：世界を変えるというエリートの茶番
著：アナンド・ジリッダーラダス

（邦題）完訳 7つの習慣 25周年記念版（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

The Ultimate Retirement Guide for 50+: Winning Strategies to 
Make Your Money Last a Lifetime （Signed Book）

（仮題）50歳以上に贈る究極の退職ガイド：
　　　生涯にわたってお金を生み出し続けるための勝利の戦略
著：スージー・オーマン

The Laws of Human Nature

The 48 Laws of Power

（仮題）一生に一度の旅：
　　　ウォルト・ディズニー・カンパニーのCEOとしての15年間から学んだ教訓
著：ボブ・アイガー

The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as 
CEO of the Walt Disney Company （B&N Exclusive Edition）

Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World

（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

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

Think and Grow Rich

（仮題）人間性の法則
著：ロバート・グリーン

20代若者のシェア拡大中!!
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大学付近・若者の多い店舗で展開強化中です！

丸善津田沼店（千葉）

丸善多摩センター店（東京）

こ
の
展
開
で…

くまざわ書店稲毛店（千葉）

就活が始まった今、
さらに注目されています!

ランキング1位

追加注文が続々来ています！
『　　　　　　　　 』

佐藤優氏が“メンタル”を
テーマに書くのは本書が初!!

何があっても折れない、負けない、疲れない
「しなる心」を手に入れる方法を伝授!!
どんなに必死に頑張って働いても、会社に貢献しても、自分の「心」＝「メン
タル」が壊れてしまったら元も子もありません。ではこの先、私たちはどのよ
うに働き、どのようにして心を守ればいいのか。本書では、これからの時代
を折れずに、負けずに、疲弊せずに生き抜くための働き方を提案しています。

東洋経済
24時間アクセスランキング

第1位
（2020/2/20）発売即、2刷重版！
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